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平成２３年第１回富士川町議会定例会（１日目） 

 
平成２３年３月１１日 
午前１０時００分開議 
於 議 場 

 
１．議事日程 

 
日程第１ 会議録署名議員の指名 
日程第２ 会期決定 
日程第３ 諸般の報告 
日程第４ 議案第６号 富士川町学校給食センター設置条例の制定について 
日程第５ 議案第７号 富士川町行政組織条例の一部を改正する条例について 
日程第６ 議案第８号 富士川町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正す

る条例について 
日程第７ 議案第９号 富士川町職員給与条例の一部を改正する条例について 
日程第８ 議案第１０号 富士川町社会体育施設条例の一部を改正する条例について 
日程第９ 議案第１１号 富士川町町営バス設置条例の一部を改正する条例について 
日程第１０ 議案第１２号 富士川町ゴミ収集処理手数料徴収条例の一部を改正する条

例について 
日程第１１ 議案第１３号 富士川町公園条例の一部を改正する条例について 
日程第１２ 議案第１４号 平成２２年度富士川町一般会計補正予算（第４号）につ

いて 
日程第１３ 議案第１５号 平成２２年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算（第

３号）について 
日程第１４ 議案第１６号 平成２２年度富士川町国民健康保険診療所特別会計補正予

算（第１号）について 
日程第１５ 議案第１７号 平成２２年度富士川町老人保健特別会計補正予算（第２号）

について 
日程第１６ 議案第１８号 平成２２年度富士川町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第２号）について 
日程第１７ 議案第１９号 平成２２年度富士川町介護保険特別会計補正予算（第３号）

について 
日程第１８ 議案第２０号 平成２２年度富士川町介護サービス事業特別会計補正予

算（第２号）について 
日程第１９ 議案第２１号 平成２２年度富士川町奨学金特別会計補正予算（第１号）

について 
日程第２０ 議案第２２号 平成２２年度富士川町簡易水道事業特別会計補正予算（第

３号）について 
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日程第２１ 議案第２３号 平成２２年度富士川町下水道事業特別会計補正予算（第
４号）について 

日程第２２ 議案第２４号 平成２３年度富士川町一般会計予算について 
日程第２３ 議案第２５号 平成２３年度富士川町国民健康保険特別会計予算について 
日程第２４ 議案第２６号 平成２３年度富士川町老人保健特別会計予算について 
日程第２５ 議案第２７号 平成２３年度富士川町後期高齢者医療特別会計予算につ

いて 
日程第２６ 議案第２８号 平成２３年度富士川町介護保険特別会計予算について 
日程第２７ 議案第２９号 平成２３年度富士川町介護サービス事業特別会計予算に

ついて 
日程第２８ 議案第３０号 平成２３年度富士川町奨学金特別会計予算について 
日程第２９ 議案第３１号 平成２３年度富士川町簡易水道事業特別会計予算について 
日程第３０ 議案第３２号 平成２３年度富士川町下水道事業特別会計予算について 
日程第３１ 議案第３３号 平成２３年度富士川町営農飲雑用水事業特別会計予算に

ついて 
日程第３２ 議案第３４号 平成２３年度富士川町箱原農業集落排水事業特別会計予

算について 
日程第３３ 議案第３５号 平成２３年度富士川町鹿島財産区特別会計予算について 
日程第３４ 議案第３６号 平成２３年度富士川町カラマツオ外三十山恩賜林保護財

産区特別会計予算について 
日程第３５ 議案第３７号 平成２３年度富士川町活性化事業特別会計予算について 
日程第３６ 議案第３８号 平成２３年度峡南地区ことばの教室共同設置特別会計予

算について 
日程第３７ 議案第３９号 平成２３年度峡南地区充指導主事共同設置特別会計予算

について 
日程第３８ 議案第４０号 平成２３年度富士川町水道事業会計予算について 
日程第３９ 議案第４１号 公の施設の指定管理者の指定について 
日程第４０ 議案第４２号 公の施設の指定管理者の指定について 
日程第４１ 認定第１号 富士川町道路線の認定について 
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２．出席議員は次のとおりである。（１６名） 

 
 １番  鮫 田 洋 平        ２番  長 澤   健 
 ３番  秋 山   貢        ４番  齊 藤 正 行 
 ５番  市 川 淳 子        ６番  齊 藤 欽 也 
 ７番  井 上 光 三        ８番  永 井 寛 子 
 ９番  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．会議録署名議員 
 

 ４番  齊 藤 正 行        ５番  市 川 淳 子 
 
 

５．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 
（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 
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６．職務のため出席した者の職氏名（３名） 

 
議会事務局長 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） 

 富士川町告示第３号をもって招集されました、平成２３年第１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２３年第１回富士川町議会定例会を開会します。 
 これから、本日の会議を開きます。 
 第１回定例会に先立ちまして、一言あいさつ申し上げます。 
 一雨ごとに春の訪れを感じる今日このごろであります。本定例会が閉会するころには、大法

師山も桜色に色づき始めているころではないかと思います。 
 さて、内閣府が２月に発表した月例経済報告によりますと、世界経済は全体として回復して

おり、先行きについても回復が続くと見込まれています。しかし、中東、北アフリカ諸国で反

体制デモの波が広がり、その緊迫した情勢にリスク要因も数多く内包している状態です。 
 またニュージーランドでは大地震があり、語学留学していた日本人など、数多くの方が被害

に遭われました。すでに救助活動は終了しましたが、依然、多くの日本人、被災者の身元は確

認されておりません。 
 国内においても、景気が持ち直しに向けた動きが見られ、足踏み状態を脱しつつはあるとい

うものの、原油価格や為替レートの動向などによっては、景気が下振れするリスクが存在して

いる状態であります。 
 自然災害についても、年末から年始にかけて福井県や山陰地方などを襲った豪雨など、霧島

連山の新燃岳では、５２年振りの爆発的な噴火が記録され、各方面に被害が出ました。 
 県内の景気動向は、甲府財務事務所によると雇用情勢等に厳しい状況が残る中、このところ

足踏み状態となっているということですが、私たちが景気回復を感じることができるのは、ま

だまだ先のようであります。 
 ４月には、民主党政権への審判の意味合いを持った政権交代後、初の統一選挙が控えており、

注目を集めるところであります。 
 富士川町も合併して、１年が経過しました。去る３月８日には、町制施行１周年記念式典と

町民憲章碑除幕式が挙行され、町政においては暮らしと自然が輝く交流のまちづくりに取り組

んでいるところであります。 
 議会においては、今後とも町民の期待に応えるべく、開かれた議会、信頼される議会の実現

を目指していきたいと思います。 
 今定例会は、平成２３年第１回定例会であります。平成２２年度補正予算、平成２３年度予

算などの審議をお願いすることになります。会期も長くなりますが、議員各位におかれまして

は健康に十分ご留意され、活発な議論をお願い申し上げ、開会のあいさつとします。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定によって、 
 ４番 齊藤正行君 
 ５番 市川淳子君 
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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。 

 お諮りいたします。 
 本定例会の会期は、本日から２５日までの１５日間にしたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、会期は本日から２５日までの１５日間と決定しました。 

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

 この際、議案の審議に先立ちまして、諸般の報告を行います。 
 議長から、報告します。 
 本日の議事日程、ならびに説明員として出席通知のありました者の職氏名は一覧表として配

布したとおりです。 
 なお、教育長 堀口広秋君は公務のため、午後の会議を退席するとの連絡を受けております

ので、ご了承をお願いします。 
 本日は提案説明に留め、質疑につきましては、１５日の本会議で議事日程により審議をお願

いします。 
 次に監査委員から２月２４日に１月分の例月出納検査をした結果、相違ないとの報告を受け

ておりますので、伝達します。 
 次に一部事務組合関係では、２月２８日に三郡衛生組合議会運営委員会、３月２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会関係では、２月２２日に町村議会議長会が開催されました。 
 次に会議関係では、２月１８日に全員協議会、議会改革特別委員会、２月２５日に議会運営

委員会、全員協議会、２月２８日に議会運営委員会、３月４日に全員協議会、３月８日に全員

協議会、広報常任委員会が開催されました。関係議員にはそれぞれ出席をいただき、誠にご苦

労さまでした。 
 また、このほかの各種会議、行事等にも議員各位に積極的に参加していただきまして、大変

ご苦労さまでした。 
 ここで、町長よりあいさつの申し出がありましたので、これを許します。 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 本日ここに、平成２３年３月富士川町議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位には

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。 
 また日ごろから町政推進のため、格段のご理解とご尽力を賜っており、過日の町制施行１周

年記念式典も無事開催することができました。厚く御礼を申し上げます。 
 それではここで、本定例会に提出いたしました案件のうち主なるものにつきまして、その概
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要をご説明申し上げますとともに、私の所信の一端を申し述べ、議員各位、ならびに町民の皆

さまのご理解とご協力をお願い申し上げたいと存じます。 
 まず、先月２２日に発生しましたニュージーランドの大地震により、犠牲になられました方々

に心から哀悼の意を表するとともに、いまだに日本人留学生ら２１名の安否が確認できない状

況でありますが、最後まで徹底した身元捜査活動と復興にベストを尽くしていただくことを願

うと同時に、改めて防災の必要性を感じたところであります。 
 一方、チュニジアに端を発した民主化運動のデモは中東全域に広がりを見せており、エジプ

トでは３０年続いたムバラク政権が崩壊し、リビアにおいても反政府勢力と治安部隊との衝突

が激化するなど、情勢は混迷を深め、長期化するおそれも出てきております。 
 さて、わが国の状況を見ますと、景気が持ち直しに向けた動きが見られ、足踏み状態を脱し

つつあるとしておりますが、失業率が高水準にあるなど、依然として厳しい状況にあります。

また先行きについては、海外経済の改善などを背景に、景気が持ち直してくことが期待される

一方、海外景気や為替レート、穀物相場、中東情勢による原油価格の動向などによっては、景

気が下振れするリスクも存在し、またデフレの影響や雇用情勢の悪化懸念などが依然、残って

いることに注意が必要としております。 
 一方、政府は平成２３年度予算および関連法案の早期成立を目指しておりましたが、今月１日

に予算案のみを優先して、衆議院で可決し、参議院に送付したことから、予算は自然成立する

こととなります。 
 しかし、関連法案につきましては、衆議院で取り上げられた問題以外にも、専業主婦の年金

切り替え忘れの問題や在日韓国人からの献金問題など、新たな政治とカネの問題も浮上してお

りますので、国会の動向と政局を含めた予算関連法案の先行き等に注視しているところであり

ます。 
 それでは、ここで平成２３年度予算編成の基本的考え方について、申し上げます。 
 平成２３年度の地方財政計画におきましては、社会保障関連経費の自然増や公債費が高水準

で推移するなど、一般歳出が増加する一方で、一般財源収入は前年度なみとなっており、地方

の財政運営は、厳しさが増しているとしております。 
 また国からの補助金、交付金等の一括交付金化の方針は打ち出されましたが、その詳細がい

まだ明らかにになっていないことから、地方財政への影響は不透明のままであります。このよ

うに厳しい財政状況下ではありますが、子育て支援や高齢者福祉の充実、農林業や商工業の振

興、生活基盤や教育環境の整備、環境や防災対策など、多様化する町民の期待に応えていく必

要があります。このため、平成２３年度予算においては、歳出全般にわたって、徹底的な見直

しを行うとともに、事業の緊急度、地域の実情などに即し、限られた財源を重点的かつ効率的

に配分をし、効果的な施策展開を図ることとし、編成したところであります。 
 それでは、主な予算と主要な取り組みについて、申し上げます。 
 まず、新町としての各種計画の策定であります。 
 これからの本町の将来に向けての羅針盤ともなる総合計画につきましては、町民の皆さまの

多様な価値観が反映されるよう、住民アンケートと合わせて、これまで各地区においてワーク

ショップを開催し、地域の課題の掘り起こしと解決策など、住民の意見を中心に行ってまいり

ました。 
 今後は再度、住民とのワークショップを行うとともに、総合計画審議会において、本町およ
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び地域の現状と課題を整理し、その上に立って、本年９月ごろには、施策の方向性を定めてま

いりたいと考えております。 
 また総合計画の進捗に併せ、教育振興基本計画や地域福祉計画、地球温暖化対策、実行計画

をはじめ、都市計画や住宅マスタープランなど、各種計画を策定してまいります。 
 次に、峡南北部地域の医療再生についてであります。 
 昨年９月に北部地域の医師確保と救急医療の充実を図るため、地域医療体制調査検討委員会

を設置し、３回の協議を重ねる中で、各病院の現状を踏まえた７つのパターンの医療と経営予

測を医療コンサルタントに委託してまいりました。このたび、そのシミュレーションが仕上がっ

てまいりましたので、本月中旬に開催予定の次回委員会において各パターンの予測状況の説明

を受け、その後、委員会で検討の上、望ましい方向性を出していただけるものと考えておりま

す。 
 今後、このシミュレーションや委員会の検討結果につきましては、本町議会の特別委員会に

おいても、将来にわたって、しっかりとした医療体制について、一緒にご検討いただき、富士

川町としての結論を出していきたいと考えております。 
 次に、子育て支援と教育環境の整備についてであります。 
 補正予算では、保育所に、子どもたちに昔話や童話を読み聞かせ、本に親しんでもらえるよ

う、８０万円を計上いたしました。臨時議会と併せて２８０万円で、保育所に図書を購入して

いこうというものであります。 
 また、増穂児童センターでは親子で料理を楽しみながら、調理や食育などの会話ができるよ

う、調理場の設置、改修をするため、１２８万円を計上いたしております。当初予算では、子

ども手当については、当面の給付を維持するつなぎ法案でいくのか、所得制限を導入するのか、

児童手当法の改正なのか、政府の方針はいまだ定かではありませんが、本町では２，０１７人

分の３億３，７００万円余を計上し、つなぎ法案が可決された場合にも対応できるようにした

いと考えております。 
 また昨年は記録的な猛暑が続きましたが、幸い本町の子どもたちは熱中症にならなかったわ

けでありますが、地球温暖化が進む中、今後も暑い夏が予想されることから、保育所から中学

校まで、計画的にエアコンを設置することとし、本年度は第４保育所を除く全保育所にエアコ

ンを設置する経費として、２，８００万円余を計上いたしております。第４保育所につきまし

ては、大規模改修に併せてエアコンを設置することとし、その設計業務費として、８５０万円

を計上しております。 
 なお、学校につきましては、機械設備を改修しなければ、全教室にエアコン設置が困難なこ

とから、本年度はエアコン設置工事設計費と順次、電気設備を改修していくこととし、１億

７００万円を計上いたしております。 
 なお、明年度以降には教育環境への活用も考慮しながら、太陽光発電パネルの設置も考えて

いきたいと思っております。 
 またヒブ、小児用肺炎球菌ワクチンと子宮頸ガンワクチンにつきましては、高校２年生まで

を対象に、予防接種費を全額補助することとして、２，２９０万円を計上いたしましたが、ヒ

ブと小児用肺炎球菌ワクチンにつきましては、ワクチン接種後に乳児ら５人が死亡したことか

ら、接種再開を検討する厚生労働省の専門家会議の結論が出るまで、当面、接種を見合わすこ

ととしております。 
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 学校の教育振興につきましては、特別支援や複式授業の解消、英語教育に対応するための外

国語指導講師など、町単独教員と２４名を配置することとし、所要の経費を計上いたしており

ます。 
 次にガン予防につきましては、定期健診等とともに、１５歳以上の子宮頸ガン予防ワクチン

接種についても、これまで同様に補助対象とするとともに、子宮ガン検診、乳ガン検診や不妊

治療への助成を行うこととし、所要の経費を計上いたしております。 
 次に、都市基盤の整備についてであります。 
 町内の橋梁につきましては、これまでに点検を実施してまいりましたが、今年度は残る５０橋

について点検調査を実施することとし、２，２００万円を計上いたしております。また道路網

の整備では、金手小林線につきましては、国道５２号線との交差点改良が４月には完成予定で

ありますので、工事が終わり次第、供用が開始できるものと考えております。 
 当初予算では、金手小林線の東側から甲西バイパスに至る青柳１号線、都市計画街路から中

部横断自動車道のパーキングに通ずる青柳１１号線、大椚からふれあい橋に通ずる青柳長沢線

と継続事業の大椚大久保線の用地および物件補償費を計上しているほか、平林伊奈ヶ湖線の工

事費、明神町の白子１号線の測量設計などを計上いたしております。また東部開発関係では、

東川付け替え工事と中部横断自動車道パーキングに設置する道の駅の詳細設計費を計上いたし

ております。 
 次に、賑わいの創出と新たな交流についてであります。 
 本町には、旧町が関与しながら引き継いだ大きなお祭りが３つあります。１つは、春の大法

師さくら祭り。２つ目はＲ５２夏まつり。３つ目は、秋の富士川まつりであります。今後も富

士川町の三大祭りとして、多くの町民の皆さまに参画していただけるよう、すべての祭りに実

行委員会形式を取り入れながら、祭りの経費に対する町の助成金や協賛金を募るなど、財源措

置も同様とする中で、実施をしてまいりたいと考えております。 
 今年の大法師さくら祭りは３月２６日から４月６日まで、１２日間の予定で開催をされます

が、富士川町として本格的な初めての実行委員会により実施されますが、本町の花となりまし

た桜とメインとした歴史ある祭りでありますので、町としては２００万円の補助をすることと

し、予算を計上する一方、富士川まつりには４５０万円を計上し、各祭りをしっかり支援して

まいりたいと考えております。 
 また、中部横断自動車道の全線開通や富士川船下りの実施などを視野に入れながら、新たな

賑わいと人々の交流を図るため、富士橋西側の空き地を利用し、海のもの、山のものの交流市

場となる朝市を計画いたしております。地元の農産物や地場産業製品を中心に太平洋、日本海

の海産物を展示・販売を考えておりますが、新たな交流の場をつくり、賑わいを創出するよう

商工会、農協、漁業組合等と連携を図りながら取り組むこととし、鮮魚や海産物の売り場設置

の経費を計上いたしております。 
 次に、防災と環境についてであります。 
 地震や水害から住民の生命・財産を守るため、防災工事や防犯体制、消防資機材の充実とと

もに災害に備えたヘリポートを整備してまいりましたが、明年度は平林地区に整備することと

し、補正予算に設計費を計上させていただいております。 
 また、ゴミの減量化と資源ゴミの再利用を図るため、リサイクルステーションの設置の費用

を計上しております。明年度は鰍沢地区を中心に設置することとなりますが、リサイクルステー
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ションの普及により、焼却ゴミの搬出は確実に減ってきており、今後も資源循環型社会の構築

に向け、取り組んでまいりたいと考えております。 
 次に、改正条例についてであります。 
 本町の行政組織は、行政組織条例により１１課で事務を分掌させておりますが、このうち地

域振興課につきましては、名称から分掌事務の内容が分かりづらいとの声が多いことから、そ

の名称を商工観光課に改名するとともに、企画課にあります企業立地推進担当を商工観光担当

へ移管するものであります。 
 併せて組織改編を行い、企画課の合併業務調整担当は１年を経過し、調整業務がおおむね終

了したことから廃止するとともに、農林振興課の所掌事務であります、ふるさと自然塾を商工

観光課に移管することとしております。 
 社会体育施設条例の改正では、五開小学校の廃校に伴い、五開小学校体育館から五開体育館

に４月から名称を変更するものであります。 
 町営バス設置条例の改正では、７月から現行の乗車運賃を全区間一律２００円とするととも

に、７０歳以上の高齢者および３歳未満の幼児は無料となっておりますが、これを６５歳以上

および中学生以下は無料とするための改正を行うものであります。 
 ゴミ収集手数料徴収条例の改正では５月からでありますが、可燃ゴミと不燃ゴミのゴミ袋と

荷札の料金を現行の１枚２０円、これを１４円に改定するものであります。これにより２０枚

入りで売られていますゴミ袋、現行４００円が２８０円で販売するということになります。 
 最後に、公の施設の指定管理者の指定についてであります。 
 今回、指定管理者に管理させようとする公の施設は、鰍沢デイサービスセンターと鰍沢温泉

かじかの湯であります。この２施設につきましては、平成１８年度から指定管理者による運営

管理をさせておりましたが、５年の契約期間が満了となるため、先般、新たに指定管理者の公

募を行ったところ、デイサービスセンターのみの応募に１社、かじかの湯のみの応募に１社、

デイサービスセンターとかじかの湯の応募をしたのが１社の、３社から応募がありました。こ

うしたことから指定管理者選定委員会において、３社からの指定管理に対するプレゼンテー

ションを受け、検討をしていただいた結果、両施設について、これまでの指定管理者である社

会福祉法人 かじかの会が適当である旨の答申をいただきましたので、今定例会に指定案件と

して提出をいたしております。 
 なお、デイサービスセンターは４月から、かじかの湯はリニューアル工事が完成する７月か

らの契約で、協定書を締結する予定でおります。 
 以上であります。 
 なお、本定例会に提出いたしました案件は条例制定案件１件、条例改正案件７件、予算案

２７件、指定案件が２件、認定案件１件、合わせて３８件であります。 
 提案理由は、また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て、終わりにしたいと思います。ありがとうござ

いました。 
〇議長（望月邦彦君） 

 以上で、町長のあいさつを終わります。 
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  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第４ 議案第６号 富士川町学校給食センター設置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、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６号 富士川町学校給食センター設置条例の制定につきまして、補足説明を

させていただきます。 
 本条例につきましては、鰍沢小学校、中部小学校、鰍沢中学校の給食につきまして、平成１７年

度から鰍沢小学校の給食調理場で共同調理方式運営要綱により、共同調理方式給食センターと

して運営しておりますが、これを法的に実態の伴った共同調理場とするため、設置条例を制定

するものであります。 
 これは合併によりまして、本町への県費負担の用地の配置が配置基準により、現状３名が１名

減の２名となってしまいますが、鰍沢小中学校の共同調理場方式を設置条例の制定により、法

的位置づけをすることによって、これまでと同様の３名の栄養士の配置がされるため、制定の

提案をさせていただきました。 
 それでは、富士川町学校給食センター設置条例をご覧いただきたいと思います。 
 富士川町学校給食センター設置条例、７条で構成されております。 
 第１条は、趣旨でございます。 
 第２条、設置。富士川町立鰍沢小学校、鰍沢中部小学校および鰍沢中学校のための調理等の

業務を処理する施設として、富士川町学校給食センターを設置する。 
 第３条、名称および位置でございます。名称は富士川町学校給食センター、位置は富士川町

鰍沢１１７２番地。 
 第４条は職員。 
 第５条は、運営審議会でございます。これまで運営要綱で定めていました運営委員会を組み

入れたものでございます。 
 第６条が管理。 
 第７条、委任でございます。 
 附則としまして、この条例は平成２３年４月１日から施行する。 
 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。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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〇議長（望月邦彦君） 
   日程第５ 議案第７号 富士川町行政組織条例の一部を改正する条例について 
   日程第６ 議案第８号 富士川町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例につ

いて 
   日程第７ 議案第９号 富士川町職員給与条例の一部を改正する条例について 
   日程第８ 議案第１０号 富士川町社会体育施設条例の一部を改正する条例について 
   日程第９ 議案第１１号 富士川町町営バス設置条例の一部を改正する条例について 
   日程第１０ 議案第１２号 富士川町ゴミ収集処理手数料徴収条例の一部を改正する条例について 
   日程第１１ 議案第１３号 富士川町公園条例の一部を改正する条例について 

 以上の７議案は条例の一部改正案でありますので、一括して議題とします。 
 町長から、本案について提案理由の説明を求めます。 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
―――― ７議案の提案理由朗読説明 ―――― 

〇議長（望月邦彦君） 
 次に、議案第７号から第１３号までの補足説明を求めます。 
 まず、議案第７号から第９号までの補足説明を求めます。 
 総務課長、井上明君。 

〇総務課長（井上明君） 
 それでは議案第７号 富士川町行政組織条例の一部を改正する条例の補足説明をさせていた

だきます。 
 これは、町長のあいさつの中で詳細にご説明がありました。割愛させていただきます。 
 続きまして、議案第８号 富士川町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例に

ついての補足説明をさせていただきます。 
 １ページ目のほう、議案のほうをめくっていただきまして、この一部改正でございますけど

も、育児休業法の改正に伴いまして、一定の条件を満たせば、非常勤職員にも育児休業を認め

ることができるという規定を追加するものでございます。 
 まずはじめに、第２条に次の１号を加える。これは取得要件を追加するものでございまして、

アの（１）、（２）、（３）のいずれにも該当する非常勤職員を定めるものでございます。 
 （１）に関しましては、雇用形態が１年以上であるもの。（２）に関しましては、子どもが１歳

の誕生日の前日を超えて、引き続き在職が見込まれるもの。（３）の部分ですけども、規則とい

うことで定めるということがありますけども、これは人事院勧告の関係でございますけども、

１週間の勤務日が３日以上、１年間の勤務日が１２１日以上のものというような部分になって

います。 
 次のイにつきましては、１歳到着日の育児休業をしていて、１歳到着日以後にも育児休業を

特に必要と認められる場合を規定しておりまして、次のウに関しましては、任期の期日まで育

児休業している非常勤職員で、任期の更新等に伴い、引き続き育児休業をする場合を指定して

おります。 
 続きまして、第２条に次の１条を加えるという部分がございます。これは育児休業の期間を

定めるものでございまして、（１）は、これは原則論でございまして、子どもが１歳到達日まで
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育児休業をすることができるという規定でございます。 
 （２）は特例でございまして、主に男性の育児休業の取得促進を図る観点から、配偶者がこ

の１歳到達日以前に育児休業をしている場合は、子どもが１歳２カ月に達するまで取得ができ

るという規定でございます。 
 次のページに移りますけども、（３）も特例でございまして、本人が到達日までの育児休業に

引き続いて、配偶者と交換して育児休業をする場合には、子どもが１歳６カ月まで取得ができ

るという規定でございます。 
 後半のほうに移りますけども、第３条の次に次の第２号を加えるという部分がございまして、

（６）と（７）につきましては、前にご説明した第２条のイとウの追加に伴いまして、特別な

事情として追加するものでございます。 
 同じページの下から４行目から次のページにかけましては、第１７条関係になりますけども、

第１７条に次の２号を加える。これは育児時間を請求することができる規定の追加でございま

して、（１）短時間勤務職員、（２）再任用短時間職員を除きまして、アのほうで説明をさせて

いただきますけども、育児時間の請求のあった日から直前の１年間において、雇用形態が継続

しているものという部分でございます。イに関しましては、ここにもありますように勤務時間

を考慮というのは、人事院が定めた規定としまして、１週間の勤務が３日以上で１年間、

１２１日以上の勤務で、かつ１日の勤務時間が６時間１５分以上のものというものを規定して

おります。 
 最後の第１８条中の部分でございますけども、第１８条は部分休業の承認に関する条例であ

りますが、文言の訂正と３のほうには１項を加えるという部分がございます。この１項を加え

る、内容的には部分休業の承認については、１日について、１日の勤務時間から５時間４５分

を減じた時間を超えない範囲、最長２時間ということになっております。例えば、１日の勤務

が６時間４５分の方は５時間４５分を削りますので、１時間の部分休業がとれるという部分に

なります。 
 以上、この条例は平成２３年４月１日から施行するということでございます。よろしくお願

いします。 
 続きまして、議案第９号の富士川町職員給与条例の一部を改正する条例の補足説明をさせて

いただきます。 
 この条例の改正条例は、昨年の１１月２９日の臨時議会において、議決いただいた期末勤勉

手当の引き下げ関連でございます。今回は勤勉手当の部分でございますけども、昨年、ご承知

のように１２月の期末勤勉手当で、２２年度の部分を６月、１２月、２回引くところを、もう

すでに６月分は支給済みでございましたので、１２月分から１年分の減額をいたしました。

２３年の６月を１２月の２回で減額するように、今回、させていただきますので、６月の年間

の減額の半分を１２月のほうに振り戻すというような形の中で、次をめくっていただきますと、

お分かりのように、第１７条の第４、第２項中１号中の「１００分の６５」を「１００分の６７．

５」に、２２年度の１２月分を改正するという部分でございまして、４段階ございますけども、

「１００分の６５」を「１００分の６７．５」と、この部分は一般職員の部分です。 
 次の部分が特定幹部職員、次の部分が再任用職員の一般職員分、次が再任用職員の特定幹部

職員分ということでございます。 
 この条例は、２３年４月１日から施行する。 
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 以上でございます。よろしくお願いします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 次に、議案第１０号の補足説明を求めます。 
 生涯学習課長、望月親人君。 

〇生涯学習課長（望月親人君） 
 それでは、議案第１０号の補足説明をさせていただきます。 
 例規集、第２分冊の４０４ページからになります。社会体育施設条例の中で、五開小学校の

体育館は、学校開放施設という位置づけをされておりました。鰍沢小学校との統合によりまし

て五開小学校が廃校になりましたので、施設名を地区体育館、名称を五開体育館と改めるもの

です。 
 以上、よろしくお願いします。 

〇議長（望月邦彦君） 
 次に、議案第１１号および第１２号の補足説明を求めます。 
 町民生活課長、川住資農夫君。 

〇町民生活課長（川住資農夫君） 
 それでは議案第１１号 富士川町町営バス設置条例の一部を改正する条例について、補足説

明をさせていただきます。 
 町営バスの料金体系については、町民に分かりやすい料金体系とし、利用者の負担軽減と利

便性を確保するために改正するものでございます。 
 次ページをお開き願いたいと思います。 
 町営バスの改正内容でございますけども、別表、表中の部分の改正でございます。現行のキ

ロ換算運賃から均一料金とするため、この表を同一路線内の全区画を２００円と改め、また無

料年齢区分の拡大を図るため、別表、備考１中、７０歳を６５歳、３歳未満の幼児を中学生以

下のものに改め、同表、備考２中、ならびに３歳以上および小学校児童生徒を削り、ただし書

きを削るとする改正であります。 
 この条例は、平成２３年７月１日から施行する。 
 例規集につきましては、第１款の１２５５から１２５６ページとなります。 
 続きまして、議案第１２号 富士川町ゴミ収集処理手数料徴収条例の一部を改正する条例に

ついて、補足説明をさせていただきます。 
 富士川町のゴミ徴収手数料につきましては、指定袋および荷札により、１枚当たり２０円を

徴収しておりますが、ゴミの分別収集の徹底やリサイクルステーションの整備、また町民のエ

コ意識の向上等により、ゴミの減量が図られてきているところであります。 
 町民一人ひとりの努力の成果で、ゴミの量が減っていることや近隣市町村の状況を調査し、

今回の収集処理手数料の見直しを行ったところでございます。 
 内容でございますけど、第２条の金額の項中の指定袋および荷札について、１枚当たり６円

引き下げまして、「２０円」を「１４円」とする改正であります。 
 附則としまして、この条例は平成２３年５月１日から施行するとしております。 
 以上で終わります。よろしくお願いします。 

〇議長（望月邦彦君） 
 次に、議案第１３号の補足説明を求めます。 
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 子育て支援課長、秋山俊男君。 
〇子育て支援課長（秋山俊男君） 

 議案第１３号 富士川町公園条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明を申し上げ

ます。 
 かねて、天神中条地内の旧増穂土地改良区、畑地灌がい排水機場跡地に安心子ども基金を活

用いたしまして、整備してまいりました児童公園が完成いたしました。そこで、名称を利根川

児童公園といたしまして、供用開始するにあたりまして、公園条例で規定しております１５公

園に、新たに利根川児童公園を追加するための条例改正であります。 
 規模は、面積８１７平方メートル。それから整備内容といたしましては、周囲をフェンスで

囲みまして、水飲み場、滑り台、ブランコ、ジャングルジム、ベンチ等を設置しております。

３月９日に完成いたしております。よろしくお願いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 以上で、町長ならびに担当課長の議案第７号から第１３号までの提案理由および補足説明が

終わりました。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第１２ 議案第１４号 平成２２年度富士川町一般会計補正予算（第４号）について 
   日程第１３ 議案第１５号 平成２２年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）に

ついて 
   日程第１４ 議案第１６号 平成２２年度富士川町国民健康保険診療所特別会計補正予算（第

１号）について 
   日程第１５ 議案第１７号 平成２２年度富士川町老人保健特別会計補正予算（第２号）について 
   日程第１６ 議案第１８号 平成２２年度富士川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

について 
   日程第１７ 議案第１９号 平成２２年度富士川町介護保険特別会計補正予算（第３号）について 
   日程第１８ 議案第２０号 平成２２年度富士川町介護サービス事業特別会計補正予算（第２号）

について 
   日程第１９ 議案第２１号 平成２２年度富士川町奨学金特別会計補正予算（第１号）について 
   日程第２０ 議案第２２号 平成２２年度富士川町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）に

ついて 
   日程第２１ 議案第２３号 平成２２年度富士川町下水道事業特別会計補正予算（第４号）につ

いて 
 以上の１０議案は、平成２２年度の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） 
―――― １０議案の提案理由朗読説明 ―――― 

〇議長（望月邦彦君） 
 ここで、暫時休憩します。 
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休憩 午前１０時５４分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午前１１時０５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１４号から第２３号までの補足説明を求めます。 
 まず、議案第１４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１４号の補足説明をさせていただきます。 
 予算書、表紙の裏面をお願いしたいと思います。 
 （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、議案第１４号の補足説明とさせていただきます。 

〇議長（望月邦彦君） 
 次に、議案第１５号から第１８号までの補足説明を求めます。 
 町民生活課長、川住資農夫君。 

〇町民生活課長（川住資農夫君） 
 それでは、議案第１５号の補足説明をさせていただきます。 
 国民健康保険特別会計の補正予算でございます。 
 表紙の裏をお開きください。 
 （以下、平成２２年度富士川町国民健康保険特別会計歳入歳出予算補正事項別明細書朗読説

明） 
 以上が、国民健康保険特別会計でございます。 
 続きまして、議案第１６号 平成２２年度富士川町の国民健康保険診療所特別会計補正予算

（第１号）は、次に定めるところによる。 
 （以下、平成２２年度富士川町国民健康保険診療所特別会計歳入歳出予算補正事項別明細書

朗読説明） 
 以上が、診療所特別会計の補正予算でございます。 
 続きまして、議案第１７号 富士川町老人保健特別会計補正予算の補足説明をさせていただ

きます。 
 （以下、平成２２年度富士川町老人保健特別会計歳入歳出予算補正事項別明細書朗読説明） 
 以上で、老人保健特別会計の補足説明を終わらせていただきます。 
 続きまして、議案第１８号 富士川町後期高齢者医療特別会計補正予算につきまして、補足

説明をさせていただきます。 
 （以下、平成２２年度富士川町後期高齢者医療特別会計歳入歳出予算補正事項別明細書朗読

説明） 
 以上で、議案第１５号から１８号の補足説明を終わらせていただきます。よろしくお願いし

ます。 
〇議長（望月邦彦君） 

 次に、議案第１９号および第２０号の補足説明を求めます。 
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 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１９号の補足説明をさせていただきます。 
 表紙の裏面をお開きください。 
 （以下、平成２２年度富士川町介護保険特別会計歳入歳出予算補正事項別明細書朗読説明） 
 次に、議案第２０号の補足説明をさせていただきます。 
 表紙の裏面をお開きください。 
 （以下、平成２２年度富士川町介護サービス事業特別会計歳入歳出予算補正事項別明細書朗

読説明） 
 以上で議案第１９号、議案第２０号の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２１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２１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年度富士川町奨学金特別会計歳入歳出予算補正事項別明細書朗読説明） 
 以上、補足説明でございます。よろしくお願い申し上げます。 

〇議長（望月邦彦君） 
 次に、議案第２２号および第２３号の補足説明を求めます。 
 上下水道課長、保坂繁仁君。 

〇上下水道課長（保坂繁仁君） 
 それでは、議案第２２号の富士川町簡易水道事業特別会計補正予算（第３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２３号の富士川町下水道事業特別会計補正予算（第４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） 
 以上、よろしくお願いいたします。 

〇議長（望月邦彦君） 
 以上で、町長ならびに担当課長の議案第１４号から第２３号までの提案理由および補足説明

が終わりました。 
 ここで、しばらく休憩します。 
 再開時刻は、午後１時とします。 

休憩 午前１１時５５分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午後 １時００分 
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〇議長（望月邦彦君） 
 休憩を解いて、再開します。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第２２ 議案第２４号 平成２３年度富士川町一般会計予算について 
   日程第２３ 議案第２５号 平成２３年度富士川町国民健康保険特別会計予算について 
   日程第２４ 議案第２６号 平成２３年度富士川町老人保健特別会計予算について 
   日程第２５ 議案第２７号 平成２３年度富士川町後期高齢者医療特別会計予算について 
   日程第２６ 議案第２８号 平成２３年度富士川町介護保険特別会計予算について 
   日程第２７ 議案第２９号 平成２３年度富士川町介護サービス事業特別会計予算について 
   日程第２８ 議案第３０号 平成２３年度富士川町奨学金特別会計予算について 
   日程第２９ 議案第３１号 平成２３年度富士川町簡易水道事業特別会計予算について 
   日程第３０ 議案第３２号 平成２３年度富士川町下水道事業特別会計予算について 
   日程第３１ 議案第３３号 平成２３年度富士川町営農飲雑用水事業特別会計予算について 
   日程第３２ 議案第３４号 平成２３年度富士川町箱原農業集落排水事業特別会計予算について 
   日程第３３ 議案第３５号 平成２３年度富士川町鹿島財産区特別会計予算について 
   日程第３４ 議案第３６号 平成２３年度富士川町カラマツオ外三十山恩賜林保護財産区特別会

計予算について 
   日程第３５ 議案第３７号 平成２３年度富士川町活性化事業特別会計予算について 
   日程第３６ 議案第３８号 平成２３年度峡南地区ことばの教室共同設置特別会計予算について 
   日程第３７ 議案第３９号 平成２３年度峡南地区充指導主事共同設置特別会計予算について 
   日程第３８ 議案第４０号 平成２３年度富士川町水道事業会計予算について 

 以上の１７議案は、平成２３年度の予算案でありますので、一括して議題とします。 
 町長から、本案について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） 
 議案第２４号から議案第４０号の、平成２３年度一般会計および特別会計の予算案を提出す

るにあたりまして、その概要をご説明申し上げます。 
 ２ページの中段まで、飛んでいただきます。 
 ２３年度の当初予算は、厳しい財政状況でありますが、国の予算、県の予算の方針をふまえ、

暮らしと自然が輝く交流のまち 富士川を目指した予算として、一般会計で７１億２，８４４万

円と、前年度と比較いたしますと、１．６％増の当初予算を編成したところであります。 
 一般会計のうち歳入につきましては、町の主要な財源であります町税におきましては、全体

で１３億７，７９９万円と、前年度に比べて６．５％の減を見込んでおります。このうち、基

幹税目であります町民税は、雇用環境の悪化や景気回復の遅れから、個人および法人町民税の

減収を見込んでおります。 
 地方交付税につきましては、５年間の合併算定替えが適用され、合併前の旧両町の額が保障

されることから、前年度と同額の２２億円を計上したところであります。各種の交付金や剰余

金は減少が見込まれるため、これらを補填するため、基金から繰り入れ１２億７１２万円と町

債７億４，５１０万円を計上いたしました。今年度も国からの地方交付税の振り替え財源とし
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て、後年度において全額、交付税措置される臨時財政対策債を４億５千万円見込んでおります。 
 次に歳出について、２３年度の予算の内容を目的別に申し上げます。 
 第１款議会費は、議会運営にかかる経費を計上いたしております。 
 第２款総務費では、山梨県議会議員選挙費等の選挙経費を計上いたしております。またデマ

ンドバスやコミュニティバス運行等の地域公共交通を確保するため、主要の経費を計上したと

ころであります。 
 第３款の民生費では、今後の福祉施策を総合的に推進するため、地域福祉計画を策定し、高

齢者から障害者に至る要援護者が安心して生活ができるよう、福祉サービスの充実を図る経費

や子育て中の保護者の負担軽減を図るべく、昨年に引き続き中学校３年生までの子ども医療費、

ひとり親家庭の医療費助成等の経費を計上するとともに、全保育所へエアコン設置と第四保育

所の大規模改修工事を行うための設計業務に関する経費、私立保育所たんぽぽ子どもの家への

保育委託経費および補助金を計上しております。 
 第４款は衛生費でありますけども、子宮頸ガン予防ワクチン接種、ヒブワクチン予防接種、

小児用肺炎球菌予防接種、高齢者のインフルエンザ予防接種などの経費と子宮ガン検診、各種

の検診費用を計上しております。また乳幼児健診や不妊治療費助成、妊婦検診には、新たに抗

原検査を追加計上するとともに、地球温暖化対策実行計画策定に要する経費を計上し、新エネ

ルギー導入支援やリサイクルの推進に、積極的に取り組むこととしております。 
 第５款は、労働金庫への預託金を計上しております。 
 第６款の農林水産業費では、農業用導水路の整備、遊休農地の有効活用や鳥獣害防止対策、

県営事業であります農村振興総合整備事業、中山間地域総合整備事業に加え、今年度から新た

に地域環境整備事業を取り入れ、農業基盤の整備に取り組んでまいります。林業関係では、森

林整備地域活動支援事業等を実施し、森林保全に努めることとしております。 
 第７款商工費では、商店街の創出事業への補助金、青柳活性館追分館の運営経費に対する補

助金、夏まつり運営費補助金に加え、今年度は山梨農業ルネッサンス総合支援事業を取り入れ、

新たな販路拡大を図るため、朝市開催に向けた施設整備を行い、地域の活性化に努めることと

しております。また、観光案内表示看板設置や登山道整備事業など、各観光施設の維持管理経

費を計上いたしております。 
 第８款の土木費でありますけども、町道の維持管理経費をはじめ、平林伊奈ヶ湖線道路改良

工事、大椚大久保線、ならびに青柳長沢線の用地購入および物件補償費等を計上するとともに、

下水道事業の処理区域拡大のため、下水道事業特別会計への繰出金のほか、東部開発事業の進

捗に併せ、青柳１号線の用地購入費および物件補償費等を計上しております。 
 また東部開発事業費には、観光交流センター、道の駅でありますけども、これの建設に向け

た詳細設計を行うため、所要の経費を計上いたしております。 
 第９款消防費には、峡南広域行政組合の負担金、消防団の報酬、各分団、詰め所の維持管理

経費、消火栓設置補助等を計上したところであります。 
 第１０款教育費には、町内全小中学校へエアコンの計画的な設置に向けた設計管理業務に要

する経費を計上し、今年度から前年実施される新しい学習指導要領の基本的考え方であります

生きる力を育むため、各学校に所要の町単講師を配置し、基礎的・基本的な知識や技能の習得

や思考力、表現力の育成を行うとともに、少人数教育や習熟度に合わせた事業の実施、特別支

援事業の充実、西小・南小・中部小における複式授業の解消を図り、きめ細やかな学習指導の
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充実を図るため、所要の経費を計上したところであります。 
 また社会教育関係では、あらゆる世代の人々が生き生きと学び、活動できるよう公民館や図

書館などの生涯学習施設の充実を図るとともに、文化財や伝統芸能等の保護、育成に努めてま

いります。 
 社会体育関係では、子どもから高齢者まで誰もが気軽にスポーツに親しみ、心身ともに健康

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

者の育成に、積極的に取り組んでまいります。 
 第１１款は災害復旧費でありますが、現年発生の災害復旧に備えた経費を計上いたしており

ます。 
 第１２款の公債費では、前年度比９％増の９億７，９２０万９千円を予定しております。 
 第１３款の諸支出金は、水道事業会計の補助金、ならびに各種基金への積立金を計上してお

ります。 
 次に特別会計および企業会計について、申し上げます。 
 まず国民健康保険特別会計には、１７億２，２４４万６千円を計上しておりますが、町民の

健康づくりの充実により、医療費の削減に努めるほか、医療費の適正化や収納率向上対策の実

施など、財政運営の健全化に努めてまいります。 
 次に老人保健特別会計には、５４９万３千円を計上しておりますが、後期高齢者医療制度の

創設に伴いまして、配置された老人保健の経過措置として、所要の経費を計上したところであ

ります。 
 次に後期高齢者医療特別会計には、３億３，３１５万７千円を計上しております。これは平

成２０年度より創設された医療保険制度でありますが、今後も制度の啓発や普及とともに医療

費削減に努めてまいります。 
 次に介護保険特別会計には１５億６，０９６万５千円を計上しておりますが、第５期介護保

険事業計画が平成２４年から実施されますので、これに対応した事業計画を策定するとともに、

高齢者が安全・安心して暮らすことのできるまちづくりに向けた制度の安定運営に努めていき

たいと考えております。 
 次に、介護サービス事業特別会計には１億３９２万２千円を計上し、通所介護サービス事業

や小規模多機能型居宅介護事業を中心に、介護サービスの提供に努めていきたいと考えており

ます。 
 次に奨学金特別会計では、奨学金の貸付を３名として、７２万円を計上しております。 
 次に簡易水道事業特別会計には、１億２，５３０万５千円を計上し、安全な飲料水の確保お

よび安定供給に努めることとしております。 
 次に下水道事業特別会計には、１１億３，８８１万７千円を計上しておりますが、生活環境

の改善と水環境の保全を進めていくとともに、下水道への加入促進のため、排水設備改修に対

する助成金制度を定め、下水道接続の普及促進に努めてまいります。また、安全・安心の市街

地を形成するために、総合的な浸水対策として、雨水対策事業を進めることとしております。 
 次に営農飲雑用水事業特別会計には６３９万１千円を計上し、山間地域の水の安定供給の確

保を図るため、施設の維持管理に努めてまいります。 
 次に箱原農業集落排水事業特別会計には１，５６３万９千円を計上しておりますが、農業用

水の水質保全と農村の環境改善を目的に、排水処理施設の適正な維持管理に努めてまいります。 
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 次に鹿島財産区特別会計およびカラマツオ外三十山恩賜林保護財産区特別会計では、合わせ

て６１万６千円でありますが、森林の保全と財産区の運営経費として、それぞれ所要の経費を

計上したところであります。 
 次に活性化事業特別会計は、塩の華およびつくたべかんの運営経費として、２億９５万４千

円を計上したところであります。 
 次に峡南地区ことばの教室共同設置特別会計および峡南地区充指導主事共同設置特別会計は、

合わせて１９６万６千円でありますが、共同設置の目的に沿い、それぞれ所要の額を計上した

ところであります。 
 最後に水道事業会計は３億１，０５１万５千円でありますが、安心で安全な飲料水の安定供

給を確保するため、老朽管の敷設替えや施設の維持管理に努めるとともに、水質管理と有収率

の向上に取り組んでいくこととしております。 
 以上、平成２３年度の予算の概要につきまして申し上げましたが、ご審議のほど、よろしく

お願いを申し上げます。 
〇議長（望月邦彦君） 

 次に、議案第２４号から第４０号までの補足説明を求めます。 
 まず、議案第２４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２４号の補足説明をさせていただきます。 
 表紙の裏面をお願いしたいと思います。 
 （以下、平成２３年度富士川町一般会計予算事項別明細書朗読説明） 
 以上、議案第２４号の補足説明をさせていただきました。よろしくお願いいたします。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ここで、暫時休憩します。 

休憩 午後 ２時０２分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午後 ２時１４分 
〇議長（望月邦彦君） 

 休憩を解いて、再開します。 
 次に、議案第２５号から第２７号までの補足説明を求めます。 
 町民生活課長、川住資農夫君。 

〇町民生活課長（川住資農夫君） 
 それでは、議案第２５号から第２７号までの補足説明をさせていただきます。 
 はじめに、富士川町国民健康保険特別会計予算書について、説明をいたします。 
 予算書の裏面をお開きください。 
 （以下、平成２３年度富士川町国民健康保険特別会計予算事項別明細書朗読説明） 
 続きまして、議案第２６号 平成２３年度富士川町老人保健特別会計予算書について、説明

をさせていただきます。 
 この予算書でございますけども、平成２０年４月から後期高齢者医療制度への移行に伴いま

して、廃止された老人保健法の経過措置ということで、計上させていただいております。 
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 表紙の裏面を見ていただきたいと思います。 
 （以下、平成２３年度富士川町老人保健特別会計予算事項別明細書朗読説明） 
 以上が、老人保健特別会計の説明でございます。 
 次に議案第２７号の、富士川町の後期高齢者医療特別会計予算書についての説明をさせてい

ただきます。 
 表紙の裏をお願いいたします。 
 （以下、平成２３年度富士川町後期高齢者医療特別会計予算事項別明細書朗読説明） 
 以上、議案第２５号から２７号までの補足説明とさせていただきます。よろしくお願いしま

す。 
〇議長（望月邦彦君） 

 次に、議案第２８号および第２９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２８号の補足説明をさせていただきます。 
 表紙の裏面をお開きいただきたいと思います。 
 （以下、平成２３年度富士川町介護保険特別会計予算事項別明細書朗読説明） 

〇議長（望月邦彦君） 
 暫時休憩します。 

休憩 午後 ２時５２分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午後 ３時００分 
〇議長（望月邦彦君） 

 地震のため休憩をいたしましたが、休憩を解いて再開いたします。 
 志村町長。 

〇町長（志村学君） 
 ただいまの地震は岩手県沖で、震度７というふうに聞いていますが、この富士川町は、富士

川町にあります地震計だと５弱を示したようでありますが、公式発表みたいなものが入ってき

まして、この地域、４だそうであります。４以上は一応、地震対策の活動編がありますので、

今、被害状況の調査と、そして町民放送も入れまして、また揺れがあったら火を消して、すぐ

に避難してくださいというふうな放送を入れる予定であります。 
 今のところ、町内小中学校、あるいは庁舎の関係等々につきまして、被害は特にありません。

また、ここもいつ揺れるか分かりませんから、揺れたときには、すぐまた飛び出せるような形

で、今後、また議会を継続していただければと思っております。よろしくお願いします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 提案理由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、補足説明を再開させていただきます。ページは、１４ページでございます。 
 （以下、平成２３年度富士川町介護保険特別会計予算事項別明細書朗読説明） 
 以上でございますが、次ページから給与費明細書が添付してありますので、ご参照ください
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ますよう、お願いします。 
 次に、議案第２９号の補足説明をさせていただきます。 
 表紙の裏面をお開きください。 
 （以下、平成２３年度富士川町介護サービス事業特別会計予算事項別明細書朗読説明） 
 以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 

〇議長（望月邦彦君） 
 次に議案第３０号、議案第３８号および第３９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３０号 富士川町奨学金特別会計予算書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２３年度富士川町奨学金特別会計予算事項別明細書朗読説明） 
 続きまして、議案第３８号 峡南地区ことばの教室共同設置特別会計予算書をご覧いただき

たいと思います。 
 （以下、平成２３年度峡南地区ことばの教室共同設置特別会計予算事項別明細書朗読説明） 
 続きまして、議案第３９号 峡南地区充指導主事共同設置特別会計予算書をご覧ください。 
 表紙をお開きいただきたいと思います。 
 （以下、平成２３年度峡南地区充指導主事共同設置特別会計予算事項別明細書朗読説明） 
 以上、補足説明でございます。よろしくお願い申し上げます。 

〇議長（望月邦彦君） 
 次に、議案第３１号から第３４号および議案第４０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３１号の、富士川町簡易水道事業特別会計予算の補足説明をさせていただきます。 
 予算書の裏面をお願いいたします。 
 （以下、平成２３年度富士川町簡易水道事業特別会計予算事項別明細書朗読説明） 

〇議長（望月邦彦君） 
 地震のため、休憩いたします。 

休憩 午後 ３時１７分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午後 ３時２０分 
〇議長（望月邦彦君） 

 休憩を解いて、再開いたします。 
 引き続き、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３１号の、簡易水道事業特別会計予算の補足説明を続けさせていただきます。 
 予算書の３ページをお願いいたします。 
 （以下、平成２３年度富士川町簡易水道事業特別会計予算事項別明細書朗読説明） 
 続きまして、議案第３２号の富士川町下水道事業特別会計予算の補足説明をさせていただき
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ます。 
 予算書の裏面をお願いいたします。 
 （以下、平成２３年度富士川町下水道事業特別会計予算事項別明細書朗読説明） 
 引き続きまして、議案第３３号 富士川町営農飲雑用水事業特別会計予算の補足説明をさせ

ていただきます。 
 予算書の裏面をお願いいたします。 
 （以下、平成２３年度富士川町営農飲雑用水事業特別会計予算事項別明細書朗読説明） 
 引き続きまして、議案第３４号の富士川町箱原農業集落排水事業特別会計予算の補足説明を

させていただきます。 
 予算書の裏面をお願いいたします。 
 （以下、平成２３年度富士川町箱原農業集落排水事業特別会計予算事項別明細書朗読説明） 
 引き続きまして、議案第４０号の富士川町水道事業会計予算の補足説明をさせていただきま

す。 
 （以下、平成２３年度富士川町水道事業会計予算朗読説明） 
 以上、よろしくお願いいたします。 

〇議長（望月邦彦君） 
 次に、議案第３５号および第３６号の補足説明を求めます。 
 農林振興課長、井上修君。 

〇農林振興課長（井上修君） 
 議案第３５号 平成２３年度富士川町鹿島財産区特別会計予算書の補足説明をさせていただ

きます。 
 （以下、平成２３年度富士川町鹿島財産区特別会計予算事項別明細書朗読説明） 
 では引き続きまして、めくっていただきまして、議案第３６号 平成２３年度富士川町カラ

マツオ外三十山恩賜林保護財産区特別会計予算書の補足説明をさせていただきます。 
 （以下、平成２３年度富士川町カラマツオ外三十山恩賜林保護財産区特別会計予算事項別明

細書朗読説明） 
 以上になりますけども、ご審議のほどを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３７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３７号 平成２３年度富士川町活性化事業特別会計予算の補足説明をさせて

いただきます。 
 表紙の裏面をお願いいたします。 
 （以下、平成２３年度富士川町活性化事業特別会計予算事項別明細書朗読説明） 
 以上で、説明を終わらせていただきます。よろしくお願いします。 

〇議長（望月邦彦君） 
 以上で、町長ならびに担当課長の議案第２４号から第４０号までの提案理由および補足説明

が終わりました。 
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  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第３９ 議案第４１号 公の施設の指定管理者の指定について 
   日程第４０ 議案第４２号 公の施設の指定管理者の指定について 

 以上の２議案は、指定管理者に関する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４１号および第４２号の補足説明を求めます。 
 企画課長、志村廣文君。 

〇企画課長（志村廣文君） 
 それでは議案第４１号、４２号の補足説明をさせていただきます。 
 議案第４１号については、鰍沢デイサービスセンターですけども、指定管理者となる団体の

名称は富士川町駅前通り２丁目３７７６番地。社会福祉法人 かじかの会。理事長 保坂精治

さん。指定期間は、平成２３年４月１日から平成２８年３月３１日までとなっております。 
 続きまして、議案第４２号であります。 
 指定管理者となる団体の名称につきましては、富士川町駅前通り２丁目３７７６番地。社会

福祉法人 かじかの会。理事長 保坂精治であります。指定の期間は、２３年７月１日から平

成２８年３月３１日までとなっております。 
 これにつきましては、鰍沢デイサービスセンターおよび甲州鰍沢温泉かじかの湯の指定管理

者の期限が平成２３年３月３１日に終了することとなっておりますので、新たに指定管理者を

選定する必要があり、昨年の１１月４日から３０日までの間、指定管理者の公募を行ったとこ

ろであります。 
 公募の結果、鰍沢デイサービスセンターには１社、甲州鰍沢温泉かじかの湯には１社、デイ

サービスセンター、かじかの湯の両方に１社、計３社の応募がありました。この応募に対しま

して、平成２３年１月１８日に富士川町指定管理者選定委員会を設置し、書類審査による一次

審査を行いました。その後、選定委員による候補者のヒアリングおよび選定基準による二次審

査を行い、最終的には採点により候補者を決定したところであります。 
 平成２３年２月７日に、町長に諮問に対して答申を行ったところです。そして本日、議案を

提案させていただいたところであります。 
 以上で、説明を終わります。 

〇議長（望月邦彦君） 
 以上で、町長ならびに担当課長の議案第４１号および第４２号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４１ 認定第１号 富士川町道路線の認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。 
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 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

―――― 議 案 の 提 案 理 由 朗 読 説 明 ―――― 
〇議長（望月邦彦君） 

 次に、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、認定第１号の補足説明をさせていただきます。 
 うしろに地図がありますので、ご覧いただきたいと思います。 
 文化ホールの西側に東西に走る道路がありまして、天神中条長沢１号線、そこを起点にしま

して、下のほうに左側に沿って、東西に走る天神中条７号線に至る既存の道路１６２．８メー

トル、幅員が３から４メートル。それからその途中に開発区域内の道路延長ということで、

４８メートル。幅員が６メートルになります。合わせて、延長２１０．８メートルの道路につ

きまして、今回、天神中条１９号線ということで、新たに認定するものです。よろしくお願い

いたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

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

 
散会 午後 ３時５４分 

 

 ２８



 
 
 
 
 
 
 

平成２３年 
 
 

富士川町議会３月定例会 
 
 

３月１４日 
 
 
 

 ２９



 
平成２３年第１回富士川町議会定例会（２日目） 

 
平成２３年３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 一般質問 

通告 １番 １２番 小林 進 
通告 ２番 １５番 保坂 實 
通告 ３番  ３番 秋山 貢 
通告 ４番 １０番 堀之内美彦 
通告 ５番  ６番 齊藤欽也 
通告 ６番  ５番 市川淳子 
通告 ７番  ８番 永井寛子 
通告 ８番  ２番 長澤 健 
通告 ９番 １４番 芦澤益彦 

 
 

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 
 

 ３０



 
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 

（１８人） 
町       長 志 村  学 教 育 委 員 長 田 草 川 眞 
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 

 
 
 

 ３１



開会 午前１０時００分 
〇議長（望月邦彦君） 

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

ただきまして、誠にありがとうございます。 
 これから、平成２３年第１回富士川町議会定例会第２日の会議を開きます。 
 一言あいさつ申し上げます。 
 ３月１１日、午後２時４６分ごろ、三陸沖を震源に国内最大観測史上のマグニチュード９．

０の地震が発生しました。東北地方を中心に津波や火災で多数の死傷者が出ていますが、今後、

被害はさらに拡大する見通しであります。被害地域および被災者の皆さまに対して、お見舞い

を申し上げるところであります。 
 なお、本日から計画停電ということで、この富士川町も午前１０時から午後１時まで停電に

なるということであります。本会議中でありますが、皆さまのご協力をお願いいたします。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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。 
 田草川眞教育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、田草川教育委員長には、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、

答弁時間を含め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、報道機関等から写真撮影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。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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〇議長（望月邦彦君） 
   日程第２ 一般質問。 

 質問の通告者は９名であります。 
 これから、通告順に一般質問を行います。 
 一般質問の通告者および当局者は質問、ならびに答弁の要旨を具体的かつ簡潔にお願いする

とともに、議会運営にご協力をお願いします。 
 それでは通告１番・・・。 
 齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 進んでいるので、その点について、町長のほうから現状と、現段階で町でやっていることに

ついて、対応していることについて、一言、報告をいただきたいと思いますけども、よろしく

お願いしたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ただいま齊藤欽也議員から、町長に対して地震の報告等をするようにという提案がありまし

たけども、取り上げてよろしいでしょうか。 
 （異議なし。の声） 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 去る３月１１日の富士川町定例会の冒頭に、ニュージーランドの地震の話をさせていただき

ました。日本人がまだ、見つからないというのがありましたけども、その日の午後、この議場

でも大きく揺れましたけども、震源地が三陸沖ということで、あの遠いところから、ここまで

これだけの揺れがくると、相当、大きな地震ではないかということがあったんですが、今、議

長が申し上げましたとおり、世界で最大規模の地震ということで、その被害は甚大なものであ

ります。私も、この災害に遭われた皆さんに心からお悔やみを申し上げたいと思います。そし

てまた、徹底した捜索活動と、そして一日も早い復興を願っておる一人であります。 
 こうしたことから、この富士川町にもいろんな影響が出てきております。発災当時は、被害

状況の把握と同時に、小中学生が校長の判断で集団下校をさせていただいたり、保育所につき

ましては、町の防災無線で保護者に、迎えに来ていただいてということで対応したわけであり

ます。 
 町の被害状況は、長沢地区で水銀灯が１つ傾いた。それと一部、土砂の、防災工事のコンク

リートが剥がれた部分もありますが、家屋の部分は、家屋内の壁が若干落ちたという、本当に

少ない被害でよかったなと、心から思っています。 
 また、今日から輪番制による３時間ごとの節電ということも始まっております。ただ、この

議場へ入る前のテレビを見ますと、それもするかどうか、まだちょっと分からないような状態

でありますから、この１０時になりましても、電気がまだ点いているということは、たぶん、

今回、見送られているんではないかなと。国のほうも二転三転、東京電力のほうも電力需要を

見ながらということでありますから、実際、そういうことがされるかどうか分かりませんが、

仮に停電になってもいい対応を、町のほうでもとっております。 
 ただ、この町役場は非常用発電装置はありますけども、こういった長時間に対して、切り替

えの発電装置がありませんので、窓口業務でコンピューターを使っているところだけが、この
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９時半から１時半ごろまで、窓口業務をストップさせていただくということで、これも今朝、

防災無線で町内の皆さんにはお知らせをしたところであります。 
 今後も被害の大きさによっては、何が起きるか。こちらのほうまで影響くるか分かりません。

町内の業者も今朝一番で救援物資を積みながら、もう現地へ向かっております。そこで、また

現地を見たら、私のほうへも連絡をいただけることになっておりますので、町のほうでも、今

朝、課長会議をやりまして、これから応援体制を各自治体に求められた場合には、すぐ応援体

制もできるようにということも検討しております。 
 体験したことのない地震でありますので、いろんなことが起きると思いますが、また議会の

議員の皆さんにもご理解とご協力をいただく中で、一日も早い復興に遠い地ではありますけど

も、手を差し伸べていきたいと、こんなふうに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） 

 以上で、志村町長からの報告を終わります。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第２ 一般質問。 

 質問の通告者は９名であります。 
 これから、通告順に一般質問を行います。 
 一般質問の通告者および当局者は質問、ならびに答弁の要旨を具体的かつ簡潔にお願いする

とともに、議会運営にご協力をお願いします。 
 それでは通告１番、１２番、小林進君の一般質問を行います。 
 １２番、小林進君。 

〇１２番議員（小林進君） 
 昨年の３月８日、新しく富士川町が誕生し、４月２５日には議会議員の選挙が行われまして、

私も熟慮した結果、出馬をして、少しでも富士川町のために、また議会のために、最後のご奉

公をしようということで、立候補をしたわけでございますけども、おかげさまをもちまして、

議員として席を与えていただいた町民に対して、心から感謝を申し上げる次第でございます。 
 それから早いもので１１カ月が経つ中で、私自身、旧鰍沢町の議会の中で９期３５年間、町

のために、また議会のために、また地域のために働いてきたわけでございますけども、今期を

もって、本当は勇退するつもりでございました。ご存じのように、合併の問題が７年という間、

単町において特別委員長という立場で参画させていただいて、特に増穂町の町長さんはじめ、

議長さん、特別委員長さん、各合併協の委員さんに対しまして、単町の４千何がしの代表とし

ての立場で、無理難題を言ってきたことは、私があくまでも１万２千の代表者と話をするとき

に、どうしても語尾をきつくしたということがあったろうと思います。しかし、そういうこと

があってこそ現在が、難題の末に誕生した富士川町が、先日の第１周年の式典において、町長

が言ったとおり、町民一体感を持って、そして垣根を崩して、旧鰍沢、増穂の考えでなくて、

町民一体となって努力してきたんだろう、そういう発言がございました。私もその一員として、

非常に喜んでいるところでございます。 
 ご案内のとおり、議会も一本化されて、議長を中心にして一糸乱れず、町政にご協力申し上

げているつもりでございます。また職員の方々、今まで旧町の考え、しきたり、いろいろな問
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題等で、ご苦労があったろうと思いますけども、町長を先頭にして町民のために、いい方向に

きたということは、非常にありがたく思っております。それは、議会が一本化しているという

ことが１つの証しではないかと思うわけでございますけども、この議会、ご案内のとおり、新

人もいます、中堅もいます、ベテランもいます。その中にあって、各常任委員長さん、運営委

員長さん、当然、正副議長さん、汗をかいております。私たちは、古いベテランの議員として、

先ほど言いましたけども、最後のご奉公のために、この議会がしっかりした、あとを残して、

いい議会になり、またいい町になるように、議会においても議会改革という話が出ております。

私自身、３５年間、地域の代表として、地域の声を町政に送り届けて、学問もありません。読

み書きもできません。今回の一般質問も孫に作ってもらいました。おそらく、上でブーイング

がきていると思いますけども、あえて、この場を借りて、小林流で、ひとつご勘弁願いたいと

思います。かなり、裏でブーブー言っているようですけども、よろしくお願いします。 
 ということで、私も裏にいて委員長さんを助け、発言はしてまいりましたけども、決して無

理難題を言っているつもりではございません。ご案内のとおり、旧鰍沢町の議会と旧増穂町の

議会では、全然、体制が違うということでございます。私自身、３０有余年の議員生活の中に

おいても、今日、この場に立っても足が震えております。そのくらい、緊張感を持って、この

１１カ月を過ごしたつもりでございます。 
 そこで今回は、あえて、小林さん、地元のことを何にも言わないではないかというご意見が

ございましたので、私自身、最近は一般質問をしませんということは、あえて、先ほども言い

ましたけども、町民の代表として、課長さん、リーダー、町長さん方にいろいろな問題を、率

直に話をしていますから、いちいち一般質問をしなくてもいいんです。 
 ところが先日も報道にありました、地方議会を問う。学者の先生方がこれからの議会はこう

あるべきだ、たしかにそのとおりだと思います。しかし、私は終始一貫、地域の代表として、

今後ともいくつもりでございますので、一般質問はあえてしませんけども、このへんを同僚議

員によろしくお願いいたします。 
 そこで、いろいろ言っているとあれですから、本題に入りますけども、今回、一般質問をい

たしました。なかなか難しいですね。１件１件出したら、ここが駄目、あそこが駄目、運営委

員会へ行って、ここが駄目、あそこが駄目、非常にご迷惑をかけましたけども、私自身、さっ

きも言いましたけども、字が書けませんので、孫に怒られまして、おじいさん、次はやりませ

んよと、こういうことでございますから、次はしません。 
 そこで町長さんに、難題の末に合併して１年経ったということでございますから、このへん

は簡単にこれいきます。１年間の、町長、私自身が総括しましたので、町長さんのほうから総

括をしていただきたいと思いますけども、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） 

 小林進議員の町政のこの１年を振り返って、どういうふうに思っているかというご質問にお

答えいたします。 
 昨年の３月８日に増穂町と鰍沢町が合併して、満１年を迎えることができました。この合併

に至るまでには、増穂町においては合併の枠組み等を巡り、住民投票が数回実施される中、地

域が大きく混乱をしておりました。しかし、こうした紆余曲折を乗り越え、平成２０年８月に
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両町の議会において、合併協議会設置にかかる案件が可決をされ、同年９月に増穂町・鰍沢町

合併協議会を設置し、合併に向けた法定協議が開始されたところであります。この間におきま

しても、合併の是非を問う住民投票の実施活動。また町長のリコール署名活動などが展開され

るなど、この合併にあたっての道のりは大変、厳しいものがありました。そして昨年、富士川

町ということで産声をあげたわけでありますけども、合併協議会の委員の皆さんはもとより、

合併に携わっていただいた皆さまに、心から感謝を申し上げるところであります。 
 私は、富士川町の初代町長として就任して以来、公平・公正な立場で住民中心の行政執行を

基本姿勢に町民の一体感の醸成を図りつつ、町の活性化と暮らしやすさを高めるため、全力で

町政運営にあたってまいりました。 
 特に一体感の醸成にあたっては、旧町の垣根を超えた施策展開を行い、富士川町としての新

しい風土づくりに取り組んできたところであります。また政策面におきましても、暮らしと自

然が輝く交流の町を目指して、全力を傾注してまいりました。この１年を振り返ってみますと、

富士川町総合計画の策定準備、住民参加型行政評価システムの構築、豊かな人材と文化を育む

まちづくり、少子高齢化が進む中での子育て支援策、地域医療の先行きが危ぶまれている中で、

峡南地域において、将来にわたって、しっかりとした医療体制を構築するための検討など、福

祉、医療、保健などの行政サービスの充実に努めてきたところであります。 
 また、中部横断自動車道や甲西バイパスのアクセスとなる幹線道路網の整備にも努めてまい

りました。また富士橋周辺に水辺プラザを整備するなど、新町の活力と人や物の新たな交流と

なる新しい魅力と賑わいのある基盤整備を行ってまいりました。また、中山間地域への光ケー

ブルによる情報通信網の整備、防犯体制の充実や消防資機材の整備はもとより、災害に備えた

ヘリポートの整備にも着手し、またゴミの減量化や再利用活動を推進した資源循環型社会の構

築にも取り組んでまいりました。このように旧増穂町、旧鰍沢町だけではできなかった施策が

展開できるようになったと思っております。 
 合併により、私たちはこれまでと異なった新しい試練にも直面をしてきておりますが、こう

した試練をみんなで乗り越えて、明日の富士川町の進むべき道を切り開いていくことこそが、

この今の時代に生きる私たちの責務だと思っておりますので、これからもいい富士川町をつく

るために一生懸命、頑張っていくつもりであります。 
〇議長（望月邦彦君） 

 １２番、小林進君。 
〇１２番議員（小林進君） 

 今、答弁がありました中で、先ほど言いましたように、町民の一体化のために努力している

ことに対しては、敬意を表するわけでございます。 
 合併時のいろいろな協定事項等が残されておりますけども、これ以外に解決する問題はござ

いませんので、どうか時間をかけて、旧町の諸問題、お互いの諸問題を一つひとつ、解決して

いきたいと思います。それには、われわれもご協力を申し上げるものはご協力申し上げ、また

いずれ、このあとの町長の政治姿勢のところで、若干、ふれるかもしれませんけども、よろし

くお願いをいたします。 
 次に旧鰍沢町でございますけども、国の合同庁舎の件について、お聞きしたいと思います。 
 旧鰍沢病院の跡地、約４，５００平方メートルの土地を準備したところでありますが、ご案

内のとおり民主党政権になり、足踏みをしている状態であります。この問題に、町長をはじめ
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担当課長はどのように取り組んだのか、ひとつ現状の説明を願いたいと思いますけども、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） 

 鰍沢地区のシビックコア計画の現状と今後の見通しという質問に対して、お答えをいたしま

す。 
 国の出先機関を１つにまとめる合同庁舎の建設と、その周辺を整備するシビックコア地区整

備計画は、富士川町や峡南圏域の行政サービスの向上に大いに寄与するほか、鰍沢地区の中心

市街地の賑わいに溢れたまちづくりを推進する上で、地元が最も期待している核施設であり、

拠点施設であると認識しております 
 こうしたことから、平成２２年６月に町と国との担当者会議をもちまして、この事業につい

ての合併時の調整方針はどうなっているかというふうなヒアリングをする中で、この関連の都

市計画事業の、続いていますよ、しっかりやっていますよという確認を行ったところでありま

す。また７月には甲府財務事務所とも、同じような協議をやっております。また８月には、私

も関東整備局の営繕部長さんに直接、お会いをいたしまして、現状の説明と、そしてまた国の

ほうの考え方、事業の促進の状況等についてお聞きをし、またお願いをしてきたところであり

ます。このほかにも、知事にも直接、要請をしております。 
 また毎年、あることですが、平成２３年度、来年度の国、県の施策、また予算に関する要望

事項という中に、富士川町の重要施策として取り上げてあります。そして、その中で早期の事

業化を強く要望しているところであります。 
 国は出先機関の統合など、地域主権改革というのを進めておりますが、先行きが不透明なた

め、早期事業化に対して、慎重であることも事実であります。しかし、地域の発展と行政サー

ビスの向上のためには、ぜひとも必要な施設でありますので、今後も引き続き、早期事業化に

向けた働きを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） 
 １２番、小林進君。 

〇１２番議員（小林進君） 
 町長の答弁で、たしかに一生懸命やってくれているとは思いますけども、この問題は知事さ

んも、衆議院議員の時代から、過日の１月の選挙のときの遊説のときにも、皆さんの前で、実

は県の重要施策として、国のほうへお願いをしているという発言をしていただきましたし、町

民にしてみれば、待望のものでございますから、いろいろな諸問題はあると思いますけども、

どうぞ成功するように、僕自身も今後とも町長さんをはじめ、担当課長さんのご尽力によって、

できますように、また県にもしていきたいと。要望ということになると、ルールがあって、要

望することも駄目だという意見もありますけども、これで要望しなければ、するところがあり

ませんから、どうぞよろしくお願いしたいと思います。 
 次に富士橋の架け替えの問題ですけども、これも長い間の懸案でございました。現在の富士

川橋は、昭和３５年に架け替えられ、５０年が経過するフラスト式橋であります。幅員が狭く、

大型車の対面通行もできないため、甲西バイパスの交差点が混雑する原因になっています。市
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川バイパスの駅前のランプから割石トンネルの手前まで延長される富士橋の架け替え、富士川

町の道路課題として重要だと考えますが、昨年、１年間、山梨県に対して、どのようなアクショ

ンを起こしたのか。その現状と併せて、今後の取り組みをお伺いいたします。町長をはじめ、

担当課長さんのご答弁をお願いします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 富士橋の現状と今後の見通しという、ご質問にお答えをいたします。 
 富士橋に架かる県道市川三郷鰍沢線は、南巨摩と西八代をつなぐ路線で峡南地域のネット

ワークを形成する重要な路線であると考えております。５２号線との接点にかかる富士橋の架

け替えは、当該路線の円滑な運行とともに、本町のまちづくりにとっても、極めて重要である

と考えております。 
 富士橋は、今、おっしゃられたとおり、昭和２５年５月の竣工で、一部木橋でありましたが、

昭和３４年の７号台風で流失し、翌３５年にその流失部が架けられて、現在の形となっており

ます。すでに５０、６０年を経過して老朽化していることや、幅員が狭く大型車のすれ違いが

スムーズにできないなど、多くの課題も持っております。 
 こうしたことから、平成２３年、これも同じですが、国・県の施策および予算に関する提案

要望の、これは個別事項で、富士川の架け替えを要望しているところであります。県も１８年

度から橋梁点検の調査を行っておりますので、その結果を踏まえる中で、橋梁の長寿命化計画

というのをつくってまいりますので、その整備につきましては、今後、検討されていくものと

思っております。しかし、富士橋を渡る橋梁の整備については、現在、浅原橋が工事中であり

ます。今後、三郡橋、富士橋、こんなような順番で検討がされていくんではないかというふう

な認識を持っております。 
 そうは言いましても、この富士橋の架け替えは、この地域の長年の懸案でありますので、こ

の件につきましても、引き続き県のほうに積極的に働きかけていく予定であります。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 小林議員、ちょっと待ってください。 
 議長から傍聴者の皆さまにご連絡をいたします。 
 携帯電話の電源は、お切りしておいていただきたいと思います。 
 小林議員。 

〇１２番議員（小林進君） 
 バイパスを建設するときの条件として、条件といってはおかしいけども、当然、富士川橋が

２メートル上がらなければ、今の甲西バイパスと接点が合わないということで、担当課長さん、

ご案内だと思いますけども、入り口、小道があるんですね。あそこが一番、混雑しているとこ

ろなんですよ。現状は担当課長さん、存じ上げていると思うし、また、そういうことは町長も、

県のほうへもお話をしてくれていると思います。先、言いましたように、僕も認識の上であれ

ば、浅原橋の次がくるというようなことも聞いておりますけども、これは不確定でございます

ので、努力をしてもらいたいと思います。 
 次に五開の旧五開小学校の跡地の利用ということで、昨年の地元からの要望がありましたし、
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議会の選挙のときにも、地元の皆さんからぜひ、小林さん、この問題はなんとか努力をしても

らいたいというお話がございまして、その任にあたっていたわけでございますけども、ご案内

のとおり、あるときには地域の方たちは、そんなに不便を感じませんけども、やっぱりなくなっ

てみてはじめて、その重要性が認識され、地域の方たちが、あのままやめなくてよかったかな

という考えもあったかもしれないけど、それは皆さんの総意で決まったことですから、やむを

得ないとしましても、残念だったな、小さい子どもの声が聞こえないというようなことから、

ぜひ一般質問をしてもらいたいというお話がございましたので、あえて１年になりますから、

そのへんをお伺いするということで、２月１５日に一般質問の用紙を出しました。 
 運が良いか悪いか、１８日には新聞に出たのが実情でございまして、どっちが手回しがよかっ

たのか分かりませんけども、町長をはじめ担当課長さんに説明を聞きましたので、深くは言い

ませんけども、そのへんを若干、ふれさせてもらいたいと思いますけども、よろしくお願いを

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、今の小林議員さんの質問にお答えさせていただきます。 
 五開小学校は昨年の３月３１日をもちまして、１３４年という長い歴史に幕を閉じ、閉校と

なりました。旧五開小学校の活用につきましては、旧鰍沢町のときから地元より地区集会場や

社会体育施設としての利用など、地域へ開放してほしいとの要望がなされておりました。 
 しかし、８月に地元柳川、鳥屋、十谷の方々と町で話し合いを行い、旧五開小学校利用検討

協議会を設置しました。そこで、改めて利活用についての協議を行ってまいったところであり

ます。その結果、地元からも地域の活性化につながるような企業が利用するなら貸し出しても

よいということになり、町がホームページ等で広く企業募集を行うことになりました。こうし

たことにより、町で募集内容を作成し、現在、町および文部科学省のホームページへ募集内容

を掲載しているところであります。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 １２番、小林進君。 

〇１２番議員（小林進君） 
 この間、議員協議会でもいち早く説明をしてくれましたので、あえて質問はしませんけども、

どうか地元のそういう要望に対して、これからアンケートをとったり、いろいろやりますけど

も、その経過等をまた地元には教えていただいて、もし利用がない場合には、要望に沿うよう

な努力をしてもらいたいことをお願いする次第でございます。 
 時間がぼつぼつ経過するので、その中で、今度は肝心の、町長の政治姿勢について、４点に

絞って、お伺いをします。最初は僕も一括するということでしたけども、どうも一つひとつ、

区切ってくださいということでありますから、うまく話ができますかどうか分かりませんけど

も、ひとつ、よろしくお願いします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 小林委員、通告してあります・・・２番目を。 
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〇１２番議員（小林進君） 
 今後、地元の要望にどのように見通しをしているか、お伺いします。 

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） 
 それでは、ただいまの小林議員さんの質問にお答えします。 
 今後は企業等から応募があった場合には、旧五開小学校利用検討協議会で、その内容が雇用

の拡大や地域の活性化につながるような企業であるか、十分審査し、決定してまいりたいと思

います。応募がなかった場合には、地元の要望である地区集会場として整備するとともに、体

育館、グラウンド、プールにつきましても、社会体育施設として地域に開放していく予定であ

ります。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 １２番、小林進君。 

〇１２番議員（小林進君） 
 すみません。僕のほうで先に答えを言ってしまったんですかね、すみませんでした。 
 次に、政治姿勢に入りたいと思います。 
 一つひとつ区切れということですので、なかなかやりづらいような気がしますけども、まず

町長の政治姿勢について。 
 １が、町の課題についてどのように住民の意見に耳を傾け、対応をしてきたのかということ

をお伺いするわけでございますけども、町長さん、一生懸命努力していることに対して、敬意

を表します。また、職員も一生懸命努力している。この中で町長さんに耳障りのことを一言、

苦言しますけども、一生懸命やってくれている、努力もしてくれている。しかし、もう少し耳

を傾けてもらいたいということを耳にします。 
 一生懸命努力すれば、ワンマンだという人もいる。僕はワンマンということ、僕自身もワン

マンです。ワンマンだということは、リーダーシップがあるからワンマンだということにも、

僕はなると思いますけども、私自身にも側近がいて、ブレーンがいて、軍師がいて、３５年間、

議員生活をしているわけでございますから、どうか住民のブレーンもあるだろうし、側近の、

側近なんていうのは、なんでも結局が側近なんです。しかし軍師は、自分の方向性を見つけて

くれる、ブレーンは言いづらいことを言ってくれる、やっぱりそういう人の意見を聞いてはじ

めて、長い議員生活ができたり、町長さんにこれから５期も６期もやってもらわなければなり

ませんから、どうぞそのへん、ブレーン、軍師、側近の意見を聞いてください。そこで、町長

さんにこの問題に対してお伺いしますけども、よろしくどうぞ。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 小林議員の、町の課題に対する住民の意見への対応についてのご質問にお答えをいたします。 
 私は町政を運営する上で、最も大切なのは住民との触れ合いとともに、住民の町政課題に対

する考え方や、また新しい住民ニーズを把握して、これに的確な対応をしていくことだと思っ

ております。 
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 こうしたことから、区長会において町政課題に対する意見をお聞きするほか、各行政区や組、

各種団体、サークルなどに直接出向いて、車座座談会形式で課題への意見や各種の要望をお聞

きしているところであります。また、こうした会合では、なかなか意見を言わないサイレント

マジョリティー対策として、休日にはまほらの湯、かじかの湯にも出向き、住民と一緒に風呂

に入りながら、会話を交わすほか、夜には居酒屋にも出向いて、飲めない酒も飲みながら、町

民の声なき声に耳を傾けているところであります。 
 こうした意見・要望につきましては、町に持ち帰り、すぐできることは担当課にすぐ指示を

いたしますとともに、政策判断や予算が伴う重要な課題につきましては、担当課で十分に対応

方針を検討したものを、また私と担当課長、総務課長、企画課長、財政課長で構成する政策会

議で再度協議をして、町の政策方針を決めることとしております。さらに高度な判断が必要な

案件につきましては、関係する委員会等への諮問もありますし、また関係の皆さんとのご意見

もお聞きする中で、町としての政策決定をしていきたいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 １２番、小林進君。 

〇１２番議員（小林進君） 
 どうぞ町民の意見は意見として、耳を傾けていただきたいと思います。よろしくお願いしま

す。 
 次に役場の中で、どのように政策を立案しているのか、そのプロセスを伺います。 

〇議長（望月邦彦君） 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 役場の政策立案のプロセスについてという、ご質問にお答えをいたします。 
 政策は、町がそこに抱える課題の解決を図って、住民によりよい生活環境を維持・創造する

ために示す方向と対応策であると考えております。この政策形成のプロセスには、立案から住

民合意までの政策課題形成プロセスと、そしてまた実施に向けた施策を展開する政策課題遂行

プロセスと、この２つに分かれると思いますが、政策形成ということでありますので、政策形

成について申し上げたいと思います。 
 この政策課題形成には、主として政策立案のための能力が必要になってまいります。特に管

理職のリーダーシップ能力の涵養というのが、非常に重要となっていると思っております。本

町の政策立案プロセスとしては、各課においてリーダーを中心に、町の抱える問題の認識、そ

してまた新たな住民ニーズに対して、どういった部分をするかといった研究テーマを選定しな

がら、地方分権時代における役場の役割、総合計画や各種計画との整合性、住民との関わり、

町長の選挙とマニフェストについてどうかと。また、議会との関係についても、これでいいの

かと。財政と予算の関係、そしてまた事業効果など、あらゆる面から検討する中で、企画立案

をさせるようにしております。 
 そして担当課において作成された、この計画立案は関係する部署において、あらゆる角度か

ら内容を再度、検討した上で政策案として作成がされます。その後、先ほど言いました政策会

議、私と企画課長、総務課長、財政課長、関係課長による政策会議において、再度、それが今

の時代に必要なものかどうか協議をし、提案書の内容を検討してから政策立案することとして
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おります。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 １２番、小林進君。 

〇１２番議員（小林進君） 
 プロセスを聞いて、たいしたものだなと思うわけですけども、その中で、私は町長自身、行

政マンとしてトップまで上がった、私は単町の議会のときに行政マンのトップになりませんで

した。増穂の町長さん、前の町長さん、行政マンでございますから、行政マンでトップまであ

がった人ですから、一番高いところの目で、おそらく見るではなくて、私は政策立案を当然、

リーダー、課長さん、担当課長がいろいろ勉強するわけでございますけども、そこで若い人に

は若い人の能力を引き出す。そしてまた能力に対して、リーダー、課長が指導する。そのとき

に、町長のレベルではなくて、リーダーのレベル、若い人のレベルで指導をしていただきたい

ということを、ときどき職員から言われます。町長に怒られて困る、議員さん、あんまり怒ら

ないように言ってくださいよといって、議員さんの中からも小林さん言えませんかと、いろい

ろなことを言ってきているわけですけど、課長さんにもいろいろ苦言も言いますし、言えない

ことは誰にもありませんから、あえて言いますけども、そういうレベルでひとつ、もっていっ

てもらいたいと思いますけども、町長の考えを言ってください。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 前議会のときに、永井寛子議員さんから職員の育成というか、そういった質問がありました。

そのときにも、私、言いましたけども、怒るというか、それは事実だと思います。ただ、憎し

みを持って怒っているんではなくて、職員を育成するために、指導をしていると捉えていただ

ければいいんではないかなと思っています。私が怒らなくて、本当は課長がもっと怒れば、私

が怒らなくて済むかと思いますけども、それは町の管理職の中で、誰かがやっぱりそういうこ

とを言いながら、職員を育成していくことは必要だと思いますので、これからもうちょっと声

のトーンを下げながら、育成をしていきたいと思います。よろしくお願いします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 １２番、小林進君。 
〇１２番議員（小林進君） 

 あえて言いませんけども、先ほどからもお話がありましたように、やっぱり、そこは担当課

長さんで、課長さんはあと２、３年で終わりになるから言わないではなくて、課長さんがしっ

かりしなければ、課長補佐、リーダーの仕事がしづらいと思う。僕たち、一番お願いするのは

リーダーですよ。しっかりしたリーダーをつくることによって、いい課長さんができる、いい

課長さんができることによって、町長の評価が上がるんですよ。それは、僕は単町のときから

言っているんです。リーダーを可愛がらなければ駄目なんです。課長さんなんか、辞めていく

んだからいいんです、あんまり言わなくて。実際の話をして。課長さんは、町長の頭を少しひ

ねくっていればいいではないかと思いますけども、それではいけません。どうか課長さんに頑

張ってもらいたいと思います。 
 時間がぼつぼつないように思いますので、次に、私は長い議員生活の中で、執行部と議会が
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よく言われるように、車でいえば両輪である。議会がしっかりしなければ、町がしっかりしな

い。そういう解釈をしております。単町のときには、何かありますれば、僕、議会運営委員長、

１５年間いたしましたから、ずっとやっていますから、ことが起これば、一番先に議長を通し

て話があります。そのときには協議会を開くなり、委員会を開くなり、どんどんとやってきた

んですけども、なかなか増穂の場合はそれができないような状況があったことは事実です。そ

れには、議会がいろいろありましたので、そのことはあえて言いませんけども、今後、前の議

会でも言ったことがあるんですけども、政策決定、問題解決、いろいろな問題が発生されると

きには、即座に議長を通して、委員長を通して、委員会を開くなり、全協を開くなり、そうい

うことをして、もう少し議会も一歩、踏み込むことも必要だろうし、執行部もときによっては、

議会に当然、相談をしなければならないと思いますけども、そのへんに対していろいろな意見

はあると思います。しかし、お互いにいい町をつくる、いい議会をつくるには、そこまで踏み

込まなければ、僕はいけないと思いますけども、町長の考えを聞かせてください。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 議会との関わりについてのご質問にお答えをいたします。 
 現行の地方自治制度では、議会の議員と私になりますけども、長とはともに住民の直接選挙

で選ばれ、それぞれの職務権限について、独立の立場で責任を負う仕組みとなっております。

いわば相互の牽制によって、公正な行政を確保しようということであります。しかし、これは

現実の運営上、相互が対立するということを予定しているんではなくて、長は執行機関として、

議会はまた議決機関として、健全な緊張関係の上に立って、それぞれの役割を果たしていくと

いうことが求められているからであります。 
 このように、権限というものは、歴然と分けられておりますけども、両者間で特別な調整が

必要なときは、法律の中でもいくつかの特例が規定されています。私は、こうした地方自治制

度の精神は十分に尊重しながらも、町の重要課題、重大な事項等について、私と職員だけでは

判断に苦しむ問題もあると思いますので、こうした重要な課題につきましては、事前に議会に

も相談にのっていただきながら、町としての判断を決めていきたい、こんなふうに考えており

ますので、よろしくお願いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 １２番、小林進君。あと２分です。 
〇１２番議員（小林進君） 

 時間がきましたので、最後の質問になりますけども、私自身、議員となって長くしています

けども、町民は役場へ来ると、町長さんの顔を見たいんですよ。町長さんも誰が来たなという

ことで、私自身もはじめて議員になって、２階にのぼってきて、町長に御用のある方は総務課

を通してくださいという看板があるんですよね。議員が町長に会いに来るのに、いちいち総務

課へ通していかなければならないのか、うちの単町ではドアを開けて、いつでもお客さんが来

てくれてもいいように、町長も「来たね、どうぞ」、議員さんも「町長、いた」というくらいの

親しみの持てる役場にしてもらいたいと思うし、２階を下に持ってくる意思があるのかないの

か、時間がありませんから、町長のお考えをお聞きします。 
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〇議長（望月邦彦君） 
 総務課長、井上明君。 

〇総務課長（井上明君） 
 今の小林議員の町長室の問題でございますけども、日ごろから町長を含め、すべての職員が

住民に親しみやすい役場を目指し、町民の気持ちになり、接するよう心がけております。 
 ご承知のように、庁舎は町民の利用しやすい役場を考えまして、住民の皆さんが一番多く訪

れ、一連のサービスが提供できるように会計課、町民生活課、子育て支援課、税務課を１階に

配備をしております。そんな関係で、１階にはスペースがなく、やむなく町長室を２階に配備

しております。総務課のほうで別に制限はしておりませんけども、誰もが気軽に訪れ、町民に

親しみやすく、常に開かれた町長室となっているのが現状だと思っておりますけども、よろし

くお願いします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 １２番、小林進君。 
〇１２番議員（小林進君） 

 時間がないから、今の総務課長の答弁には納得しないけども、やっぱり下へ持ってきましょ

うよ、下へ。あえて、狭いから上でなくて、御用の方は総務課を通せなんてことを言わなくて、

下に持ってくればいいんですよ。これは結構ですから、時間がありませんから、小林流で誠に

申し訳ありませんから、またあとで、運営委員会で、どうぞ叱ってください。ありがとうござ

いました。 
〇議長（望月邦彦君） 

 以上で通告１番、小林進君の一般質問を終わります。 
 続いて通告２番、１５番、保坂實君の一般質問を行います。 
 １５番、保坂實君。 

〇１５番議員（保坂實君） 
 火災予防と生活環境について、発議を申し上げます。 
 春の火災シーズンに入り、県内各地で山火事や枯れ草火災が発生しています。当町では条例

１４３号、これは雑草の除去や施行規則９１号で空き地等の占有者等に対して、適切に行政指

導をしていますので、幸いにも枯れ草火災は発生していません。しかしながら現実に遊休地、

耕作放棄地、道路沿い、河辺等に枯れ草が不適切な状態で散見されます。これが原因としての

火災発生が心配です。安全・安心な生活環境確保のため、消防法や生活安全条例などに沿った

行政対応の現状をお伺いします。 
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） 

 保坂議員の火災予防と生活環境についてのご質問にお答えします。 
 今、言われたとおり、町のほうでも条例がございますけども、空き地や荒廃農地の雑草の除

去につきましては、富士川町雑草の除去に関する条例を定めております。この条例は、快適な

生活環境の保全と、近隣農用地の農業生産阻害等の不適切な状況を除去することを目的として

おります。 
 この荒廃農地に関する住民からの苦情があった場合には、農地につきましては、農林振興課
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が所管課になっておりますけども、現場写真を添えて、占有者等へ通知による指導を行います。

改善が見られない場合につきましては、電話や直接、その占有者等に出向き、草刈り業者など

を紹介して、雑草の除去をするように指導を行っております。 
 また宅地等につきましては、町民生活課が所管になりますけども、現地を確認し、不適切な

状態であるならば、所有者等に対して電話連絡、直接連絡をいたしまして、改善をするように

指導を行っております。 
 以上でございます。 

〇議長（望月邦彦君） 
 １５番、保坂實君。 

〇１５番議員（保坂實君） 
 再質問を申し上げます。 
 施行規則の９１号で、細部にわたっていろんな条件、項目がありますが、この不適切な状態

にしないために、現にいない老人とか、その地域に住んでいない方については、役場のほうの

施行規則の９１号で、費用の徴収ですね。つまり１平方メートル当たり１００円以内、これを

徴収しているような、この徴収の現状ですね。これはそういう方がおありになっておりますか、

その点。 
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） 

 保坂議員の、今のご質問にお答えいたします。 
 この代理でやった徴収の方法までには、今まで至っておりません。あくまでも再三による指

導の対応で、今のところ終わっている状況です。 
〇議長（望月邦彦君） 

 １５番、保坂實君。 
〇１５番議員（保坂實君） 

 いろんな決めごとがあるわけですが、現に不適切な状態があるということは、やはり町で決

めたコンプライアンスプログラムに沿っていない、不法な形になるわけですね。こういう形に

対する罰則みたいなものは、何か適用した事例、ございませんか。 
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） 

 罰則の適用までの対応はしておりません。 
 以上でございます。 

〇議長（望月邦彦君） 
 １５番、保坂實君。 

〇１５番議員（保坂實君） 
 この不適切な状態で、もし万が一、類焼するような火災が発生した場合、住宅火災みたいな

場合には、これは刑法で決めた未必の故意行為になるわけですね。故意ですから。こうなりま

すと、普通の失火類焼火災と違いまして、民事上の責任が出てくるわけです。これは民法

７０９条関連なんですが、そういう形が適用されないと、被害者の場合には非常に困ることに
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なるわけですね。ですから、この不適切な状態を起こした占有者等は、大きな責任を負わなけ

ればならない。このへんに対する行政指導は、何かしておりますか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 農林振興課長、井上修君。 
〇農林振興課長（井上修君） 

 そこまでの対応はしていないところが現状でございますけども、地区の農事会の役員さん、

また農業委員さん等を通じる中で、地縁を通じる中での勧告等を実施しているというのが状況

でございます。 
 以上でございます。 

〇議長（望月邦彦君） 
 １５番、保坂實君。 

〇１５番議員（保坂實君） 
 これは毎年の事例ですが、国道５２号沿いの河川等の枯れ草状態を消防団の８分団の皆さん

方が毎年、この火災週間に入る前に除去をやっております。そういう形で、地域の方の安全・

安心が確保されているわけですが、この国道沿いとか河川の、この不適切な状態、この管理は

どこでやるような形になっ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） 

 管理の部分ですと、河川ということになれば、国土交通省、国のほうが管理するということ

になります。 
〇議長（望月邦彦君） 

 １５番、保坂實君。 
〇１５番議員（保坂實君） 

 当然、手間ひまかかるし、お金もかかる、経費もかかるわけですが、費用弁償的なお金があ

るんですか。請求するような、徴収するような、そういう形まで考えた事例はありますか。ちょっ

と、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） 

 今まで消防団で、河川の枯れ草、土手の芝焼き等で請求した事例はございません。 
〇議長（望月邦彦君） 

 １５番、保坂實君。 
〇１５番議員（保坂實君） 

 結構でございます。次の、２番目の関係に入ります。 
 無住の空き家や廃屋が散見され、今後、増加の傾向にあります。火災予防はもとより、防犯、

生活環境面からも、さらなる検証が必要かと考えます。空き家や廃屋の実態把握と行政対応の

現状を伺います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 総務課長、井上明君。 
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〇総務課長（井上明君） 
 今の空き家および廃屋の調査の件でございますけども、今、空き家および廃屋については、

調査を行っておりませんので、空き家の戸数等は把握しておりません。防火・防犯上の部分で

ございますけども、防火・防犯上、危険がある空き家等につきましては、そういうような情報

がありましたら、現地を調査いたしまして、占有者等に対して必要な措置を講ずるような指導

をしております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 １５番、保坂實君。 
〇１５番議員（保坂實君） 

 再質問します。 
 すでにご承知のように、平尾地区ですね。平尾というのは、東平清水、下七尾、上七尾、旧

鰍沢でいえば、山王など１０の集落が消滅しているわけです。そういうところには、建物はあ

りますけれども、人は住んでいない、消滅していますから。そういうところから、これから栃

窪とか、清水など、中山間地に１０ぐらいの集落が限界集落を超えて、非常に今後、予断を許

さないような状態のところがあるわけです。今夜、また７時から１０時まで停電があるとする

と、同じように明かりの消えた集落、空き家には先人の生き様が残り、幽玄のさみしさがあり

ます。ルネッサンスの期待がありますが、行政として、プラス思考のお考えがあれば教えてい

ただきたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 総務課長、井上明君。 
〇総務課長（井上明君） 

 今の保坂議員のご質問の、空き家の部分でございますけども、あくまでも空き家、廃屋にな

りましても所有者がございます。あくまでも所有権は、その方にございますので、なかなか行

政で、どこまで手をつけていいのかという部分の制約がございますけども、あくまでも所有者

が、それを管理するのが根本的な部分になります。そういう部分の中で、また防犯上、防火上、

問題がある場合には、今、ご説明、答弁をさせていただいたような措置をとらせていただくと

いう部分になります。 
 それからまた、空き家の部分の活用の部分でございますけども、そのへんの部分に関しては、

今、中山間地域の部分の中でご足労を願っているというような部分もございますし、また地域

の活性のために、その空き家が利用できたらと思っております。 
 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） 
 今後の課題として、前向きな対応をよろしくお願いします。 
 次に３番目として、町民憲章にふさわしい富士川町まちづくりには、町民の公共と道徳心醸

成が必要と考えます。行政の指導姿勢をお伺いします。 
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） 
 保坂實議員の町民憲章にふさわしいまちづくりについてのご質問に、お答えをいたします。 
 このたび制定いたしました町民憲章は、人と絆とぬくもりを大切に、共に働き学び合い、互

いを認め、助け合う笑顔溢れた町をつくりますという町民憲章であります。これは人間の絆を

堅固なものとして、つないだ手と手のぬくもりを大切にし、互いに助け合う互譲の精神、協働・

勤勉の精神、人権を尊び平和を愛する心、これらの心をもととして、明るく豊かな町をつくる

決意を表明したものであります。 
 こうしたことから、町では町民に理解していただくために、役場前庭に町民憲章碑を建立し

たほか、今後、あらゆる機会を通じて、互助互譲の心やコミュニティの大切さなど、町民憲章

の精神を生かした、まちづくり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） 
 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。 
 憲章という字句を、確認するために広辞苑で見てみましたら、一番大事なことを理想的な立

場から定めてある掟と解釈しております。町民の一人は万人のために、全町民が異体同心して

理想する生活環境づくりを実践していく必要性を申し上げて、発言を終わります。大変ありが

とうございました。 
〇議長（望月邦彦君） 

 以上で通告２番、１５番、保坂實君の一般質問を終わります。 
 ここで、暫時休憩します。 

休憩 午前１１時０７分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午前１１時１７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３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、一般質問をさせていただきます。 
 まず最初に、１つ目の地域医療体制調査検討委員会について、お伺いいたします。 
 町長は、昨年の９月定例会での一般質問に対しまして、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いる。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いると、答弁しておりました。要するに、１月

中旬には医療コンサルト会社に委託した経営シミュレーションの報告がまとまるという説明で

あったと思います。この３月１６日には４回目の地域医療体制調査検討委員会が予定されてい

ると、お伺いしております。当初のスケジュールでは、県費の１，１００万円をかけて、医療

コンサルタント会社に委託した経営シミュレーションの報告書がまとまる時期だと思いますけ

ども、その進捗状況について、お聞きいたします。 
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〇議長（望月邦彦君） 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 秋山貢議員の、地域医療体制調査検討委員会の進捗状況についてのご質問にお答えをいたし

ます。 
 当初、つくった計画より若干、遅れが生じております。現在、医療コンサルタント会社に委

託して実施しております、峡南北部地域における医療連携方策にかかる基礎調査につきまして

は、今年１月に開催した第３回の地域医療体制調査検討委員会で、７通りの経営シミュレーショ

ンで検討していただくことをご了承いただきましたので、現在といいますか、それを受けてコ

ンサルタント会社がシミュレーションを行っております。 
 一度、シミュレーションが出てきたんですが、もう少し皆さんに分かりやすく、グラフ等も

使って表示をしてほしいということから、今、そのシミュレーションがまた、こちらで要望し

たものが出てまいりましたので、次回の検討委員会で、その結果を提示し、そして、また一度

では決まらないとは思っております。やはり十分ご検討していただいた上で、調査検討委員会

の方向性というものを出していただくこととしております。その方向性をまた、両町に諮って

いくことになると思いますが、こんな状況であります。次回の調査検討委員会で、７通りのシ

ミュレーションが出てまいります。町とすれば、それをまた、シミュレーションも議会の皆さ

んと一緒にご検討いただいたり、そしてまた、調査検討委員会の方向性も一緒にご検討いただ

く中で、この町の方向性を決めていきたいと、こんなふうに思っております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 現在の状況を、一度出たけれども、町民の方により見やすい工夫をして、報告書を修正する

という作業をしているということは分かりました。 
 再質問ですけども、町長は検討委員会で出された結果については、タウンミーティングなど

の方法を使って広く住民に知らせ、住民の皆さんの意見を伺いながら、進めていきたいとおっ

しゃっておりました。検討委員会でどういう方向性を出すのか、それを待たないと分からない

んですけども、そのタウンミーティング等、町民の皆さんの意見を伺う具体的な日程を大まか

でも結構ですけども、大体、この次にこういったことを検討しているということがあるであれ

ば、お聞きしたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 次回の調査検討委員会が３月１６日に予定されております。その場で、シミュレーションの

内容をコンサルト会社から説明を受け、各委員さんにまた持ち帰っていただきながら、ご検討

いただき、次の委員会あたりに結論を出していただければ、委員会としての方向性も出てきま

す。その間に、両町の役場のほうでも特別委員会を中心にご検討をいただきながら、町として

のある程度の方向性、当然、シミュレーションの話も住民にも話をしていくんですが、将来に

わたって、しっかりとした医療体制が構築できるには、こういう方法しか、町の中でも議会の

中でも検討して、こういう方向しかないというものをもって、住民のほうに説明をしていきた
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いと思っております。 
 次回、そして、その次の委員会で結論が出るかどうか、調査検討委員会で方向性が示される

かどうかという問題もありますけども、そんなふうな手順を踏みながら、各区をまわることも

ちょっと時間的に大変だと思いますので、富士川町、市川三郷町、一堂に関心のある人に来て

いただいたりとか、一度で入りきれなければ、二度でも構わないと思いますけども、住民の皆

さんにもしっかりした町の方向性をご理解いただく中で、今後の対応をしていきたいと、こん

なふうに考えております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 それでは、もう１つ。再質問で、お伺いいたします。 
 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％であったということは、前回の定例会で町長からも答弁がありました。経営シミュ

レーションでは、病床利用率の推計を出すことになっております。現在の３病院の医療実態を

調査等で把握していると思いますけども、今年の３病院の病床利用率の推移を把握して、今、

分かるであれば、どういうふうに変化があるのかということ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） 

 今現在の各病院の病床利用率というのは把握しておりませんが、過去の経緯、そしてまた、

今回の医療体制の一番の目的は、医師確保と救急医療の充実ということでありますので、病院

を今のままでいった場合にはどんな状況になるのか。もし、ＲＦＯが鰍沢病院を潰すなり、閉

鎖なりした場合にはどうなるのか。それと市川三郷町立病院と鰍沢病院だけが一緒になった場

合はどうなるのか。そして市川がもしのらなくて、鰍沢病院と峡南病院だけになったときには、

どうなるのか。そしてまた、３病院が一緒になった場合はどうなるのか。これらが７通りのパ

ターンの内訳なんですが、それぞれについて、医師確保ということですから、どれか１つに集

約をして、中核病院にならなければ医大のほうからも医師は送れないという話がありますので、

この調査検討委員会の中では、中核病院をやはりつくっていかなければ、医師の増員は望めま

せん。病床利用率についても、医師と医療従事者、特に夜勤をしていただける看護師さんがい

なければ、病床利用率があがってきませんので、そういった人的スタッフの関係もあります。

市川三郷町立病院は、この４月から１名、お医者さんが増員になりますので、それらを含めた、

今、シミュレーションをしているところであります。誠に申し訳ありませんが、現状での病床

利用率は今、つかんでおりませんので、このへんはご了承いただきたい。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 手元に資料がないから、答えられないんだと思うんですけども、３回目の調査検討委員会の

ときに、たしかに７通りのパターン、それから裏にシミュレーションパターン別の推計項目と

いうことで、ここに病床利用率の推計というものも、シミュレーションパターンごとに下記項

目の推計値を表すということになっていますので、報告書にはその具体的な数値が載るという
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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） 

 報告書には、そういったパターンごとに医者の増員数も含めて、そしてまた病床利用率も含

め、外来患者数も含め、救急の利用率もどのくらいになるか、そういうのが全部入ってくる予

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） 

 分かりました。では、次の（２）の質問に移りたいと思います。 
 市川三郷町の平成２２年９月定例会の一般質問で、市川三郷町立病院と鰍沢病院の連携強化

について、久保町長の見解をただしている議員さんがいらっしゃいました。質問者は、地域医

療体制調査検討委員会を設置するための、昨年の８月２７日に開かれた議員全員協議会での久

保町長の説明は、市川三郷町立病院を今のまま残すことを前提に、峡南北部地域の医療を守る

体制づくりの説明をしたといっております。また、久保町長はその質問者の答弁でも地域医療

体制調査検討委員会を通して、医師確保に向けて、国や県からの支援をいただく動き方をした

いと思っていると答えております。 
 両町町民はもとより、両町長、それから両町議会が医療連携に対する共通認識を持っていな

ければ、いくら経営シミュレーションを作成しても、計画の実現はおぼつかないと考えており

ますが、町長の見解をお聞きいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 医療連携に対する共通認識についてのご質問にお答えいたします。 
 峡南北部の医療圏域につきましては、現在、医師不足、そしてまた救急医療の受け入れが困

難、こういう状況で、すでに医療崩壊が始まっているといっても過言ではないと思っておりま

す。これを改善するために、県が策定した地域医療再生計画の中で目標としております、社会

保険鰍沢病院と市川三郷町立病院の共同経営、または連携によりまして、医療資源の集約を図っ

て、中核病院を創出していく必要があるということで、こういう認識は両町で一致しているも

のと理解しております。ただ、市川三郷町の中には市川三郷町立病院を役場が苦しいときにも

支えながらしてきた、いろんな歴史はあるわけであります。この富士川町は、旧増穂町にして

も、旧鰍沢町にしても直接、病院経営に携わってことがありません。しかし、そんな過去のこ

とをいっていても、将来にわたって、しっかりした医療体制が築けないであれば無意味であり

ますので、今言ったように、いろんな意見はあっても、このままでは将来がないということで、

それについては、市川三郷町長さんも、両郡の医師会長さん、３病院の院長さんも共通認識で

いると思っております。 
 先ほど言ったように、そういった調査検討委員会で１つの答えが出てくるなのか、２通りで

併記みたいな形で、将来的にはこういう姿が望ましい。しかし、段階的にやっていくことも、

１つの選択肢というふうな、いろんな方向性があると思いますけども、それは調査検討委員会
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の中でシミュレーションを見ていただきながら、また両町の意見も聞く中で、新しい方向性が

出していただけるんではないかと思っております。それを先ほど言いましたように、また両町

が持ち帰って、しっかり検討する中で住民にも説明しながら、新しい不安のない医療体制をつ

くっていきたいということでやっております。 
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、再質問をさせていただきます。 
 たしかに、経営シミュレーションには７つのパターンが想定されております。そのうちの４つ

のパターンは、鰍沢病院と市川三郷町立病院を統合して、両町が病院を設置して運営すること

を前提としております。しかしながら、先ほども言わせていただきましたけども、市川三郷町

の議会においては、峡南北部の地域医療を確保するための方策として、２つの病院を統合して、

２町で経営するという前提のシミュレーションをつくること自体を了解しているとは、私には

思えません。 
 町民には一堂に会して、富士川町、市川三郷町の町民にも説明していきたいと。そういう機

会を設けたいとおっしゃるんであれば、今後、やはり両町の議員が一堂に会した場で経営シミュ

レーションの、例えば合同説明会を開くなどして、議員相互が地域医療の現状について、共通

な認識をもって、病院連携や医療資源の効果的活用について、ある程度、同じ方向性で議論で

きる、こういう環境整備をやっていかないと、なかなか総論賛成、でも各論になると反対となっ

てくると思うので、そういったことを考えているか、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） 

 今、ご質問の中で、ご提案いただきましたことについては、非常に重要なことだと思ってお

ります。私も、これは富士川町だけでも進められませんし、市川三郷町だけでも進められませ

ん。そして、まだ方向性も出ていないうちに、市川三郷町として、そういったシミュレーショ

ンをつくるわけにもまいらないと思いますので、調査検討委員会でそういうシミュレーション

をさせ、そしてその結果をもって、これから議論が始まるものだと思っております。 
 そして、私も昨年来、市川三郷の議員さんと、最終的にはこういう議論に入ってくるという

ことですが、もう少し懇親の場、一緒にいろいろ物事をやる場をつくってほしいということは、

両町の議会のほうにも、事務局のほうにお願いをしております。いまだ実現ができないという

のは、非常に残念でありますけども、もう、こっち側の問題がここまで進んでまいりましたの

で、これからは意見が仮に違っても、お互いの腹のうちが分かるような場面をもっていくとい

うことは、非常に重要だと思います。 
 先ほど言いましたように、市川三郷の人たちにしてみれば、市川の議員さんの中にも旧三珠

町出身、旧六郷町出身の方は若干違うと思いますけども、市川大門町立病院として、あそこま

で守り育てた病院ですから、旧市川大門の人たちには別な思い入れもあると思います。そういっ

たところもお聞きをする中で、新たな方策をみんなで検討していただければいいと思います。 
 今回のシミュレーションの中、先ほど言いましたが、市川三郷町がもし抜けてもできるよう

なシミュレーションもひとつ、つくってありますので、今度の７パターンによって、あらゆる
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場面に対応ができるんではないかと。その中からいっぺんに１つに絞り込むか、また２つ、段

階的にいくかというのも選択肢だと思いますので、これからの議論をしっかりしていくために

も、一日も早く、そういった場面がつくれればいいかなと思っておりますので、両議会事務局

にまたお願いをしながら、早くにそういった機会をつくりたいと思っております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 やっぱり、議会としても正確な、客観的な数値を持ったデータをいただきながら議論をして

いくということが、とても大事だと思いますので、ぜひ町当局、それから議会としても、そう

いった機会をもっていきたいと考えております。 
 続きまして、３つ目の質問に入らせていただきます。 
 地域医療再生計画は、本来、山梨県が主導すべき計画であると考えております。峡南医療圏

の再生計画では、市川三郷町立病院と鰍沢病院の関係についての記述がございます。両病院間

は３キロメートル足らずしか離れておらず、お互いにわずかなスタッフにより運営が行われて

おり、診療科の縮小が相次いでいる、極めて非効率的な医療提供体制であり、このままの状態

が続くと、両病院とも機能しなくなるおそれがあると、明確に指摘しております。病院改革は、

山梨県が戦略性を持って取り組むべき課題だと考えます。山梨大学医学部と連携しながら、県

指導による病院再編を促すべきと考えますが、町長のご見解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） 

 山梨大学と連携しながら、県主導による病院再編を促すべきというご質問にお答えをしたい

と思います。 
 地域医療再生計画では、平成２５年度までの４年間で、救急医療の整備、医師の確保など、

地域における医療問題の解決を図るために、県が策定した計画で主な実施主体は山梨県であり

ます。その進行管理については、各地域の保健所に設置された地域医療連携協議会というとこ

ろが行っております。この峡南北部地域につきましては、先ほども言いましたが、主に医師の

確保と救急医療の充実ということを目的とした医療機関の共同経営化、また連携化に主眼をお

いて策定されております。計画の対象とされている社会保険鰍沢病院と市川三郷町立病院は、

経営母体が異なるとともに、両町が関係することから、今後におきましても、両町の町民の理

解を得なければ、計画は実現できないものと考えております。このため、医療連携は対象地域

が主体となって進めることが望ましいという、こうした観点から両町で検討委員会を設置して、

今、調査検討を進めているところであります。 
 今回、シミュレーションが出てきて、非常に数値的な、計上の数値も大切ではありますけど

も、私はやはり、将来にわたってしっかりとした医療体制、そういった、地域住民が安心して

暮らせる医療体制を構築するということが大切だと思います。計上の数値だけにすれば、いろ

んな再建計画とか、いろんなことでまた数字は直って、動いてくるものだと思っていますので、

しっかりした、お医者さんも地域の人も安心して、この地域で医療が提供でき、また医療を受

けられる、そういった望ましい医療体制ができればいいかなと思っておりますので、そんなこ

とで、それをつくるにも県に任せっきりではなくて、この地域に合った医療体制をつくりたい
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ということから、主体は県でありますけども、実行部隊は両町で動いているということです。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 たしかに実行部隊として、両町で委員会をつくってやっているんですけども、市川三郷町立

病院は、町長ご存じのとおり、昭和４９年１１月から西八代郡唯一の公的医療機関として、開

院以来、すでに３７年にわたり地域医療の拠点として、地域の住民の皆さんの健康保持と医療

提携という大切な使命と役割を果たしておることは、ご存じのとおりだと思うんです。町民か

ら、とても信頼されて、地域に貢献している病院でもあります。ですから、なかなか、町長が

声をかけて議会と話をしたいということを進めてもらいたいといっても、やっぱり、逆の立場

であれば、たぶん、おらが病院、地元の病院をまず大切にしようと、こうなってくると思うん

ですね。これを一歩、進めていくには、やはり県が鰍沢病院と市川三郷町立病院は、これまま

いけば共倒れだよと、はっきり言っているんですから、やっぱり県が地域住民に対して、病院

改革の必要性を説いて、課題解決に向けてはこういう方法しかないと。例えば、山梨大学と連

携して、将来的な地域医療の枠組みはこうだよということを提案して、はっきりと言っていか

ないと、この計画の実現性というものが、僕はなかなか難しいと思うんですね。町長の一生懸

命やっている気持ち、分かるんです。とても分かります。でも、ここは町の垣根というものが

あるのも、依然として事実だと思うんです。これを越えていく、後押しをしていくというのは、

やはり、もう少し県に力を出してもらいたい、僕はそう思うんです。もう一度、町長の考えを

お願いします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 先ほど申し上げましたように、この医療再生計画は県が策定した計画で、今、県も一緒になっ

てやっております。私もこういう忙しい立場ですから、本来は県のほうに行って、いろいろし

たりしなければいけないと思いますけども、今、福祉保健部長、医務課長、みんな、こちらの

ほうに足を運びながら、あの人たちも夜でもなんでも来ながら、一緒にやっております。 
 そして山梨大学のほうとも連携をしながらやってきておりますので、決して町主導でやって

いるわけではなくて、県が主導でやっていると、私は思っております。そこを、この地域の意

見が十分に反映されるような進め方をするように、町も関与しながらやっているということで

ありますけども、事務局は両町、あるいは関係する病院の皆さんからスタッフを出しておりま

す。これも、その地域に合った方向にいくように、県主導だけでやられて、こちらのほうが知

らぬまにつくられていたとか、そういうことがないように、今、やっているということであり

ます。 
 そして県のほうも、本来は医務課がすべてできればいいんでしょうけども、地域にも出先が

あります。保健福祉事務所がありますけども、通常の業務でいっぱいで、この人たちに任せて

いたんでは、先に進まないなということから、福祉保健部長を中心に医務課長、そして医務課

にも病院のスタッフがおりますので、それらと町と、両町と一緒になりながら、これは進めて

いるものと、ご理解いただきたいと思います。 
 必要な場面になれば、県も住民説明に、これからの山梨の医療ということで説明にも入る予
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定でおりますので、決して町独自でやっているんではなくて、県も一緒に関わっていただいて

いるということをご理解いただければと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 よく分かりましたので、次回の検討委員会、３月１６日のシミュレーションの報告を受けて、

また議会でも齊藤正行特別委員長を中心に議論を深めていきたいと思っております。 
 それでは続きまして、２の介護保険サービスについてお伺いいたします。 
 まず（１）ですけども、介護保険利用者が福祉用具を購入するときには１割負担で購入でき

るということになっていると思うんですけども、富士川町では福祉用具購入に対する条件が、

制限とかがあるのか、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） 

 それでは、秋山貢議員の介護保険サービスについて、富士川町で福祉用具購入について条件

があるかという問いに対しまして、お答えを申し上げたいと思います。 
 介護保険では、住宅での介護を行う場合、福祉用具購入費の購入価格の９割分の助成を受け

ることができます。福祉用具には腰掛便座、特殊尿器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフ

トの吊り具の５品目があり、価格については１０万円が限度額です。富士川町では、腰掛便座

の購入については一定の基準を設け、原則的に腰掛便座の基本的な機能を満たしている製品の

購入をお願いしているところでございますので、木製で家具調の腰掛便座については、相当の

理由がある場合のみ対象としております。 
 ただし、介護を受ける方の身体状況や建物や部屋の様子によっては、オプション機能など必

要になる場合がありますので、事前に相談により購入費用の補助を行うようにしております。 
 以上でございます。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 福祉用具購入の種類で５つあると。その中で、腰掛便座については、一定の基準を満たした

ものでなければ駄目だと。そこで、家具調の便座は原則として認めないと。であれば、具体的

に、例えば暖房便座とか、脱臭機能の付いた便座というものは支給の対象になるんでしょうか。 
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。 
 暖房便座につきましても、基本的に相当の理由がある場合に対象になるという考え方で、お

願いしているところでございます。 
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） 
 暖房便座や脱臭機能の便座は、支給の対象になるんですか。 

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） 
 原則的には、暖房便座あるいはそういったものについては、対象にしていないということが

原則でございます。ただし、先ほどお答え申し上げましたように、相当の理由がある場合につ

きまして、対象にしたいというようなことで、これは町内の介護事業所の介護支援専門員さん

等にお集まりいただくケア会議等で、そのようなお願いをさせてもらっているところでござい

ます。 
 以上でございます。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 たぶん、そういった付加価値の付いたものは高価だから支給の対象外にしたということであ

りますけれども、私が１０市５町、調べたんですね。１０の市、甲府市、韮崎市、甲斐市、中

央市、笛吹市、山梨市、甲州市、南アルプス市、これは特に条件がないんですね。大月市は木

製、当町と同じ家具調便座は駄目だよと。北杜市は特にないんだけども、過去には暖房便座が

駄目だよということはあるんですけど、今現在はそういった条件がないんですね。昭和町、市

川三郷町、身延町、南部町、特に制限がないんですね。富士川町は木製、暖房、脱臭、特別な

理由がないと駄目ということなんですね。 
 お聞きしますけども、例えば和式の便器から洗浄機能、暖房機能が付いている洋式便器への

取り替えは、住宅改修の支給対象になるのか、課長、お答えいただけますか。 
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） 

 住宅改修のトイレの部分ということでございましょうか。住宅改修におきましては、トイレ

の改修等、あるいは手すり等を含めて、対象になっていると思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 そうすると、住宅改修の場合で、ウォシュレットのトイレを使ったときには支給されて、で

も腰掛便座では、暖房便座や脱臭機能が付いたものは、給付の対象にしないと。であれば、ど

ういう基準で支給しないんですか。どういった判断で決めているのか、その根拠をお伺いしま

す。 
 私が厚労省の会員サービス関係、Ｑ＆Ａというのに書いて、質問の答えが出ているのを見た

んですけども、これによると、ここには福祉用具、腰掛便座の範囲は家具調のもの、ウォーム

機能付きのものなど高額なものもあるが、特に制限はないかの質問に対して、回答が家具調の

もの等、金額にかかわらず、利用者が選択すれば、給付対象として差し支えないとなっている

んですね。たしかに、家具調が必要かどうかということは議論があるので、家具調は給付対象
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としなくても、現在であれば、住宅改修でウォシュレットが支給対象になるのに、便座は暖房

便座も脱臭機能の付いているものも、原則として支給対象にしないというのは、おかしいんで

はないですか。私はそう思いますけども、その判断基準は何を根拠に決めているのか、課長、

お答えをお願いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 福祉保健課長、深沢和利君。 
〇福祉保健課長（深沢和利君） 

 お答え申し上げます。 
 基本的に腰掛便座につきまして、基本的な機能を満たしている製品の購入をお願いしている

という部分につきましては、介護保険制度が１割の自己負担があるわけですけども、９割は皆

さま方の保険料によって賄われていると、そういった部分におきまして、必要がないのに高級

なものを買う場合というのは、できれば避けていただきたいというのが原則的といいますか、

基本的な考え方でございます。 
 先ほど来、言っていますように、ただし心臓疾患等、その方に持病、病気等がある場合につ

きましては相談に応じますので、基本的にはそういう形の中でご協力をお願いしたいというこ

とで、会議等でお願いしているところでございます。 
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、例えば町のほうで購入した利用者を訪問して、調査をしたと。その結果、暖房

便座や脱臭機能付きの腰掛便座を購入した方が、この機能は必要なかったと。そういうことを

利用者の方が、例えば聞き取り調査へ行って、そういう結果が出たということであれば納得で

きるんですけども、例えば、そういう購入した利用者の方に、購入後に町では調査なりしてい

るんでしょうか。 
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） 

 購入後に指導しているかというようなことでございますが、先ほど来の話のように、基本的

には購入前について、包括支援センターのほうでご相談をしていただきたいということの方法

でやっております。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 先ほど課長さんの説明で、介護支援専門員のほうに昨年、そういった腰掛便座については、

機能の付いたものとか、家具調については、原則として対象にしないよという説明をなさった

とお伺いしたんですけども、そういったことはいつ、昨年のどの時期で説明したんでしょうか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 福祉保健課長、深沢和利君。 
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〇福祉保健課長（深沢和利君） 
 お答え申し上げます。 
 会議の折、お願いした日付等につきましては、ただいま、ここの場ではお答えできません。

申し訳ありません。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 たぶん、私の調べたのでは夏ごろだったと思うんですね。やっぱり、そういったことを、条

件を付けるのであれば、公平・公正性を考えるんであれば、運用を年当初にしていかないと、

途中まできて、例えば年度途中に、今度は条件付けますよということを決定すれば、では過去

はどうだったんだと。やっぱり、その年度を通して、同じ条件で支給するんであればする、条

件を加えるんであれば加えると。そういったことを、やっぱり年度途中でやるべきではないと

思うんですね。そういったことは徹底してやっていかないと、公平・公正さに欠けると思うん

ですけども、課長さん、いかがでしょうか。 
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） 

 秋山貢議員の、ご指摘をいただきました。町のほうでは、旧増穂町時代から基本的に腰掛便

座等につきましては、先ほどお答えいたしましたような考え方をお願いしてきているというこ

とは聞いておりますので、たまたま会議の部分が中途の時期だったということにつきましては、

町のほうでも反省の１つだと思います。徹底をする中で、また当然、他の市町村の関係等もあ

りまして、必ずしも押し付けるものではないと思いますけども、ご協力をお願いしたいと、皆

さん方の保険給付を抑えたいということの中でお願いしたいという考え方の中で、当然、お願

いをする部分につきましても年度当初等につきまして、お願いしていきたいと思います。よろ

しくお願いします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 やはり、ウォシュレットは住宅改修のときに使えるけども、腰掛便座では適用されないとい

うことは、私はどうも納得できないと。やはりここは、ぜひ、また見直しをしていただいて、

利用者の方によりよい環境を提供できるようにお願いしたいと思います。 
 それでは、最後の（２）の質問に移らせていただきます。 
 旧増穂町の平成２１年の６月定例会で、地域包括支援センターの事業を推進する要である責

任者は、町の職員が担うべきではないかと質問させていただきました。当時の福祉保健課長は、

主任介護支援専門員の資格を町職員が取得すれば、責任者になれる。現在は養成段階であると

答弁いたしました。その後、人材を確保できたのか、お伺いいたします。 
 一応、話しておきますけども、当時の福祉保健課長の答弁がまだ、あるんですけども、職員

配置については、役場職員に主任介護支援専門員としての資格を取得させる中で、計画的な配

置を考えておりましたが、産休等により配置計画のとおり、できないのが現状でございますと

いう答弁があるんですけども、まさか同じような答弁にならないと祈っていますけども、いか
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がですか。 
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） 

 それでは、秋山貢議員の質問にお答え申し上げます。 
 地域包括支援センターの責任者である主任介護保険支援専門員につきましては、現在、町社

会福祉協議会から職員の派遣を受けて、業務を行っております。主任介護保険支援専門員の資

格取得のため、要請してきました町職員につきましては、平成２１年５月から産休、それから

育児休暇を取得し、その後、復職したところでございますが、再度、平成２３年２月から平成

２４年３月の予定で産休、それから育児休暇の取得を予定しております。 
 なお、平成２３年２月中にすべての研修を終了し、資格を取得することができましたので、

平成２４年４月から町の職員を主任介護保険支援専門員として、配置できるものと考えており

ます。 
 以上でございます。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 あと５７秒ぐらいありますので、先ほど産休等によりという答弁が２年前にあったんですね。

地域包括支援センターが設置されて、もう５年なんですね。やっぱり、こういった責任者は複

数養成しておかないと、１人に事故、病気等があったら、では誰がほかに担うんだと。それを

５年後、こうやって人材育成かけてきて、まだ来年になると。これ以上、言う言葉もありませ

んけども、ぜひ人材育成ということを真剣に考えていただきたいと思います。 
 以上で、私の質問を終わります。 

〇議長（望月邦彦君） 
 以上で通告３番、３番、秋山貢君の一般質問を終わります。 
 ここで、しばらく休憩します。 
 再開時刻は午後１時とします。 

休憩 午前１１時５８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。 
 なお、齊藤欽也議員においては、都合により少し遅れるとの連絡がありましたので、ご了承

ください。 
 続いて通告４番、１０番、堀之内美彦君の一般質問を行います。 
 １０番、堀之内美彦君。 

〇１０番議員（堀之内美彦君） 
 最初に、平成１９年に整備した環境配慮契約法について伺います。 
 この法律の中では、地方公共団体の責務として、法第４条に契約を結ぶ際に、価格に加えて

環境性能を含めて総合的に評価し、最も優れた製品やサービス等を提供する者と契約を行い、
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温室効果ガスの削減に考慮した契約の推進に努めるものとすると定められております。 
 基本方針では４分野に累計され、第１．電力購入契約における二酸化炭素排出量等の考慮。

２．自動車などの物品の購入、賃借におけるランニングコストの考慮。３．ＥＳＣＯ事業によ

る設備等の改修、長期契約が締結できる旨を法律に規定。４．庁舎設計等、建築物に関する契

約における企業競争とあり、地方公共団体等においては、エネルギーの合理的かつ適切な使用

と環境配慮契約の推進、契約方針の作成等と定められています。むろん、自治法には契約締結

の基本原則が規定されています。環境負荷ができるだけ少なくなるような社会づくりを進める

ため、自治体が発注する建設事業については、価格に加えて環境配慮契約法の趣旨をふまえて、

契約評価の条件に環境配慮を付加することが、今後における温室効果ガス等の配置の削減に配

慮した契約の処置が必要と思うが、本町の今後の契約のあり方について考えを伺います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 財政課長、齋藤和彦君。 
〇財政課長（齋藤和彦君） 

 それでは、堀之内議員さんの環境配慮契約法につきまして、お答えをさせていただきます。 
 平成１９年の１１月に施行されました、国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮し

た契約の推進に関する法律、いわゆる環境配慮契約法は、国全体の温室効果ガスの排出削減に

向けて、政府が率先的に目標を達成するため、環境負荷の配慮等を適切に評価した上で、契約

先を選定するというものであります。 
 この法律の適用範囲は、国それから独立行政法人、それから地方公共団体および地方独立行

政法人でありまして、国は契約の推進に関する基本方針の策定をする義務があります。また地

方公共団体には、基本方針策定の努力義務がそれぞれ課されております。対象項目といたしま

しては、ご質問の中にもありましたように、電力の購入、それから自動車の購入、リース、そ

れからＥＳＣＯ事業による設備等の改修、それから建築物の設計、以上の４項目が対象となっ

ております。建築物の設計にかかる契約につきましては、努力義務とされている基本方針の策

定を必要とするか否かということはともかくといたしまして、地球温暖化防止の観点から環境

に配慮した設計・仕様など、今後、そういった仕様により対応をしてまいりたいというふうに

考えております。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 １０番、堀之内美彦君。 

〇１０番議員（堀之内美彦君） 
 今、課長のほうから説明があったんですけども、この３番目のところにＥＳＣＯ事業という

のがあるんですけども、これは省エネルギー改修事業の導入の取り組みについてということだ

と思うんですけれども、本町では省エネルギー改修事業の導入、これについてはどのように考

えていますか、お聞きします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 財政課長、齋藤和彦君。 
〇財政課長（齋藤和彦君） 

 ＥＳＣＯ事業というものは、建物や設備を改修することによりまして、省エネ対策を進める

ものであります。光熱費、現在、使われている光熱費の削減額の範囲で改修する経費を賄うと
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いう一定のシステムであります。省エネを進めて、それから地球温暖化対策を推進するという

ことは必要であると考えておりまして、現在、策定中の富士川町地球温暖化対策実行計画事務

事業編の数値目標の中にも施設整備というものを、改修を見込んでおりますが、ＥＳＣＯ事業

の導入につきましては、さらに詳しく研究をする必要があるというふうに考えております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 １０番、堀之内美彦君。 
〇１０番議員（堀之内美彦君） 

 今、課長のほうから説明があったんですけれども、ぜひとも今後のために、これは重要なこ

とですから、よく研究して導入していっていただきたいと思いますけども、よろしくお願いし

ます。 
 次に、地震防災マップの作成について伺います。 
 平成２１年９月、旧増穂町の定例会で地震防災マップの作成について、質問いたしました。

本町は未作成だが、その理由はなんなのか。今後、作成する計画はあるのかについて伺いまし

た。町当局は、東海地震発生時の被害予測や地域住民の防災意識の向上・維持、また住宅の耐

震化の促進や地震被害の軽減を図るためには必要と思う。今後、検討していくとの答弁でした。

その後の検討結果を伺います。 
 去る３月１１日には、マグニチュード９．０、世界でも最大級の超巨大地震に襲われました。

改めて、地震の恐ろしさを知ったところであります。東海地震の起こる確率は、今後３０年間

で８９％といわれています。本町には津波の心配はありませんが、本町は多くの山間地を有し

ております。町の皆さまも、今後の生活に不安を抱いていることと思います。町民に事実を明

らかにするのは、自治体の責務であります。地震が発生した場合に考えられる、各地域の震度

を示した揺れやすさマップ、地域ごとの建物被害の危険性を示した地域の危険度マップを作成

し、地震災害への備えが必要です。安心・安全のまちづくりのために、地震防災マップの早期

作成が必要と思いますが、本町では防災マップの作成、配布を考えているのか伺います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 堀之内美彦議員の、防災マップの作成についてのご質問にお答えをいたします。 
 地震防災マップ作成につきましては、地震防災対策特別措置法により努力義務となっており

ます。内閣府の指針によりますと、揺れやすさマップと地域の危険度マップの２種類のマップ

で作成する内容となっております。地震防災マップは、今後、発生するとされている東海地震

発生時の被害予測や地域住民の防災意識の向上・維持、また住宅の耐震化の促進、地震被害の

軽減を図るためには、こうした地震防災マップは重要でありますので、作成していきたいと考

えております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 １０番、堀之内美彦君。 
〇１０番議員（堀之内美彦君） 

 今、町長のほうから作成するという話がありまして、ぜひとも早期に作成していただきまし

て、大事な町民の命を守る方法をぜひともよろしくお願いします。 
 次に、観光行政について伺います。 
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 地域の特性を生かした観光振興は、経済の活性化に向けた重要な政策課題であります。どの

地域にあっても、今後の活性化対策の重要な柱になると思われます。２００８年、長期滞在型

の観光を後押しする新法、観光圏整備法が成立し、地域観光に向けた体制や施策が充実しまし

た。こうした法整備を具体的な結果に反映するため、観光圏整備実地計画をすぐに国交省に提

出した自治体もあります。私たち公明党は、今後の重点政策で雇用対策の柱の１つに、観光資

源の発見で、人が賑わう地域づくりを掲げました。 
 本町は観光資源に恵まれ、その資源の掘り起こしとともに、魅力ある観光地づくりや観光産

業の育成がさらに必要であり、観光客の受け入れ態勢の整備などを進める必要もあります。三

大急流の１つ、富士川流域の観光、産業観光の振興については、地域活性化の観点からも最重

要と考えます。今、民間活力での富士川下りが計画され、進められているようだが、町でも新

たに整備された水辺プラザなどと連携させた施策が必要と思うが、考えを伺います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 堀之内議員の水辺プラザと連携させた観光施策について、お答えをいたします。 
 本町の観光振興施策といたしましては、中山間の観光開発とともに、中部横断自動車道の５年

後の開通を視野に入れながら、日本三大急流である富士川の名を全国に発信していくことが必

要であると考えております。 
 こうした中、昨年、この富士川を使った観光として、身延町のＮＰＯ法人が富士川ラフティ

ングを実施しております。また来年からは、峡南高校ＯＢの皆さんが富士川の舟下りの実施に

向けた準備を進めておりまして、この計画では当面、塩の華からなかとみの和紙の里までの間

を運行する計画でありますが、将来的には富士橋から身延町役場付近までの運行を考えており

ます。こうしたことから、本町としても、この舟下りを富士川観光の１つと考え、現在、整備

を進めております、富士橋水辺プラザを舟下りの出発点として考えているところであります。 
 今後もこの舟下りを支援しながら、既存の観光資源の掘り起こしとともに、各施設を連携さ

せた観光振興につなげていきたいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 １０番、堀之内美彦君。 

〇１０番議員（堀之内美彦君） 
 ただいま、町長のほうから答弁があったんですけども、今、民間で計画中の富士川下りは本

町のみならず、近隣の町村との連携が不可欠であります。観光圏整備法では、圏域内の自治体

や観光、農林、商工業者、ＮＰＯなどが一体となり、法定協議会を立ち上げ、整備計画を策定

し、計画の中に地域間交流の拠点となる施設の整備事業が盛り込まれた場合、活性化プロジェ

クトの支援交付金が受けられることとなっています。本町では、この観光ゾーン整備法につい

て、どのような対策を考えているんでしょうか、伺います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 地域振興課長、矢崎仁君。 
〇地域振興課長（矢崎仁君） 

 それでは、堀之内議員のご質問にお答えします。 
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 議員から言われました観光圏整備事業補助制度というものは、国内外観光客の２泊３日以上

の滞在型観光を促進するために、地方公共団体や関係団体、また企業団体等をはじめとする関

係者が連携いたしまして、民間組織の創意工夫を生かした取り組みを観光圏整備事業として総

合的かつ一体的に国土交通省が支援をするというもので、平成２０年の５月に法整備がなされ

たと思います。 
 まず、その中の支援要件としましては、地方自治体、観光関係団体など、観光圏整備事業を

実施しようとするものによって組織した協議会の協議結果に基づきまして、都道府県、または

市町村が観光圏整備計画をまず作成いたします。そして、その計画に沿って事業を行うものが

共同で、それの実施計画を国土交通省に申請。そして、認定を受けるということになっており

ます。全国で２１年度までに知床観光圏とか、日光観光圏とか、約３０カ所ほどが認定を受け

て、山梨県でも富士吉田市、西桂町、山中湖村、忍野村、それから富士河口湖町、鳴沢村で構

成します富士山富士五湖観光圏が認定を受けております。 
 支援内容としましては、旅行業法、それから農村・漁村活性化法の特例、それから共通乗車

船券、それから認定観光圏案内所、その他宿泊施設等に関係する貸付制度、それから社会資本

整備への配慮などが掲げられるわけでございますけども、認定を受けた観光圏を見ますと、や

はり国内でも相当大きな観光圏、先ほど言いましたように、２泊３日以上ということですので、

相当大きな観光圏を持った地域がほとんどということでございます。 
 富士川地域が、この観光圏整備法に沿うことができるのかどうか。また、先ほど議員からも

言われましたように、富士川町だけではございません。圏域ということですから、この周辺と

いうことですから、また、そういう整備法がここに合うのかどうか、今後、研究してみたいと

思います。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 １０番、堀之内美彦君。 

〇１０番議員（堀之内美彦君） 
 ただいまの答弁に対して、再質問をいたします。 
 これは単町でやっているものではないんですけども、この富士川町の近辺には身延町には身

延山がある。また早川町には、この間、ギネスブックへ載りました慶雲館、これが世界で一番

古い旅館なんですね。これもあるし、また市川三郷町には四尾連湖もあるし、いろいろなもの

を組み合わせて、いくらでもこうやって、あえて、このゾーンに２泊しなくてはならないとい

うことではなくて、１泊でもこのゾーンの中に、下部の温泉街もあるわけですから、そのへん

のところをやっぱり、こうやって研究して掘り起こしていかなければ、なんにもできないと思

うんですよね。 
 アフリカの言葉にこういうものがあるんです。「足下を掘れ、そこに泉あり」とあるんですね。

これは宝物というのは遠くにあるものではなくて、自分の下にあるんだと。自分の身近にある

んだというのが、これはアフリカのことわざなんですけども、ぜひともそういう方向で、改め

て、この地域のよさというものを見直していただいて、本当にこれからの観光、それから雇用

の柱として、ぜひとも真剣に考えていただきたいと思いますけども、よろしくお願いします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 地域振興課長、矢崎仁君。 
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〇地域振興課長（矢崎仁君） 
 圏域としましては、身延線沿線活性化協議会等もございます。そういう中で、今、議員さん

が言われましたように、足元からということで、やはり峡南地域にも数々の観光資源というも

のがございますので、そういうものを生かした観光整備圏、こちらのほうが実施できるのかど

うか。また、圏域の中でも検討をするように心がけていきたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 １０番、堀之内美彦君。 
〇１０番議員（堀之内美彦君） 

 勇気を出して、一歩、踏み出していただきたいと思います。よろしくお願いします。 
 最後になりますけども、公会計制度改革について伺います。 
 財政の見える化ということで、官庁会計に加え企業会計の手法を導入するという、公会計制

度改革が進められております。国、地方の会計制度は明治時代からの大福帳、すなわち金銭出

納帳が基本です。この会計の仕組みには、単純にお金の出入れを記録する単式簿記、そして実

際に現金のやりとりがあったときに計上する現金主義に基づいています。単年度ごとに単式簿

記、現金主義で帳尻を合わせるので、自治体は資産や将来の負担、各事業別行政コストなど、

財政の全体像が細部に至るまでの見える化ができにくいといわれています。そして、この問題

の解決の手法が企業会計で活用される複式簿記、発生主義です。これは日常的に現金以外の債

務、債券なども会計処理するほか、土地や建物など、すべての資産の出入りを記録するもので

す。このため、事業別、組織別、財政状況のコストを月ごとにリアルタイムに確認できるので、

職員のコスト意識の向上や迅速な業務改善が可能となります。このように資産、負債状況が把

握でき、また費用対効果が明確になるよう、また新たな公会計改革が進められていますが、本

町でも新会計制度、複式簿記、発生主義の導入が必要と思いますが、どのようにお考えでしょ

うか、伺います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 財政課長、齋藤和彦君。 
〇財政課長（齋藤和彦君） 

 それでは、堀之内議員さんの公会計制度の導入についてということのご質問にお答えをいた

します。 
 地方公会計改革は、平成１８年の通達によりまして、地方公共団体における行政改革のさら

なる推進のための指針、こういう指針が出されておりますが、これにおきまして、財務書類の

作成を平成２３年の秋まで、今年の秋までに整備するとの方針が示されております。導入の背

景につきましては、自治体の財政状況を総合的かつ長期的に把握するため、企業会計的手法が

必要とされるようになってきたことや資産、債務改革の必要性が明確に打ち出されたことなど

が挙げられます。 
 地方公会計制度の導入にあたりましては、作成手法が大きく２つありまして、１つは基準モ

デル、それからもう１つは総務省方式の改訂モデルというふうに分かれます。双方の違いにつ

きましては、作成方法が整備化、簡便化といった単純な整理ができず、基準モデルでの運用は

動産、不動産、すべての資産評価が必要とされていまして、複式簿記の考え方の導入を初期の

段階から求めている。これに対しまして、総務省方式改訂モデルでは、暫定的な簡便法として、

決算統計等の集計データの活用が認められていると、こういう違いがございます。 
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 基準モデルでの導入につきましては、多額の費用を要することから、本町におきましては、

現在、総務省方式改訂モデル、これを用いまして、作成することといたしております。公会計

制度改革は自治体の財政状況を住民に伝えるための手法でありまして、分かりやすい財務諸表

の公表を念頭に取り組んでまいりたいと、このように考えております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 １０番、堀之内美彦君。 
〇１０番議員（堀之内美彦君） 

 課長に、あと一度、お聞きしますけれども、今言った基準モデルというもの、これは全国で

６．４％の自治体が今、やっているわけです。総務省改訂モデルというのは、全国で６４か６５％

ぐらいの自治体が、これをやっているわけです。今、やっているけれども、たしか、今、課長

が言っているのは簡便性であって、これはやりやすいんですけども、でも結局、これの弊害と

いうのは、全部を見ることができないんです、これの場合は。今、これでやっているのは、

６０何％はあるんですけども、でもこれだったら、まだ駄目だということで、新たな基準つく

りをやろうということで、去年の秋に、総務省の検討会があったんです。検討会のときに、今

までの総務省改訂モデル方式というのを改めて、もっと、あと一歩、前進させようということ

で、これ、毎月、会議を今、やっているんです。 
 だもので、たしかにこうやって小さい町で、あえて今、全国でやっている、東京都と、それ

から大阪と、今年から入れようというのは町田市なんです。そういうふうなことになれば、小

さい町で、まだ必要ないと言うかもしれませんけども、でも小さい町だからこそ、やりやすい

わけですよね。これをやるのに、例えば、今、大阪で入れたというのは、東京都で２００６年

から入れたんです。この基準モデルの方式を。このソフトを大阪に貸し出して、大阪を入れて、

大阪の基準モデルの方向にいっているんです。今、東京都の場合は、そのソフトを無料で貸し

出すということと、真剣に自治体でこれを導入するというような考えであれば、人的な派遣も

するというふうになっているんです。 
 そういうふうなことで、やはり、ゆくゆくは簡素化になってくると思うんです。これはやは

り、よそがやったからうんぬんということではなくて、本当に財政健全化のためには、これは

必要だと思うんです。ぜひとも、このへんのところを本町でも、今すぐというのはできないは

ずなんです。でも、３年とか、５年とか計画してやっていけば、それは出るはずなんです。そ

ういうふうなこと、ぜひとも、その方向でいってもらいたいと思うんですけども、町長、いか

がですか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 基準モデルと総務省方式の改訂モデルというのがありまして、堀之内議員さんが言うように、

基準モデルが一番分かりやすいといいますか、今後の公会計の処理の仕方というか、基準モデ

ルを使うべきだと。趣旨はよく分かりますけども、本町だけで、この財務会計をやっているわ

けではありません。峡南広域センターの機械を使ってやっている。新たに財務会計システムを

構築したばかりでありまして、この財務会計だけでなくて、コンビニエンスストアで住民票を

交付しようというのも、全国的には動いています。 
 ただ、山梨県のモデルはＮＥＣを使っているんですが、この峡南広域センターは富士通を使っ
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ている。それを直すのに、ものすごくお金がかかる。今、ちょっと、そこのところが、ここ遅

れているところなんですが、この公会計のシステムにしても、そういった本町独自ではできな

い部分もありますので、また近隣の町村と一緒に、今、広域の計算センターでやっていますか

ら、加盟しているところとも歩調を合わせながら、やっていかなければ、本町がそこから脱退

をして、やるんであればできると思いますけども、今すぐ、それは無理だと思っております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 １０番、堀之内美彦君。 
〇１０番議員（堀之内美彦君） 

 今後できるだけ早めにできるように、ぜひとも町のほうで努力していただきたいと思います。 
 以上で終わります。 

〇議長（望月邦彦君） 
 以上で通告４番、１０番、堀之内美彦君の一般質問を終わります。 
 続いて通告５番、６番、齊藤欽也君の一般質問を行います。 
 ６番、齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 それでは、一般質問を通告に従って行っていきたいと思います。 
 まず第１番目に、昨年も少し関連する形で質問しておりますけども、学校教育のあり方とい

うことについて、質問させていただきたいと思います。 
 皆さんもご承知のとおり、昨今、小学校あるいは中学校の一貫教育ということが、この山梨

県内でも議論され、そして実際、その自主性に向けて動き出している地域もあるように伺って

おります。 
 そして他方では、義務教育課程についての少人数教育の実施と、特に山梨県は横内知事が積

極的に進めていくということが行われておりますけども、私としては、この小中一貫教育、一

貫的な教育を実施するということについては非常に興味もあるし、また、それはこれから未来

を担っていく子どもたちを育てていく上では、非常に重要ではないかと考えております。 
 特に最近では、価値観の多様化が叫ばれました。そのことによって、学校現場では、いわゆ

るモンスターペアレントが出たり等々と、この価値観の多様性が、いわば無秩序にもなってき

ているという意味では、道徳教育が最近また強化され、本議会でもたしか、道徳教育の基本法

か何かが、また予算化されます。 
 そしてまた、一方では武道も義務教育の中に取り入れていくというような形で、未来を担う

子どもたちをどうやって、国の責任において、自治体の責任においてやっていくのか。非常に

内容も含めて、議論が行われているだろうと思います。その点について、今日、教育委員会で

はどのような議論が行われ、またどのように現段階、考えているのか、お考えを伺いたいと思

います。 

〇議長（望月邦彦君） 

 教育委員長、田草川眞君。 

〇教育委員長（田草川眞君） 

 齊藤議員の質問にお答えしたいと思います。 

 小中一貫教育とか、中高一貫教育というふうなことが行われている中で、義務教育の目的と

して望ましい学校教育についてどうかというふうな質問です。 
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 近年は少子化や国際化、価値観の多様化などにより、教育に関していろんな議論がなされて

います。教育の基本といたしましては、新しく施行された教育基本法では、教育は人格の形成

を目指し、平和で民主的な国家および社会の形成者として、必要な資質を備えた心身ともに健

康な国民の育成を期して行われなければならないと規定されております。これを受けて、義務

教育の目的は各個人の有する能力を伸ばしつつ、社会において自立的に生きる基礎を培い、ま

た国家および社会の形成者として、必要とされる基本的な資質を養うことを目的としておりま

す。 

 学校においては、子どもたちに確かな学力としての基礎的な知識、技能、そして思考力、創

造力などを育むとともに豊かな心、すこやかな体、いわゆる知徳体を培うことであると考えて

おります。豊かな心というのは、町民憲章にも謳いました認め合う心とか、助け合う心とか思

いやる心、そういうふうなもの、これが特に大切かなと思っているところです。 

 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 

 ６番、齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 今のお話は、私の考えにかなり近い教育理念、あるいは子どもの育成理念と思っています。

一時期、ゆとり教育ということが言われましたけども、それと今、言われたことというのは、

いくらか違いがあるような気がするんですけども、その点について、教育委員長はどのように

ご理解されているか、お願いします。 

〇議長（望月邦彦君） 

 教育委員長、田草川眞君。 

〇教育委員長（田草川眞君） 

 ゆとり教育というのは、子どもたちの自主性とか、そういうふうなものを特に大切にしよう

というふうな発想で生まれたんだと思います。家庭の教育力を活用したり、地域の教育力を活

用する中で、学校教育の負担というか、学校だけではないというふうな意味合いで、ゆとり教

育というのを行おうとした。子どもたちの自主性とか自発性、そういうふうなものを特に生か

そうということだったというふうに、私は思っているところです。 

 今度、少し方針が変更されたというふうに思うんですが、これはそういうふうなことをする、

自主性とか自発性とか、本来はそういうふうにもっていきたいんだけども、その基礎的な部分

を、もう少し学校でもやっていかなければいけないかなというふうな議論の中から生まれた、

確かな学力だというふうに思うところでございます。 

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す。 

 それでは、２つ目に質問に移りたいと思います。 

 今のことをふまえて、本町には西小、南小、中部小という、いわゆる小規模校が３校ありま

す。そこには、ある意味では究極の少人数教育、クラスによっては１対１といったような教育

が行われているんですけども、私は基本的にあまりにも少ない教育というのは、否定的な考え

を持っている者です。こういう学校教育の観点、いわゆる子どもが育っていく観点、社会性も
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含めて問題があるんだろうなと、私は思っておりますけども、改めて前回も質問したことに近

いことかもしれませんけども、改めて、もう一度、少人数教育ということと、いわゆる小規模

校といわれているもののメリット、デメリット、そういったことについて、教育委員会の考え

というのをお願いしたいと思います。 

〇議長（望月邦彦君） 

 教育長、堀口広秋君。 

〇教育長（堀口広秋君） 

 齊藤議員の質問にお答えいたします。 

 学校教育のあり方について。その中で、少人数教育と小規模校の違いについて、委員会の考

えはということでございますけども、まず少人数教育につきましては、個人の適性に応じたき

め細やかな指導のもとに、基礎・基本を徹底することを学力の向上はもとより、生活指導面な

ども充実した教育ができるよう、少人数のクラス編成による場合と特定の教科や習熟度におい

てクラス分けがされております。また、小規模校におきましては、県教育委員会において望ま

しい学校規模として、小中学校とも１学年２学級以上、学級規模はいずれも２０人程度以上と

した基準が示されております。小中学校においては、この基準を下回る場合は小規模校である

と考えております。 

 以上でございます。 

〇議長（望月邦彦君） 

 ６番、齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 今の教育委員長および教育長の説明をもとにして考えたときに、私としては、いわゆる小規

模校というのは、かつては交通の便が非常に不便であり、明治の合併が学校区という形で、行

政単位が区切られたりしてきましたけども、いわゆる小規模校というのはかつての言葉でいう

と僻地校みたいな形で存在してきたと。先ほど小林議員の中からは、五開の例が出されました。

なくなってみると、非常に灯が消えたようだと。たしかに、そういった側面もあるでしょう。

あるということは事実だと私は思いますけども、いわゆる子どもを育てていくという、教育環

境ということを考えたときには、クラスに１人、２人しか生徒がいない。そうした学校教育と

いうのは好ましくないと、私は思っております。そして交通機関が発達している今日と考えれ

ば、なおさら、子どもの教育ということから考えた場合には、明らかに是正していく必要があ

ると思うんですけども、その点について、教育委員会についてはどのようにお考えでしょうか。 

〇議長（望月邦彦君） 

 教育長、堀口広秋君。 

〇教育長（堀口広秋君） 

 まず義務教育につきましては、社会がいかに変化しようとも主体的に対応できる基礎的な、

基本的な資質、能力の育成を目指している目的であります。また９年間の過程を終了したとき

には、基本的には自立することが目標であります。このため、ある程度の人数や、さまざまな

タイプの児童がいる中で、社会性や集団としての活動にできるようなコミュニケーションを育

むことが教育の中で必須だと考えます。 

 また小規模校で少人数の学校がゆえに集団としての活動に制限があることはありますが、し

かし児童一人ひとりには、それぞれの役割が小規模校にはありまして、大規模校では埋もれて
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しまう子どもたちが少人数のクラスの中で、理解度を深めていく。また、このようなメリット

もあるんではないかと思います。また、大規模校ではなじめない子どもたちを受け入れたり、

あるいはそういう子どもたちがその学校で大きく伸びていくということも、小規模校のメリッ

トとしてあるんではないかと考えています。 

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） 

 再度、質問したいと思います。 

 たしかに、いわゆる多くの生徒の中になじめない、あるいは埋もれてしまう、そういった子

どもたちが現実にいらっしゃるということは、私も十分、承知しております。ただ、本町富士

川町には、そういう意味では小規模校が３つもあるという。今の交通事情を考えたときに、果

たして、そんなに置く必要があるのか。ちなみに、これは教育委員会で資料を作成していただ

きましたけども、西小では先生が７人、生徒が９人、南小でも先生が９人、生徒が２２人、中

部小学校では先生が同じく７人、そして生徒が１７人と。中部小学校の場合には、実際には今、

１年生がいないと。来年１人、再来年２人ですか、入られるという予定になっているようです

けども、仮に今言った小規模校が必要であるとするならば、例えば１校にした場合、あとの２校

の先生方が鰍沢小学校、あるいは増穂小学校に配置できますね。そのことによって、教育内容

も非常に充実してくるんだろうなと。今回も、補正で町単教員を養っています。その方たちを

有効に利用することは、子どもの教育をこまめに、また基礎的能力も高め、社会性も養うとい

う、かなり、そして先生たちにもゆとりのある教育が実現できる環境が整っていると私は思っ

ていますけども、そういったことを考えたときに、今、３つあるということについてはどうで

しょうか。 

〇議長（望月邦彦君） 

 教育長、堀口広秋君。 

〇教育長（堀口広秋君） 

 ご指摘のように、小規模校が富士川町の教育委員会の管内に３校あることはたしかです。そ

の３校とも、それぞれの学校の特長を出しながら教育をしていることも現実でありますけども、

やはり、学校はその地域の核でもありますし、地域の方々の心の拠りどころでもあるわけであ

ります。そのような中で、この３校、統廃合という問題に話を進めていくときに、やはり、現

在、その学校に子どもを通学させているご両親の考え方。また、これから、その地域に住み、

または現実にその地域に住んで、子どもたちを学校に入れようとしている保護者の方々。また、

その地域に住み、すでに卒業してあるけども、学校とはなんらかの関わりを持っている方々の

すべての合意形成がされて、はじめてこの話は前へ進むものだと思います。併せて、教育委員

会の考え方、学校設置者であります町長の考え方によることはありますけども、やはり地域の

合意形成というのが最優先だと考えます。 

 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） 

 ３つ目に移りたいと思います。 
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 教育委員会は、当然、町の行政から独立した組織という形で、いわゆる教育に限る教育行政

を担っているわけですけども、先ほどから私が質問していますのは、この富士川町の教育をど

うつくっていくのかという観点からして、教育委員会では、もちろんそういった議論もされて

いるだろうし、されていかなければならないと思いますけども、今日、教育委員会が担ってい

る役割について、教育委員会はどのようにご理解されているか、お伺いしたいと思います。 

〇議長（望月邦彦君） 

 教育長、堀口広秋君。 

〇教育長（堀口広秋君） 

 学校教育のあり方について。その中で教育委員会の担うべき役割についてということであり

ますが、教育委員会は政治的中立の確保、継続性、また安定性の確保および地域住民の意向の

反映の３つの意義によりまして、町行政から独立をし、執行機関として位置づけがされており

ます。学校運営や文化、スポーツなどの生涯教育等の事業は、時間をかけ、一貫した方針のも

と、安定的・継続的な事業運営をしていく必要があると考えます。また、教育は子どもから高

齢者まで生涯を通して関わる問題であり、町民にとって身近で関心の高い行政分野であると思

います。 

 このことから、学校教育や地域教育の充実、生涯学習、スポーツ学習の推進を図り、豊かな

人材と学術文化を育むまちづくりに努めていくことが役割だと考えます。 

 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） 

 たしか昨年、秋山議員でしたか、教育行政の基本的な計画ということについて、ご質問があっ

たと思います。そのときの答弁では、今、総合計画をつくっていると。それとタイアップしな

がらというお話でありましたけども、やはり教育行政の一番のポイントは、たしかに環境面、

ハード面の整備と。あるいは、環境面を充実させてあげるということも大きいですけども、もっ

と大きいのはなんといっても内容を保障していくためにどうするのかと。どういう体制を組め

ば、より強い子どもになるのか。特に今、大地震があったことを思うと、ますます強い子ども

たちをつくっていかなくてはならない。自分でも独創的な発想をしながら生きていける教育と

いうことが必要になると思います。そういった教育を実践していくにあたって、やっぱり教育

委員会はそれなりの役割というものに、積極的になっていただきたい。その基本計画がどうの

こうのという前に、先ほど委員長が基本的理念を、非常におっしゃられました。教育のあり方、

義務教育の理念、目的、それに沿った行動や計画というものを委員会独自に、私は積極的に進

めるべきだと思います。 

 例えば、私は今回の問題につきまして、小規模校、直接的には統廃合も必要だと。そして、

例えば鰍沢小学校、中学校を一貫にする。増穂小学校、中学校を一貫する。そうした教育、特

に鰍沢の場合には敷地が共有していますから、非常にモデルケースとしては、非常にいい場所

だなと、実は内心、思っているんですけども、そうしたことを積極的にやっていくためには、

たしかに住民地域や父兄、住民の合意というのが必要だけれども、その合意をつくるための行

動というものを、やっぱり教育委員会が担っていかなければいけないと思うんですけども、ど

うでしょうか。 
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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） 

 おっしゃるように、たしかに町長部局と教育部局では独立をしているわけですから、教育委

員長を筆頭に教育委員会の会議の中で、そのような議論が当然、されるべきだと思っています

し、先ほどちょっとふれましたけども、総合計画を現在、策定中でありますし、また２３年度

においては、教育振興計画を策定するということで、教育委員会の中でも合意がされています。

ですから、教育委員会の中において、今、おっしゃるような議論がされるべきだと思いますし、

これからもやっていきたいと考えております。 

〇議長（望月邦彦君） 

 ６番、齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 これは最後にお願いみたいになりますけど、かつて増穂町に保育園問題が出たときに、保育

行政と放課後児童教室あり方検討委員会、これを父兄や先生が、いろんな方を交えてやってき

たという経験があります。そういう意味では、先ほど、教育委員会内部ではなくて、単にそれ

だけではなくて、新たにそういったＰＴＡ、地元の人を交えた、やっぱり検討委員会というも

のを同時に立ち上げる。そして目指していくという方向で、ぜひとも臨んでもらいたいと思い

ますけども、どうでしょうか。一言だけ。 

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） 

 教育振興計画をつくるにあたっては、やはり教育委員会が独自に、前へ前へ進めるわけには

まいりませんので、その策定の段階においては、地域との話し合い、今、おっしゃるような検

討委員会、なんらかの形でつくっていかなければならないと思っておりますので、その折には

対応してまいりたいと考えております。 

〇議長（望月邦彦君） 

 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す。積極的に行動されるよう、お願いしておきたいと思います。 

 それでは２つ目、地域医療体制調査検討委員会について。 

 １つ目の質問としては、第３回検討委員会のときに第４回検討委員会を２月中旬というお話

がありました。なぜ開催されていないのか、その理由をお伺いしたいんですけども、先ほど秋

山議員のときの質問の中では、その調査結果等をもっと分かりやすくしてもらいたいというこ

とで、少し時間がかかっているというご答弁がありましたけども、もし、それ以外に何か、私

の問いについて述べられることがあれば、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） 
 齊藤議員の、地域医療体制調査検討委員会の第４回目の委員会の開催が遅れているけども、

これについて、理由は何かというご質問でありますが、先ほど秋山議員のときにもお答えいた
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しましたが、シミュレーション自体は１月中旬に出てまいりまして、それを再度、見る中で、

もう少し分かりやすくしたほうがよいと。そして細かい数字は年度ごとに全部、出ているんで

すが、それを全部出しても分かりづらいと。５年間隔で出したらどうかというところも、一部

修正をいたしました。そんなことによりまして、４回目の検討委員会が３月中旬ということで、

約１カ月間、ここでずれが生じておりますが、主な理由はそういったところであります。 

 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 

 ６番、齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 実は、私、２月中旬ということで、一般質問をするにあたって、非常に心待ちにしていたん

ですけども、なかなかないということで、担当室のほうにお伺いして、コンサルタントからの

数字はきているようだけども、なぜ遅れているんですかという話をさせていただきましたなら

ば、担当部署の責任者が、要するに調査表は出てきたけども、その調査した基礎データの基礎

的な部分がどうなのか、その内容を今、チェックしているというお話があったんですけども、

それと先ほど、秋山議員のときにも説明があった分かりやすいという、これが、ちょっと違和

感があるなと私は受け止めたんですけども、この点はどういうことなんでしょうか。 

〇議長（望月邦彦君） 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 一部、積み上げ数字の基礎の部分で、もう少し、こういうことも考えられるんではないかと

いうふうな場面から積み上げ数字の修正もありましたが、主な原因はもう数字は出ております

が、そこは再チェックをすればいい部分ですが、皆さんに分かりやすくするために、数字だけ

ではなくて、グラフを用いたり、いろんなことをしながら目で分かるような調査結果にしてく

ださいということで、それに時間を要しましたから、２月中旬の開催ではなくて、この３月。

３月になりますと両町でも議会がありますので、富士川町の議会がおおむね、本会議、会議場

を使ってやるのが一段落する３月１６日ということで、皆さんの日程調査がついたところです。 

〇議長（望月邦彦君） 

 ６番、齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 分かりやすいとか、いろんなことから考えますと、たぶんコンサルト会社は当然、膨大なも

のを調査し、膨大な資料をたぶん、出されているんだろうと。普通の人が見たら、たぶん、な

かなか分かりにくい部分もあるんだろう。だから、分かりやすいという話が出てくるんだろう

とは思いますけども、議会にはぜひとも、その膨大な資料、できればそのまま、一度見せてい

ただきたいなと思いますので、その点は要望ということでお願いしておきたいと思います。 

 続きまして、２つ目に移りたいと思いますけども、前回、第３回目、私、傍聴させていただ

きまして、今回のシミュレーションにあたっては、青木さんでしたか、そもそも医者が確保で

きれば、シミュレーションも絵に描いた餅になるではないかという意見が出たり、志村町長の

ほうからは、たしか、独立行政法人化はどうなんだろうなと。独法化というのもどうかな、ひ

とつ検討できないかなみたいな話が出たり、あるいは市川三郷の委員さんからは、やっぱり市

川を残したいというような話が出たりと、いろんなお話を目の当たりにして、非常によかった
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なと思っているんですけども、そのときに一番感じたのが、いわゆる構成両町、先ほどから出

ていますけども、わが町と市川三郷、あるいは３つの病院、かなり認識の隔たりがあるのかな

と。会合では、あまり委員長さん方が意見を言わないということを見ていて、かなり隔たりが

あるのかなと思います。そういう意味では、この関係者の合意というのをつくっていかないこ

とには、ただ会議だけが進んでいくと。今度はシミュレーションが出されました。シミュレー

ションはそうですか。それぞれ欠点もあり、いいところもありますねぐらいで終わってしまう

というようなことになってしまうんではないかなと思うんですけども、非常にそういう意味で

は危惧しているので、その点については、今、どのようにされていくのか、お願いしたいと思

います。 

〇議長（望月邦彦君） 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 調査検討委員会の構成メンバーであります両町長、そして両郡の医師会長、そして３病院の

委員長さんにつきましては、今回の調査検討委員会の中では、まず峡南北部地域の医療の現状

を把握した中で、県の策定した地域医療再生計画に則って、病院の共同経営化、連携によって

限られた医療資源を集約していく。そしてまた中核となる病院をつくりだして、基本的な医療

体制を強くしていかなければならない。こういう点では、みんな共通の認識は持っていると思

います。ただ、それをどっちの病院へ行くかとか、どこを主体とするか。そのへんで、皆さん

の食い違いがあるのは事実でありますけども、なぜ違うのかというのは、それぞれ両町で行政

として、地域医療に関わってきた過程が違うというのが、まず第１だと思いますが、そしてま

た市川三郷町立病院は公立病院、そして鰍沢病院はかつて公立病院、そして峡南病院は民間病

院、それぞれ経営体が違う、それぞれ、もともとが違うものですから、考え方も違うと思って

おります。 

 こうしたことから調査検討委員会をして、しっかりした医療の供給ができる医療体制を検討

してくださいということでありますが、市川三郷町とすれば、警察も鰍沢へいってしまった、

今度は病院もいってしまう、そして富士川町の議会はもう学校もそっちへ持っていくつもりで

やっている、そういった、私からすれば、ちょっと次元の低い話かなと思うんですが、そういっ

た目先のことで、いろいろ話が出ているのも事実であります。 

 そういった中でも、やはり将来にわたって、この地域の医療を守っていく体制はつくってい

かなければならないと思っておりますので、今のところはそういった認識というか、共通意識

は共通意識なんですが、育った過程が違うものですから、それぞれの考えがあるのは当然だと

思います。そしてまた、先ほど来、話が出ております市川は公立病院ですから、これを独立行

政法人化ということも、考え方とすればあると思うんですが、公務員の皆さんは、今度は独法

の職員になってしまうというのも無理があるかもしれませんし、鰍沢病院でも、かつては社会

保険庁の職員だった者が、今は全社連の職員になり、今度はまた、どういう形になるか分から

ない、そういう不安もあると思います。そういった中から、一日も早く、将来のあるべき姿を

つくり出していかなければ、お医者さんはもとより、医療関係者がぼろぼろ抜けていってしま

う、こんなふうな感じになってしまうと思いますので、今のところは、共通認識は一緒であっ

ても、考え方の違いといいますか、それがあるのも事実でありますが、そこを乗り越えて、や

はり将来にわたった医療体制を考えていっていただければと思っております。 

 ７３



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） 

 先に、３番目にいきたいと思います。 

 検討委員会の内容が基本的には、経営統合ということが主になっているだろうと思います。

ただ一方で、ＲＦＯがいまだ不透明と。特に全社連の独法化ということもなんか、与野党、党

派を超えてなんとかならないかという動きが一部にあると。まだ国会に議員立法が提出されて

いないので、一部にあるとしか言いようがありませんけども、そういう中で、先ほど秋山議員

のほうからしきりに、県に主導的役割をということがありますけども、私はむしろ国に主導的

役割をと、そういうふうに考えているんですけども、非常に不透明。かといって、すぐ潰すと

いうことにもいかないから、余計、不透明になっているんだと。そういう中で、志村町長をは

じめとして、そうはいってもいざというときのことを用意しなければならないという思いで、

一生懸命、今、やっているんだろうと思いますけども、私は議員という立場から考えたときに、

もうちょっとスタンスをゆるやかに、そして国の出方をもうちょっと、じっくりと眺めながら、

やっていただきたい。かといって、国からいっている２５億円の地域再生資金、これは大事に、

使えるものは使いたいというすけべ根性もあります、正直。ですから、今の状況の中で、かつ

総論賛成、各論不透明というような中では、あまり性急な行動をこちらからしていくのは、今

の段階、いいのかどうか。正直、ちょっと、私は一服、休憩も必要かなと思っています。です

から、むしろ２５億円の有効な使い方ですね。まず、それはそれとしてやって、経営統合、あ

るいはＲＦＯの動き、全社連の動き等々を見ながら、そのへんはもうちょっと、じっくりやっ

たらどうかな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） 
 地域医療再生計画では、この峡南北部地域は比較的に近い場所に同規模の病院が３つある。

それぞれが医師不足を抱えている。そして、効率的な医療体制が組まれていない。医師不足も

原因になりますけども、救急医療時もそういった体制が取られていない。専門外であることを

理由に緊急患者の受け入れもできない状態、こういうことが一番の課題として出されておりま

す。これを解消するためには医師の確保と、そして定着をしていただくこと。また安定的に救

急患者を受け入れられる体制の整備をしていくことが必要ということから、病院の共同経営化

と連携ということは、避けて通れないということからやっているわけです。 

 鰍沢病院がＲＦＯの傘下はありますけども、状況不透明であります。今、議員さんおっしゃ

るように、一部ではそれぞれの病院を独立行政法人化しようという動きもないこともない。た

だ、今、これまでは社会保険鰍沢病院として単体でいましたけども、その裏支えを全社連がやっ

ているということであります。これからＲＦＯがＯＫを出して、全社連なりなんなりが独立行

政法人化させても、鰍沢病院の赤字は、今度は鰍沢病院が一人で背負うことになります。そう

すれば、２年、３年とはもたないはずなんですね。 

 そんなこともありまして、仮に独立行政法人化がされても、経営も今より悪くなる。そんな

ところに医師が来てくれるわけがない。ですから、鰍沢病院の存続ということよりも、新たに

もう一歩、踏み出した方策を考えなければ、この地域で住民が望む医療機関として残していく
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には、難しいんではないかと。 

 また２５億円の話もありましたが、これもあと３年しかないんですね。これを早くそこに、

どのくらい注入するのかが決まらなければ、他に使用することもできなくて、峡南の南部のほ

うは一部、もう使い出していますけども、北部のほうは、まだ宙ぶらりんだと。そんなことを

避けるためにも、早く調査検討委員会から方向を出していただいて、両町の議会でもんでいた

だきながら、結論を出していきたいと、こんなふうに思っております。 

 国のほうの動きですが、先ほど言ったように、ＲＦＯはもう売りに入っています。いろんな

ところを売り出しています。山梨病院についても、本来は病院を建て替えたいわけであります

けども、受け皿がないということから、たぶん、今年度は無理だと。民主党になって、鰍沢病

院をしっかり残しますよといいましたけども、同じ大臣から今度は地元で買う気がありません

かというアンケートもきている。こんな状況の中で、国の動きを見ていたら、あと被害を被る

のは地元ではないかなと、こんなふうな思いから、今、一生懸命、地元に合う病院の体制を考

えているところです。 

〇議長（望月邦彦君） 

 ６番、齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 もっと、実は議論したかったんですが、これはここで打ち止めにしておきたいと思います。 

 それでは最後、大柳川渓谷の産業廃棄物の処理施設についてということで、質問したいと思

います。 

 ９月議会で私が現状確認を行い、そのときに担当課長のほうからは、県のほうで確認して、

ちゃんとなっていますという報告がありましたということがありまして、そのときに、私のほ

うで、私が見た現状は違うよということで、再度、確認をお願いしました。その点について、

どうだったのか、一応、ここでご報告をお願いしたいと思います。 

〇議長（望月邦彦君） 

 町民生活課長、川住資農夫君。 

〇町民生活課長（川住資農夫君） 

 齊藤欽也議員の、昨年９月のときのご質問の件でございますけど、大柳川の左岸の県道十谷

鬼島線沿いにあります産廃の積み替え保管施設、これにつきまして、昨年の１２月８日、県林

務環境部の職員、それと業者、町民生活課の担当者で現地確認を行いました。その結果、当初

の改善計画どおり改善されていないことが、一部判明いたしましたので、これは東側斜面の一

部において、植林がされていなかったということで、再度、指導を行い、今春には実施すると

いう回答を得ております。 

 以上でございます。 

〇議長（望月邦彦君） 

 ６番、齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 これまでも、たしか、私が知っている限りでは平成１９年以降、二度、行政指導をしている

ようなんですけども、そのときにもされていないと。今回もされていなかったということであ

ると、この行政指導というのはどれだけ効力があるのかないのか、非常に疑問に思うんですけ

ども、そのへんはどうでしょうか。 
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〇議長（望月邦彦君） 

 町民生活課長、川住資農夫君。 

〇町民生活課長（川住資農夫君） 

 私たちが県から聞いていた話で、植林をしている。たしかに、私たちも現地へ行きまして、

植林をされているところも確認しております。それで業者と行って、そのときは雑草が繁茂し

ていましたので、崩れたところが、あんまりはっきりは分からなかったわけなんですけど、業

者とわれわれというか、県のほうの認識がちょっと、そのへん違ったのかなという感覚でいま

して、業者もそのへんは、そこへ１２月８日のときに行ったときに、分かりましたということ

で、そこについて、ちょっと認識していないような感じがとられましたので、県のほうの指導

をしていただいて、ここにも植林をしていただきたいということの中で、していただくという

約束を取り付けているわけなんですけど、県のほうの、当時、確認したというのも、私につい

ては、ちょっと分かりませんでしたので、申し訳ありませんけど。 

〇議長（望月邦彦君） 

 ６番、齊藤欽也君。あと１分です。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 この業者というのは、富士川クリーンですけども、ここには実は、かつて米長国会議員の弟

さんが３年前から入社されたり、最近では藤井議員の秘書だった飯島さんという方も入社され

たりと、秘書が入社しているんですけども、許可認可の非常に絡む業者ですよね。そういうこ

とを考えたときに、私は実際、非常にいかがわしいなと思うんですけども、もし仮にこれがま

た、無視されたときには、町としてどのように対応するのか。あるいは、県とともにどのよう

に対応するのか、お願いしたいと思います。 

 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 

 町民生活課長、川住資農夫君。答弁で終わります。 

〇町民生活課長（川住資農夫君） 

 廃棄物の処理施設につきましては、適正な処理運営がなされているかどうか、林務環境部と

連携をしながら対応してまいるわけなんですけど、こうした中で必要な指導を行いますが、対

応に応じない業者につきましては、立ち入り調査等を行い、改善命令、あるいは処置命令を行

うということで、必要であれば事業の停止、そして許可の取り消し等を含めた行政処分を行う

こととしております。 

 以上でございます。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 これで、終わります。 

〇議長（望月邦彦君） 

 以上で通告５番、６番、齊藤欽也君の一般質問を終わります。 
 ここで、暫時休憩します。 

休憩 午後 ２時１２分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午後 ２時２３分 
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〇議長（望月邦彦君） 
 休憩を解いて、再開します。 
 続いて通告６番、５番、市川淳子さんの一般質問を行います。 
 ５番、市川淳子さん。 

〇５番議員（市川淳子君） 
 それでは通告に従いまして、一般質問をさせていただきます。 
 私は子育て支援の助成について、町当局の考え方を伺ってきたいと思います。 
 志村町長は、これまでさまざまな子育て支援の施策を打ち出し、実施してきました。そして

昨年の３月に合併し、富士川町となってからも子育て支援課を設置するなど、一貫して、その

方針は変えず、若い世帯を支援し、また少子化対策に積極的に取り組んでまいりました。近隣

の市町村と比べても、先進的に、効果的に助成金を予算化し、進めてきたことは、町民からも

高く評価され、支持されているところであります。 
 これから、私は質問に入るわけですが、今回の質問はヒブワクチンと小児用肺炎球菌ワクチ

ンのことに対して、質問をしようかなと思いまして、通告を出しましたけれども、実は３月５日

に、この２つのワクチンの接種見合わせという、厚労省からの方針が出まして、非常に想定外

のことになってしまいましたけれども、基本的なところの考え方を伺っていきたいと思います。 
 まず第１に、２月１８日の臨時議会の補正予算で可決されたヒブワクチン、小児用肺炎球菌

のワクチンの予防接種の予防費は、今回の２月１８日に臨時議会がありまして、そのときに２月

１８日以降の人が対象ですということで、質疑のときに回答があったと思います。 
 私は、近隣の市町村を調べましたけれども、このワクチンに対しては、実施日にずいぶん開

きがあるなということを思いました。そして町民の方からも、そういうふうな格差があるので

はないかという、ご意見もいただきました。国では１１月２６日に閣議決定がされまして、こ

の助成が実施されるということで、安全性も含めて国は助成金を出そうということで、決定し

たんだろうと思いますけども、今回のワクチンの接種は見合わせになりましたけども、１１月

２６日に閣議決定がされて、２月１８日に臨時議会が開かれたわけですけども、そこに至るま

での経過が長いのかなと思っているんですが、そこらへんの理由を説明いただけますか。 
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） 

 それでは市川淳子議員さんの、国では１１月２６日に助成がされていますが、本町では２月

１７日まで延びた理由はなぜかということにつきまして、答弁させていただきます。 
 本町では、昨年８月から子宮頸ガン予防ワクチン、ヒブワクチン予防接種費用の一部助成事

業を開始しておりましたが、国でも子宮頸ガンの予防の必要性、子どもの重篤な感染症の二大

原因の１つであるヒブと小児肺炎球菌について、今後、定期予防接種に移行する前段階として、

昨年１１月の補正予算において、公費負担による予防接種の事業化を行ったところであります。 
 これを受けまして、町では３ワクチンの新たな公費負担制度について、できるだけ早期に実

施できるよう、諸準備を進めてまいりましたが、諸般の事情によりまして、臨時議会の開催が

２月１８日となったことから、予算の議決をいただいた、その日からの適用となったものでご

ざいます。 
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〇議長（望月邦彦君） 
 ５番、市川淳子さん。 

〇５番議員（市川淳子君） 
 いろんな事情があって、私も振り返ってみますと、いろいろ行事が重なっているなというこ

とは感じております。しかし、そうであっても、私、１つの市と２つの町の調査をしてみまし

たけども、それぞれ、やっぱり、例えば１月２８日に臨時議会をしたところ、これはそんなに

前ではないんですが、１月２１日から助成だったと。あるいは１月１１日にしたところは、４月

１日までヒブは遡って、あるいは肺炎球菌は１０月１日からとか、あるいは、もう１つは２月

９日に臨時議会をして、１１月２６日の国に合わせた形で助成を行うと、そういうふうなこと

が調べたらありました。 
 そういうふうに、臨時議会で、もちろん決定されないと予算ができないことは重々、分かっ

ているんですけども、今、志村町長は、私は非常に、こういう子宮頸ガンワクチンに対しても、

本当に山梨県では、あるいは日本の国に対しても、非常に先進的ないい例として、助成金の対

象を拡大したり、早めたりということで、私は非常に積極的な施策をとっていると、非常に評

価しております。このことに関しても、今度は、ヒブワクチンも、小児用肺炎球菌のことです

けども、これからのそういうワクチンの接種、あるいはそういうふうなもの、予防接種のこと

に関して、町の姿勢とか、そういうふうなことがありましたら、ぜひお聞かせ願いたいと思い

ます。 
〇議長（望月邦彦君） 

 子育て支援課長、秋山俊男君。 
〇子育て支援課長（秋山俊男君） 

 ただいま申し上げましたとおり、臨時議会の開催日が諸般の事情によりまして、２月１８日

となったことから、その日からの適用というものでございますが、議会の開催日につきまして

は、議員さんご存じのように、執行部と議会の双方の話し合いによりまして、決定しておりま

す。私どもといたしましては、受けるか、受けないかの判断は、今回の場合、保護者がみずか

ら行う任意の予防接種ということではございますけども、今後、国のほうが定期予防接種に移

行していこうという前段階として行う任意の予防接種ということで、定期予防接種と同等の考

えのもと、安全性の確保を最優先に対象の皆さんへのしっかりとした周知と、それから医療機

関への協力をお願いする必要があるということから、議決をいただく前の前段階の準備でござ

いますか、それへの十分な準備が必要なため、このような時期になったものでございます。 
 先ほどから、ご紹介がありますとおり、奇しくも最近、ヒブワクチン、それから小児用肺炎

球菌の他の予防接種との同時接種によります死亡事例が全国で起きまして、このワクチンの一

時見直しという事態になっております。本町といたしましても、予防接種の健康被害を起こさ

ないために、保護者への予防接種内容の周知や副反応、体調変化に対する対処等の個別指導、

それから医療機関への依頼と指示というふうなことにつきまして、接種にあたっての準備に万

全を期す意味で、このようになったものでございます。どうぞ、ご理解をお願いいたします。 
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） 

 非常に理解できるところではあります。私は助成金のお金の問題というふうに、お金の問題
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というのは非常に分かりやすくて、なんか、あそこの町のほうが早いとか、あそこの町はこう

だとかという、高い安いとかという、そういうところで、見えるところで比較するということ

もありますけども、今回のようなワクチンの接種が見合わせになったという、そのあとのフォ

ローですよね。たぶん、積極的に考えていた家庭の方々は、すでにもう受けている子どもさん

もいらっしゃると思います。そういうふうな子どもさんに対して、あるいは親御さんに対して、

的確な指導、こういう場合はこうなるという、そういうふうな人的なサービスも１つの子育て

支援の大きなサービスの１つではないかなと考えておりますけれども、そこらへんの対応はい

かがですか。 
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） 

 議員さんおっしゃるとおり、ただ、お金だけ助成すればいいというものではなくて、先ほど

も申し上げましたとおり、本当に子どもの体にワクチンを接種するものでございますので、の

ちのちの健康被害等が起きないようにということで、われわれスタッフといたしましては、実

施に向けてのいろんな計画を立てる中で、きめ細かに、それぞれの対象者の方にいろいろご指

導ができるようにということで、例えば今回のヒブワクチン、それから小児用肺炎球菌のワク

チンにつきましては、予診表を窓口のほうで、申請によりまして受け取っていただいて、その

際に保健師、助産師、適切な指導と万一の場合についての対応とか、それから他の予防接種と

の兼ね合いとか、そういったことについてご説明をする中で、ご理解をいただいて、ご判断を

いただいて、接種をしていただくというふうな体制をとってございます。そのように、お金だ

け出せばいいというだけでなくて、そういう部分に力点を置いて、施策の１つとして行ってい

るところでございます。 
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） 

 よく分かりました。 
 次の質問の２番なんですけども、この２番の趣旨は、ワクチンの接種を遡ってできないかと

いう質問でありまして、これは今、国が見合わせているというところなので、この質問は割愛

させていただいて・・・廃止ということなので、この質問は割愛させていただきます。 
 ３番の志村町長が行ってきた、これまでの子育て支援の基本的な考え方および、これからの

子育て支援に対するお考えをお伺いしますというところなんですけども、まさに私、今、子育

て支援課の秋山課長の説明を受けまして、町長が子育て支援課を設けた、その設置した理由は

まさにここだなと思ったんですね。なぜかというと、それが縦割りではないからです。この予

防接種に関して、保健師、助産師、そして行政の手続き上ですね。そして病院とか、そういう

ことも全部、そこの課で統合的に考えられる、そこがたぶん、町長はこの子育て支援課をつくっ

た大きな１つの目的にもなっているんではないかと思いますが、そのことも含めて、これから

の子育て支援に対する町長のお考えを聞きたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
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〇町長（志村学君） 
 子育て支援に対する町長の考えの前に、先ほどのワクチンのことでありますけども、富士川

町はヒブワクチンと子宮頸ガンワクチン、一定額を定めながら助成をしてまいりました。これ

が昨年１１月の国の補正予算からですね、国は一定額を設けておりますけども、それの何割の

補助ということになっていますが、今度、２月１８日からつくった富士川町の制度は、すべて

全額を負担しましょうという制度です。それを遡ってやると、事務の煩雑もありますし、２月

１７日までは旧制度が生きているわけです。小児用肺炎球菌以外のものについては。２月１８日

から新制度に移るということでありますから、遡ってするのは、非常に困難だと思います。今

までは今までの、２月１７日までに受けた人は、今までは助成制度で一定額のうちのいくらか

を助成していくと。そしてまた２月１８日以降は、今度はかかった全額を助成していくという、

制度がちょっと、内容が違うものですから、遡って適用というのは無理だと思っております。 
 それでは、子育て支援に対する考え方についてのご質問にお答えをいたします。 
 子どもは、次世代を担う社会の宝であります。今の子どもたちには将来の富士川町、そして

日本を、そして世界を担っていってもらえるような大人になってほしいと考えております。私

は就任当初よりも、社会全体で、子どもは産み育てるものという考えのもとに、子育て支援施

策を展開しております。社会全体とは親であったり、家族であったり、地域であったり、企業、

国や県など、さまざまに、まさに社会を構成するすべての人々であります。それぞれの立場で、

それぞれの取り組みにより、子どもたちのすこやかな成長を促すということであると考えてい

ます。 
 そうした中、町の行政の立場にある私どもといたしましては、国・県などの施策を活用しな

がら、また、ときには本町独自の町の実情に合った施策を適切に講じていくことが必要だと考

えております。したがいまして、すぐできることと、すぐしなければならないこと。そしてま

た、将来に向けて、しっかりしていかなければならないことの一つひとつの課題と必要性をしっ

かりと見極める中で、今後も社会全体で、子どもは産み育てるという考えのもと、積極的に子

育て支援の諸施策を展開していきたいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ５番、市川淳子さん。 

〇５番議員（市川淳子君） 
 町長の、これまでの積極的な子育て支援をさらに積極的に、これからも続けてくれるという

ふうに私は理解しましたけども、これはちょっと外れるかどうか、もし外れたら言ってくださ

い。その子育て支援の町長の施策、町長はすごくアンテナが高いと、私は思っています。各、

先ほど小林議員さんもおっしゃいましたけども、本当に課長さんたち、あるいは課長補佐、リー

ダーがいろんな助成金、あるいは国の政策、あるいは国の動向ですよね。そういうもののアン

テナを高くしながら、少しでもこの町の政策にいいというものを取り入れるという、その政策

をするということが、とても、これからまちづくりは大事だなと思っております。 
 私、この前、ある市に行きました。そうしたらば、さすがに市だなと思ったんですけれども、

市長の政策室があって、担当の課に全部、政策室直結の人を一人ずつ配置しているということ

を聞いたんですね。その子育て支援課の課長さんに、そのお話をしましたら、うちの町もやっ

ているよと。政策室から直行で、各課で分担してやっているんだという話を聞きました。非常
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にそれ、私は安心したというか、よかったというか、小さな町でも市と変わらないようにやっ

てくれているんだと思って、非常にうれしく思いました。 
 今、子育て支援のことに対しても、その上にいったり、上から下にいったりする、そのパイ

プの部分、どのような感じで、具体的に進められているのか教えてください。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 先ほど、午前中に小林議員さんから政策形成のプロセスという話がありました。通常の町の

課題、そして住民ニーズに対するものにつきましては、いろんな町の職員もいろんなところで、

住民の意見を聞いていますから、そういったものをもとに総合計画にあっているか、他の計画

とどうなっているか、そしてまた議会との関係はどうか、住民の合意がこれで得られるかどう

かとか、いろんな角度からものごとを考えながら、政策立案をしております。 
 ただ、そういったものだけではなくて、国の動向、県の動向、そしてまた、私の目から見た、

これはしなければいけないなというふうなもの、トップダウンのものも、トップダウンから、

また政策へとあがってくるものもあります。今言った国とか県の動きにつきましては、企画課

の中に政策推進補佐というのを３名、置いております。１人は総務企画を担当、もう１人が町

民生活、子育て支援、福祉保健を担当。もう１人が建設、下水、農林振興、地域振興を担当し

ながら、やはり、それらの部署は関連がありますので、それが一緒になって、ものごとを企画

立案していかなければできませんので、トップダウンにせよ、ボトムアップにせよ、そういっ

たところを通しながら、そこが中心になって、また先ほど来、言っています政策会議というと

ころへあがってきます。当然、そういう人たちも入りながら、みんなで政策をつくるような体

制をとっております。 
 ですから、小さな町にはたぶん、そういうところがないと思います。普通の町村でもないか

もしれませんけども、私も長い経験の中から個々に、孤立してやるよりも、そうやっていろん

なところが、調整を、機能を果たしながら、そしてまた情報の共有化を図りながら、みんなで

やっていくのがいいのかなということで、富士川町になってから、こういう制度をつくりまし

たので、今後もここを最大限活用する中でやっていければと思っています。 
 この部署については、町長の固有な事務もやっていただきます。なんにも通常はないわけで

ありますけども、そういった情報を早く集めて、そしてそれがこの町のために生かせるかどう

か、いろんなことを検討しながら、各課と相談しながらやっていっておりますので、あんまり

遅くなるようなことも、たぶんないんではないかと思っておりますので、これからも、私も活

用しますけども、皆さんもその部署を活用していただければと思っています。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ５番、市川淳子さん。 
〇５番議員（市川淳子君） 

 町長は常々、単町ではできなかったことを合併したからこそできるようになると、そういう

ことを町民の方々に訴えながら、合併のよさ、合併したからこういうまちづくりができるんだ

よということを、私は言いたいということをよくおっしゃっておりました。まさに、私は今、

町長がそういう、小さな町でも大きな市に負けないような、組織づくりをしっかりしながら、

町民の声を吸い上げる機能をやっていっていただけるということで、非常に心強く思いました。
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質問を終わります。 
〇議長（望月邦彦君） 

 以上で通告６番、５番、市川淳子さんの一般質問を終わります。 
 続いて通告７番、８番、永井寛子さんの一般質問を行います。 
 ８番、永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 通告に基づきまして、いくつか質問をいたします。 
 ２１世紀は環境の世紀といわれ、良好な環境を維持しながら、経済を発展させる環境共存型

社会を創造することが望まれています。とりわけ昨今では、環境問題は地球的規模で多様化・

深刻化しており、環境負荷を軽減するため、各自治体でも競って、その対策を進めております。

そこで、本町の施策をお伺いいたします。 
 まず一番最初に、ゴミの減量化施策についてですけども、この１番目は昨年９月定例会で神

田議員が質問した内容と大体、同じだと思います。私は、ちょっと違った切り口で、このこと

について、ご質問したいと思います。 
 リサイクルステーションの設置によって、そのゴミの量は減ったという、それは先日の町の

説明でも、ゴミ袋を値下げするんだと。それはゴミが減ったからということの理由もありまし

た。減ったということだと思います。それは、リサイクルステーションが設置されたおかげで、

町民が有価物を出す、便利になったから出す量が多くなったということではないかなというふ

うに思いますけども、ここでご質問します。ゴミが減ったということは、その分、有価物が増

えたというふうに思ってよろしいんでしょうか、まず、そこをお聞きいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町民生活課長、川住資農夫君・・・。 

 永井議員、有価物という部分の内容は、通告の中に入っていません。何か、別の部分で質問

してください。 

 ８番、永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 承知しました。すみません。 

 ゴミが減量できたということは、何が原因だったのか、そのへんのところをお聞きします。

効率的に減ったかどうかというのは、もう先日、答えが出てきていますので、そこは省きまし

て、なぜ、それが実現できたのかというところから入りたいと思います。 

〇議長（望月邦彦君） 

 町民生活課長、川住資農夫君。 

〇町民生活課長（川住資農夫君） 

 それでは、永井議員さんのゴミの減量は何かということでございます。平成２０年度から収

集を開始したリサイクルステーション、これにつきましては、鰍沢町の設置も始まりまして、

今年度末には合計で１６６基の設置となります。旧増穂町において、リサイクルステーション

設置前の平成１９年度の可燃ゴミおよび不燃ゴミですね。その排出量が２，６６２．３トン。

設置後の平成２１年度は２，４９０．５トンであり、１７１．８トンの減量となっております。

これは可燃ゴミと不燃ゴミに含まれていました資源ゴミが、リサイクルステーションの設置に

よって、分別が進んだ成果だと考えております。 
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 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） 

 リサイクルステーションが設置されて、減ったということだと思いますけれども、この経費

のところで、もしお分かりならば、可燃ゴミ、不燃ゴミの１キロ当たりの経費と、それからそ

れ以外の資源ゴミですか、有価物ですか、その経費の比較というのはできますか。 

〇議長（望月邦彦君） 

 町民生活課長、川住資農夫君。 

〇町民生活課長（川住資農夫君） 

 可燃ゴミ、不燃ゴミの経費につきましては、収集が一帯で行っておりますので、そのへんの

可燃ゴミにかかる経費がどのくらいだ、不燃物にかかる経費がどのくらいかということは、

ちょっと把握しておりません。全体のゴミの経費につきましては、把握しておりまして、平成

２１年度におきましては、中巨摩広域および収集運搬にかかった経費で、ゴミの量を割ってみ

ますと、１キロ当たり７７円の経費がかかっております。 

 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） 

 私がこの質問を出したのは、３Ｒということはよく言われていまして、リデュース、リユー

ス、リサイクルということで、町も一生懸命、リサイクル、ゴミを減らしましょうということ

で、リサイクルしましょうと、有価物も解消しているということだと思うんですけれども、有

価物と、今の２１年度の１キロ７７円という数字がありますけども、全体のゴミを、ゴミが減っ

たというふうに見ているんですけども、全体としては、有価物も含めて、総量はそれほど変わっ

ていないというふうに見ていいんですかね。ゴミの総量としては。 

〇議長（望月邦彦君） 

 町民生活課長、川住資農夫君。 

〇町民生活課長（川住資農夫君） 

 ゴミの量につきましては、当然、不燃ゴミ、可燃ゴミにつきましては、今言ったリサイクル

が進みますので、それの分は減ってきます。ただ、今度はリサイクルとか、有価物の量は増え

てきますので、全体の量としては、人口によって、人口が減れば減ってくるということで、こ

こにちょっとデータがございまして、平成１９年度でありますと、全体、これは全部を含めた

数量ですけども、これは当然、合併前の鰍沢町と増穂町を合算した数字でございます。それが

ゴミの量で４，０８３トン、そして２１年度が先ほど言いましたように、３，９６５トンとい

うことで、ゴミの全体の量としても減ってきております。 

〇議長（望月邦彦君） 

 ８番、永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 その全体の量というのを私は知りたかったんですけども、実はリサイクル貧乏という言葉が

ありまして、自治体で一生懸命、リサイクルをして、有価物を増やそうとすればするほど、そ
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れにかかるお金が非常にかかって、逆に赤字続きになるということがあちらこちらで、以前、

起こっておりました。それが、もし、あるかどうかというところで、私はちょっと、その量と、

それから経費についての、気になったところでお聞きしたわけですけども、富士川町、過去か

ら見て、全体が減っているんだよということで、少し安心しました。リサイクルをするんだか

ら、いくら出してもいいやと、そういう考えだと、私は、もうこれからの時代は３Ｒではなく

て、２Ｒの時代だといわれていまして、リサイクルって大変、お金がかかるんですね。ですか

ら、できるだけリユース、リデュースの時代になってきているわけですから、一人ひとりがい

かに、１つのものを大切に使うかと。リサイクルされるんだから、捨ててもいいやではなくて、

１つのものをどうやって大切に使おうかという方向に、町としては、町民に呼びかけていって

いただきたいかなというふうに思っております。 

 次にいきます。 

 合併したことにより、ゴミ処理経費に変化が表れてきて、町長はよく５千万円は削減された

んだということを以前、おっしゃっておりましたけども、これは単純に２つの町が１つになっ

たから負担金が減ったんだよということなんでしょうか。それとも、ほかに何かまだ、理由が

あるのでしょうか。 

〇議長（望月邦彦君） 

 町民生活課長、川住資農夫君。 

〇町民生活課長（川住資農夫君） 

 合併したことにより、ゴミの経費がどのように変化したかということなんですけど、２２年

度の富士川町の負担金、中巨摩広域の負担金でございますけど、特別会計分が１億９，８３０万

７千円。２１年度の旧増穂町と旧鰍沢町のゴミの処理、特別会計の負担金が２億４，５５５万

５千円ということで、４，７２４万８千円減っております。これは合併による成果ということ

と、リサイクルステーションの分別収集が進み、可燃ゴミと不燃物ゴミが減ったことの成果と、

あと１つ、今、永井議員さんがおっしゃったように、２町から１町になったということの均等

割の部分と、あと人口割の部分がございまして、そういう関係で減ってきております。 

〇議長（望月邦彦君） 

 ８番、永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 承知いたしました。ゴミが確実に減っているんだというふうに認識いたします。 

 次の３番にいきます。 

 新町になって、一般廃棄物処理基本計画の策定、旧町では、増穂町にはあったわけですけど

も、これは策定するとは思いますけども、するとすれば、いつ、どういう形でするのか、その

へんのところから。それから数値目標とか、目標へ向けての具体的な施策があったならば、教

え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） 

 永井寛子議員の、一般廃棄物処理基本計画の策定についてのご質問にお答えをいたします。 

 この一般廃棄物処理基本計画につきましては、廃棄物処理法に基づき、町が作成することと

なっています。合併したことにより、本町の計画は速やかに策定をする必要がありますので、
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現在、その作業を進めておりまして、明年度には策定してまいりたいと考えております。 

 山梨県の廃棄物総合計画では、５年後の平成２７年までに可燃ゴミと不燃ゴミの排出量を

１０％削減ということを目標にしておりますが、本町の計画では、それ以上の数値目標を設定

していきたいと考えております。数値目標を達成するための具体的施策につきましては、リサ

イクルステーションを活用した資源ゴミの分別収集の徹底、どうしても焼却しなければならな

いゴミの水切りの徹底など、資源循環型社会の構築のために環境教育やゴミの減量化に向けた

諸施策を示していきたいと考えております。 

 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 

 ８番、永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 旧町のことになりますけども、この基本計画という、旧増穂町ですけど、これはちょっと私、

自分の記憶にないんですけども、町民には公開されているんでしょうか。どういう形で。 

〇議長（望月邦彦君） 

 町民生活課長、川住資農夫君。 

〇町民生活課長（川住資農夫君） 

 町民の方にも公開されていると、こちらのほうで認識しております。 

〇議長（望月邦彦君） 

 ８番、永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 それは、私、これが手元にありますけども、こういうものを冊子としてですか、それともダ

イジェストなんでしょうか、それともインターネットなんでしょうか。どういう形でしょうか。 

〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 

 各市町村の、市町村ですから、一般廃棄物になりますけども、それの処理基本計画というの

は、県の総合計画の原本になるものですから、各市町村が全部つくってありまして、県にもいっ

ていますし、一般の人にも、この地域の処理計画ということで公表してあります。形がどうい

う形かは分かりませんけども、その数字をもとに積み上げたのが、県の処理計画になっており

ますので、どこの町村でもつくってあると思っております。 

〇議長（望月邦彦君） 

 ８番、永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 私はちょっと、それは気が付かなかったんですけども、もし、これがこういう形で、これを

もうちょっとダイジェスト版にしたとしても、とても分かりにくいものですね。数値目標もほ

とんどありませんし、ただ、こうやっていますよという形でしかない。町の顔が全然見えない

です、これでは。ですから、私はこれを見て、次にやるときには、はっきりと、町のゴミ減量

に対する姿勢をきちんと出していただいて、町民にも分かりやすく、町として、こういう姿勢

でやるから、こういうところに協力していただきたいと。皆さんの協力によって、経費もこれ

だけ減るはずですよと。そこまで具体的な形で、町民に訴えていただけるようなものをつくっ
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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） 

 これまでで、各市町村でつくっていた各市町村の一般廃棄物の処理基本計画は、県の総合計

画の積み上げ数値をつくるもとになると同時に、各焼却炉の適正規模を決める場合に、どの町

からどのくらいのゴミが出てくるのか、そういうことで、そこの規模を決めたりというふうな

ものに、主に使っていたものですから、町民向けではないとは思っております。ただ、今回、

富士川町の一般廃棄物処理基本計画でつくるのは、やはり数値目標も入れながら、住民の皆さ

んと、この計画に沿って、これ以上に、皆さんに努力をしていただけるような、先ほど言った

環境教育ということの材料にも使っていきたいと思っていますので、そういった議員さん、希

望しているようなものになっていくんではないかと思っていますし、そうしていきたいと思い

ます。 

〇議長（望月邦彦君） 

 ８番、永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 ぜひ、そのようなものを期待いたしたいと思います。そしてインターネットにも、子どもに

も分かりやすいような、そんな形のものをぜひ、お願いします。 

 それでは、大きい２番にいきます。 

 循環型社会に向けた施策についてということで、旧増穂町には平成１５年に地域新エネル

ギービジョンが策定されております。当時は県内でも先進的な取り組み、おそらく県内で２番

目ぐらいに策定したと思いますけども、私としても大変期待しておりました。その中で、町民

の中の環境団体も菜の花プロジェクトみたいなものをやったし、その中で廃油を活用したＢＤ

Ｆという燃料を公用車に取り入れたのも、県内で初めてでした。そういったところで、当時、

増穂町ではこんな先進的な取り組みをしているんだよと。かなり自慢して、あちらこちらの方々

に言った覚えがあります。しかし、その後、どういうわけか、県内のいろいろな自治体がどん

どん追い越していって、あれよあれよという間に、増穂町はそういう意味では沈没していった

かなと。 

 国からの補助もあって、太陽光発電の補助とか、そんなような、あとはハイブリッドとか、

そういうような形の補助というようなものはあったけども、独自の、先ほどから何回も言いま

すけど、この町の顔としての施策が全然、見えてこなくなったというのが実はあります。新し

い町になって、改めて町長は地域新エネルギービジョンをつくるんだと。先日来、何回かお

しゃっていますけども、そのへんのことについて、もう一度、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） 

 旧増穂町におきまして、県下でもいち早く地域新エネルギービジョンというのをつくりまし

て、県下でも話題になったことがあります。このビジョンに基づきまして、民間団体の皆さん

には積極的に取り組んでいただいたんですが、残念ながら役場では電気自動車の軽四を買った

だけだと思います。そして、その軽四もその後、どうなってしまったのか分からないような状
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況でありますが、富士川町では地球温暖化防止対策として、本年度中に、２つの実行計画を考

えております。１つは富士川町地球温暖化対策実行計画の事務事業編、これは役場向けであり

ますけども、この事務事業編を策定いたしまして、明年度中には町内の企業を含む、町全体の

地域施策編というのをつくっていきたいと考えております。この地域施策編の中に、エネルギー

に関することも定めることになっておりますので、本町にあった新エネルギーの普及施策をこ

の中で定めていきたいと思っております。 

〇議長（望月邦彦君） 

 ８番、永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 こういうビジョンを策定すると、たいてい、何年おきに見直しのようなものをするわけです

けども、この地域新エネルギービジョンには、ＰＤＡＣというような取り組みはなかったんで

しょうかね、そのへんをちょっとお聞きしたいです。 

〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 

 この新エネルギービジョンだけではなくて、いろいろなものに、その評価を入れていかなけ

れば、次の施策展開ができないと思いますので、今後つくる、富士川町の地球温暖化対策の実

行計画におきましても、数年おきにはローリングをするような形で、時代に合った計画にして

いかなければ、やはり絵に描いた餅で終わってしまうんではないかなと思っておりますので、

今後も４つのリサイクルをうまく使いながら、評価も加え、改善も加え、時代に合った計画に

なるようにやっていくつもりでおります。 

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） 

 今の、町長の言葉に期待したいと思います。その際に、ぜひとも、その町民の中でそういう

活動をやろうという動きがあったら、ぜひ、そういう力を育ててほしいし、町と協働してやっ

ていくような広い活動になっていくということが必要だと思いますので、地域施策編の中では、

そういうことを積極的に取り入れていただきたいというふうに思います。 

 ２番にいきます。 

 広大な森林を有する富士川町では、豊富な木質バイオマスを資源として、有効活用すること

で、エネルギーの地産地消、新しい地域産業創出による里山再生、循環型社会の構築などを目

指す政策が期待されております。町内の環境団体から、かじかの湯への木質バイオマス燃料を

具体的に活用する提言がされているわけですけれども、これを取り入れるお考えはないかと。

先日、臨時議会で補正予算が決定したわけですけども、それとは別に提言というのが町民の中

から出されてきたと思いますけれども、それについての町のお考えをお聞きしたいと思います。 

〇議長（望月邦彦君） 
 福祉保健課長、深沢和利君。 

〇福祉保健課長（深沢和利君） 
 永井議員さんのかじかの湯の改修に伴いまして、バイオマスの導入をというようなことでご

ざいますけども、お答えを申し上げます。 
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 甲州鰍沢温泉、かじかの湯の改修については、長年、実施できなかった温泉構内改修工事や

建物、機械設備等で破損や故障をしている個所についての改修工事であり、温泉ボイラーにつ

いては、現在、通常に稼働しているため、富士川町地球温暖化対策地域協議会、社会福祉法人

かじかの会、峡南森林組合の３社からご提案をいただきました木質バイオマスボイラーの導入

につきましては、今回の改修工事に併せて導入することは考えておりません。 

 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） 

 今回の改修工事には間に合わないと思いますけれども、その後の提案書を見ると、かなり、

これは町にとって有利なものになるんではないかという内容なんですけれども、今回の改修工

事には間に合わないけれども、その後、そういう考えがあるかどうかをお聞きします。 

〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 

 今回のかじかの湯につきましては、指定管理者制度を採用いたしまして、そしてプロポーザ

ル方式でやっております。かじかの湯さんもこの提言書を持ってきてくれたんですが、もし、

そうであれば、かじかの湯さんが独自につくって、それを設置するというふうな提言をしてい

ただければ、もっとよかったのかなと思っております。 

 町とすれば、町有施設の中で、今、通常に、平常に稼働しておりますから、今のところ、か

じかの湯にそのボイラーの設置をすることは考えておりません。ただ、今後、新しく造る施設、

例えば道の駅なんかが、これから新しく出てくると思いますが、そういうところの暖房用の熱

源につきましては、当然、そういった木質バイオなり薪なり、考え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。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 この提案書ですけども、３社、３団体から提案書が出されているわけですけども、富士川地

球温暖化対策地域協議会、通称エコふじかわといいますけども、その会長の深沢修さん、それ

から社会福祉法人かじかの会理事長 保坂精治さん、そして峡南森林組合組合長 土橋金六さ

んということで、この時点では、まだかじかの会の指定管理者は決まっていなかったと思いま

すけども、今回、提案されていますね。その方たちがどういうことをここでおっしゃっている

かというと、エコ富士川の会長さんのコメントは、ちょっと時間の関係で割愛しますけれども、

かじかの会の保坂理事長さんの考えは、ちょっと一部分だけ読み上げます。「灯油の場合、為替

や国際情勢で価格の変動が起こり、このため、経営にも大変な影響を及ぼしてきました。今回

の木質バイオマスボイラーのことを知り、燃料として灯油と木材の両方を併用して、より経費

の削減を図り、石油価格の高騰時にも対応ができ、また地域の林業の活性化や自然環境の保持

にも役立つなど、たくさんのメリットがあると考え、富士川町にはぜひ、木質バイオマスボイ

ラーの導入のご検討をお願いしたいと考えております」ということと、それから峡南森林組合

長のご意見としては、「１本の丸太を製材すると、柱や板以外の部分、端材が出ます。それらを
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適正な価格で販売することができれば、森林所有者に少しは利益を還元することができるかも

しれません。間伐材などの町内の木質バイオマスの有効利用も進めます。ぜひ、本提案の遂行

をお願いいたします」ということで、出されています。これに関して、この団体に返答はされ

たのでしょうか。 

〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 

 この３団体は、私のところへ来て提案書をいただきましたから、その場では私は回答いたし

ました。今回のかじかの湯の改修の中には、ボイラー改修は入っておりません。かじかの湯さ

んも、今回、そのとき、もう手を挙げていましたので、その皆さんの提案の中に入れていただ

ければ、一番、利益を被るのはかじかの湯なんですね。町からは委託料はいかなくて、自分の

ところで利益を上げるために手を挙げてきたんですから、そこでそれは、一番、利益幅が大き

くなっていくんですから、かじかの会さんで、ぜひそういうものを設置すれば、しただけ、自

分のところへ経費はかからないわけですから、そういう提案をしてみたらいかがでしょうかと

いう、ご返答を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） 

 これは次の３番と関連するので、３番と関連して３番へいきます。 

 ＣＯ２の排出量取り引きの国内クレジット制が活発になっております。ボイラー燃料転換に

よるＣＯ２削減の国内クレジット化に向け、新しい公共支援事業などを活用して、調査・研究

すべきと思うが、その考えはあるかということで、今、利益はそのかじかの会のみというふう

におっしゃいましたけども、これはＣＯ２削減で大変、効力を発揮するわけですけども、これ

は町にとっても大変、あるいはわが国の環境にとっても、とてもいいことではないかと思うん

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） 

 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 

 町内にもいろいろ、石油、ボイラーのところがあります。そこもＣＯ２を出しているには出

しているんですが、それぞれのところで、それぞれの努力をしていただく。それが、先ほど言っ

た地球温暖化防止計画の富士川町の実行計画の中で、地域編をつくっていくということであり

ますけども、この地域編をつくるときには、住民の皆さんにもお願いをしていかなければなら

ない部分がありますので、パブリックコメント等を出しながら定めていくこととなりますけど

も、いいものはいいもので、日々、出てくるわけです。いい車が出たから、それでは、今、動

く車もすぐ捨てて、新しい省エネの車に買い替えれば一番いいわけでありますども、次に買う

ときには、そういうものに変えていきたい。今回のかじかの湯のボイラーも、当初からボイラー

の改修は入っておりませんので、ボイラーを改修するときには、当然、そういうことを考えて

いかなければならないものと考えています。 

〇議長（望月邦彦君） 

 ８番、永井寛子さん。 
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〇８番議員（永井寛子君） 
 今、ガソリンもなかなか手に入らないという事態になっておりまして、まして灯油も大変高

騰しているときですし、これはバイオマス、薪ボイラーですけども、薪ボイラーと灯油と併用

できるという、薪だけにするんではなくて、灯油と薪を併用して、どちらでもそのときの時代

の要請にあった形で、灯油が高騰すれば薪にすればいいし、灯油が安くなれば灯油にできるし

という、そういうメリットもあるということで、年間の経費も１３０万円ほど安くなるという

ことで、いいことずくめのような気がするんですけども、そのへんをもう一度、お聞きします。 

〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 

 いいことは、よく分かります。その設置経費は役場が出さなければならないですね。そこで

浮いた利益は、みんな指定管理者がもっていくんです。ですから、そういった利益幅が出るん

であれば、その利益幅の範囲で、指定管理者が付けてもいいんではないかなと。先ほど申し上

げましたように、今回、熱源ボイラーを改修する予定には入っておりませんので、今、使える

ものを捨てて、先ほど議員さんが言ったように、使えるものをどんどん、ゴミは捨てて、これ

と同じ理屈になってくるんではないかなと。しっかり、それは使いながら、また灯油は、本当

に手に入らないようになれば、これは変えなければならないかもしれません。今のところは、

まだ町とすれば、ボイラーを改修する予定がないから、今回は見合わせているということであ

ります。 

〇議長（望月邦彦君） 

 ８番、永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 捨てるんだったら、私、こんなことは言わないんですけども、併用できますよというところ

で申し上げたんですけども、それはもう分かりました。今の時点では、そういうものはないし、

ただ、ここで国が新しい公共支援事業というのをやっていまして、これにセットすればできる

んではないかなというふうに思ったんですけども、これは無理なんでしょうかね。新しい公共

支援事業とのセッティングは。これは無理なんでしょうか、ちょっと、そのへんを。 

〇議長（望月邦彦君） 
 福祉保健課長、深沢和利君。 

〇福祉保健課長（深沢和利君） 
 それでは、永井議員さんの新しい公共支援事業につきまして、お答え申し上げます。 

 新しい公共支援事業につきましては、平成２２年１１月２６日に成立した国の補正予算であ

りまして、平成２５年３月３１日までの２年間の事業として予算化されておりますが、県にお

いては平成２３年２月議会において、基金を創設したところでございます。 

 町では今後、関係機関とも協議を行う中で、二酸化炭素削減の国内クレジット化に向けての

事業活用ができるのかということを検討してまいりたいと考えております。 

 先ほど、町長が申し述べましたように、今後、町の二酸化炭素の削減計画を策定していくわ

けですけども、そういった計画の中で、指定管理者の部分等につきましても検討していきたい

と思います。よろしくお願い申し上げます。 
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〇議長（望月邦彦君） 

 ８番、永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 ここにＣＯ２の排出量取り引きとありますけども、過日も新聞に南アルプス市が水力発電か

ら得られたＣＯ２の排出量をカーボンオフセットとして企業に売って、そのお金でカーボンオ

フセット野菜というものを、つまり付加価値を付けた野菜を作って売ると。こういう記事が載っ

ていまして、これぞ先進的な取り組みだなと思ったわけですけども、そういうことができると

富士川町の名もあがるし、売るということもできれば、かなりいい施策になるんではないかと

思いますけれども、今はできないということでも、今後の取り組みとして、来年度、地域新エ

ネルギービジョンが策定されるということなので、そういう中で、少しずつ、そういうものも

取り入れるということは、いかがなものなんでしょうか。 

〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 

 昨年秋に成立した国の補正予算によりまして、新しい公共支援事業というのが出てまいりま

した。県、あるいは地元自治体も関与はしていくんですが、実施主体はＮＰＯが主体なんです

ね。ですから、そういう人たちからそういう提言さえあれば、また町として、どこまで関与で

きるなのか、協力できるなのか、そのへんを今後、検討してまいりたいということであります。 

〇議長（望月邦彦君） 

 ８番、永井寛子さん。残り３分です。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 時間がありませんので、最後へいきます。 

 新聞報道によりますと、火災報知器の普及率は山梨県の場合、全国ワースト２位ということ

です。今年６月までに、すべての住宅に設置が義務付けられているわけですけども、本町では

普及率を把握しているのか。また、期限までの達成はできるのか。どんな取り組みをしたかを

含めて、手短にお願いします。すみません。 

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） 
 手短ということですので、手短に答えたいと思います。 

 普及率の関係でございますけども、消防庁の調査によりますと、火災報知器の普及率は全国

で平均６３．６％。本県の普及率は４２．５％。本町の普及率につきましては、本年２月の時

点で４１％となっております。これまでの取り組みでございますけども、今まで町では消防団

の協力を得まして、消防団による広報活動、それから町の広報誌を活用しまして、住宅用火災

警報装置の呼びかけなどのＰＲを行ってまいりました。 

 今後も峡南広域行政組合の消防本部などと協力しながら、住宅用火災報知器の普及率の向上

に努めていきたいと思っております。 

 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 

 ８番、永井寛子さん。残り１分です。 
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〇８番議員（永井寛子君） 
 問題は災害弱者への対応ですけれども、経費の部分と、それからあと取り付けですね。お年

寄りが１人で取り付けることはできないという、そのへんのところの対応をどのようにされる

のか、お願いします。 

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） 
 災害弱者の対応方法でございますけども、町としましては、今、一人暮らしの高齢者に対し

ての購入補助の制度はありません。永井議員の言われるように、実は火災報知器、買うにはそ

んなには負担がかからないわけですけども、買ってからの部分、それから火災報知器の斡旋や

取り付けなどを、実は町の電設安全協力会と協議する中で、今後、そのへんを検討していきた

いと思っております。 

〇議長（望月邦彦君） 

 ８番、永井寛子さん。時間です。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 火災の場合は、お年寄りの逃げ遅れというのがかなりありますので、ぜひ町としても、その

ような対応をお願いします。終わります。 

〇議長（望月邦彦君） 

 以上で通告７番、８番、永井寛子さんの一般質問を終わります。 

 ここで、暫時休憩します。 

休憩 午後 ３時２５分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午後 ３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８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、今回起きた宮城沖地震での被災した方々のご冥福を心よりお祈り申し上げます。 

 それでは、通告に基づいて質問していきたいと思います。 

 災害に強いまちづくりについてということですが、今回、タイミングよくというと、ちょっ

と失礼になりますけども、残念ながら、本当にタイムリーな一般質問になりましたけども、私

たちも改めて防災について考えるときだと思います。 

 僕も以前、新潟中越地震のボランティアに参加をしたことがあります。テレビで見れば、た

しかに悲惨な状況ですけども、実際、現地で立ち合ってみると、その道路には亀裂が走って、

車が走れずに、そしてマンホールも液状化で飛び出してトイレも使えなかったり、そして電柱

もへし折れて電気がこない。そして家屋も倒壊して、とにかく住むところもないし、そして水

道も破裂して、水も飲めない。そんな状況の中で、僕たちも２日間、実際、その現地にいまし

たけども、その２日間いるだけで、本当に、僕たちも死んでしまうんではないかというくらい、

苦しい思いをした経験があります。その被災した方々、これから先、何カ月もそこで不便な生
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活を送らなければならないということで、本当に、今回、被災した方々の苦労というのは分かっ

ていると自分では思っていますけども、そして、そのときに、たまたま、被災した方と話をし

たんですけども、普段、みんな防災訓練とかをして、そういう防災意識は高めているつもりだっ

たけども、実際、死を直面してしまうと、本当に頭の中が真っ白になって、その場で何をして

いいのか、分からないような状態で、とにかく行ったり来たりで、そして家族がいなくなって

探したりということで、本当にパニック状態になっていて、僕も言葉で言っても説明しきれま

せんけども、本当に災害というものは悲惨なものだというふうに思います。 

 そんなところで、今、この富士川町も防災について取り組みはしていると思いますけども、

まだ新町になって新しい防災計画書とかできていないと思いますけども、旧増穂町の防災計画

書というものを見させてもらいました。実際、詳しくは書いてありますけども、やはり実践向

けの資料というものを、これからはつくらなければならないかなというふうに感じております。 
 そこで、まずは１番目の質問に入りたいと思います。 
 実際に大規模地震が発生したときの町の対応策について、伺いたいと思います。 

〇議長（望月邦彦君） 
 総務課長、井上明君。 

〇総務課長（井上明君） 
 今、長澤議員さんがたまたまタイムリーだったかなというようなお言葉がございましたけど

も、非常にテレビを見ると、とても信じることができないような大災害になっております。そ

んな部分を、実は想定してつくっているわけではないんですけども、今の長澤議員のご質問に

お答えをしたいと思います。 
 今、言われるように新町の地域防災計画を今、策定中でございます。旧町の地域防災計画に

基づいて、行動のほうはさせていただいております。大規模地震が発生した場合は、現在、旧

町の地域防災計画に基づき、応急活動を行うことになっております。 
 災害発生時の対応でございますけども、災害対策本部を設置いたします。町長を本部長とし

まして、災害対策本部組織を編成し、地震情報、被害状況の収集や住民への広報活動、公共施

設、ライフライン等の被害状況や警察署、消防等の関係機関からの被害状況など、情報収集を

行うことになっております。 
 また、消防団の出動要請、被害者に対する避難場所の開設、救援・救護、物資の調達、食料

の確保を行うなどの対策を行い、被害状況に応じましては、住民の災害対応対策のために必要

である場合には、自衛隊や相互援助協定を締結している団体への災害派遣要請や協力要請を求

める、そのような形になっております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ２番、長澤健君。 
〇２番議員（長澤健君） 

 大体、そんなような意見になると思いましたけども、実際、役場職員も全員被災するわけな

ので、やはり、そういうマニュアルというか、そういうふうな資料ではなくて、これからはもっ

と実践向きなものをぜひ、つくっていってほしいというふうに願いますけども、今回、非常に

たまたま、この一般質問が重なったということで、いろんな人から、町のことに対して要望が

ありましたけども、これは一番最後に要望ということで言わせてもらいますけども、では次の

２番目に移りたいと思います。 
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 富士川町では、各種団体と災害協定というものを結んでいるんですけども、実際、電話や電

気、上下水道、ライフラインが崩壊しているときにどのような救済をしてもらうのか伺います。 
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） 

 本町での災害時における相互援助に関する協定につきましては、町田市、それから富士川町

の電設安全協力会、それから建築協議会などと協定を結んでおります。 
 具体的に申し上げますと、町田市との協定は食料および生活必需品や、その供給に必要な資

機材の提供、救援および救援活動に必要な車両等の提供、ボランティアの斡旋、救急および応

急復旧に必要な職員の派遣などでございます。 
 富士川町は建設協議会とも協定を結んでおりますけども、主な内容は町が管理する建築物お

よび施設の機能の確保、緊急を要する建築資材等の調達・移送、応急仮設住宅等の設置などで

ございます。 
 また、富士川町電設安全協力隊とも災害協定を結んでおります。具体的な内容ですけども、

災害状況に関する情報収集および報告。公共施設の電気設備の被害状況の確認。公共施設等の

電気設備の応急措置、応急復旧などに関する業務でございます。 
 以上でございます。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ２番、長澤健君。 

〇２番議員（長澤健君） 
 分かりました。そうはいっても、そういう被災している中で、たぶん、連絡とかつかないと

思うんですね。そういう場面で。どうしても、被災した状況の中で、たぶん各種団体の皆さん

も被災した中で、地元の人たちの救援活動というのは、たぶんできないような状態にはなって

いると思いますので、ぜひ、そのボランティアを集う中で、そういう、よそから来てくれるボ

ランティアの方々を受け入れる体制というものをしっかりしてもらいたいんですけども、僕も

実際、現地へ行ったときに、いろんなところから物資や、いろんな支援のものが届くんですけ

ど、ただ、そのときに災害のボランティアセンターの設置はしたんですけど、その建物もちょっ

と倒壊しそうなところで設置していたり、とにかく、そこにボランティアとして１千人ぐらい

集まってしまったんですけども、誰がどこへ行くということもできずに、結局２日間でやった

ことというのは、その物資を倉庫へ運んだぐらいのことしかできなくて、その間にも自分たち

の、ボランティアの人たちの、そういうトイレとか、食料のことまでも問題になってきたりし

て、非常にボランティアというのは難しいんですけれども、そういうところで、役場職員や社

協、社協に災害ボランティアというのを設置はしているんですけども、３番目に移りますけど

も、この被災時の個々の活動内容というものは、どんなふうになっ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） 

 役場職員および災害ボランティアの災害時の個々の活動内容でございますけども、地震災害

発生時の職員の活動内容は、現在は旧町の地域防災計画で定められた災害応急対策活動を実施

するということになります。活動内容的には地震情報、被害情報等の収集の把握や住民への広
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報活動、応急対策資材の確保や避難場所の開設、ライフラインの供給状況の把握などでござい

ます。 
 今、ご質問がございましたボランティアの関係でございますけども、ご存じのように社会福

祉協議会が窓口になっておりまして、年に一度、町で実施する総合防災訓練にも、このボラン

ティアの設置訓練というのを毎年、社協のほうでさせていただいています。 
 災害発生時に駆けつける災害ボランティア希望者においては、町社会福祉協議会が窓口とな

り、災害ボランティアセンターを開設運営します。ボランティア活動内容については、災害、

安否、生活情報の収集、災害時の要介護者の介助および看護補助、清掃、炊き出し、救援物資

など、あらゆる分野にボランティアをしていただくようなことになっております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ２番、長澤健君。 
〇２番議員（長澤健君） 

 実際、災害で、今、話をしているのは、文書の上ではたぶんできると思うんですけど、実際

の本当に被災したときというのは、被災した人でなければ分からないという部分もありますの

で、ぜひ今回の宮城沖地震のほうにもぜひ、現地のほうで１回、災害ボランティアの皆さんも、

現地へ行ってボランティアをしてもらいたいなというふうにも考えていますし、今、県内にも

ＮＰＯ法人で、災害に本当に詳しい方々もいますので、ぜひ、そういう方々の意見を聞きなが

ら、災害のボランティアをしっかりとしていただきたいなというふうに思います。 
 また４番に入りますけども、今後の富士川町として、ぜひ防災計画をつくるのであれば、実

践に使える独自の町民が分かりやすい、防災計画をつくってもらいたいんですけども、先ほど、

堀之内議員のほうも防災マップの作成のほうを提案しておりますけども、実際、富士川町で、

どこにどんな危険が潜んでいるかというのも、町民に分かるようにしてもらいたいと思います

し、本当に災害に強い町というものは、被災して３日間の行動ができる町であるというふうに

考えます。富士川町独自で、被災して３日の行動マニュアルの作成というものを望みますけど

も、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） 

 ３日間の行動マニュアルの作成について、お答えを申し上げます。 
 地震発生時には、次のような行動が必要になろうかと思います。まず地震が発生しますと、

落ち着いて自分の身を守り、倒れやすい家屋などから離れ、揺れがおさまったら火の始末など

を行い、安全な場所に避難します。続きまして、家族の保護や安否を確認し、家の状況などを

確認すると。 
 次に、それが一段落しますと、近所、隣の安否を確認し、お互いに助け合っていくという部

分になろうかと思います。それから家屋が崩壊したり、火災などが延焼などで、自宅が危険な

状態になった場合には、避難場所に避難するというようなマニュアルになろうかと思いますけ

ども、このように地震発生後は自助、自分の命は自分で守っていくんだよという部分と、それ

から共助、隣近所で助け合っていきましょうという、この部分の、３日間は期間になろうかと

思います。地震発生後、３日間を被災住民が落ち着いて行動できるような、地域の実情に応じ

ました行動マニュアルを、長澤議員のご提案のように作成をしていきたいと考えております。 
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〇議長（望月邦彦君） 
 ２番、長澤健君。 

〇２番議員（長澤健君） 
 分かりました。そうはいっても、被災したときには弱者もいますし、またこの３日間、生き

ながらえるだけの、各地区に備蓄倉庫というものを設置して、水とか食料とか、毛布とかを備

えるようなマニュアルもほしいんですけども、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、自助の部分ですと、これは自分で責任を持ってやることですけども、そのへんの部分に

関して、家屋の家財の倒れとか倒壊とか、そういうような部分の進めですね、そういう部分は

していますし、それからまた備えが重要になります。その備えの部分は何かに応じて、今言う

ように、３日間の食料とか、水の供給とか、確保とかというのを自分でしていただく、自助の

部分になろうかと思います。今、長澤議員が言われたのは共助の部分かなと思います。地域防

災の、ご存じのように自主防災の強化に関しましては、町としましても浄水器や発電機、それ

から可搬式の小型ポンプと、いろいろ、そのような部分の中で、自主防災の強化は図っており

ますし、今後とも自主防災の強化には全力を尽くしていきたいと思っております。 
 以上でございます。 

〇議長（望月邦彦君） 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 長澤議員の行動マニュアル、大変、重要だと思いますので、今、総務課長が答弁したように、

今後、富士川町の地域防災計画と併せて、つくっていきたいなと思っております。ただ、この

行動マニュアルは、町全体をつくっても意味がないと思っています。例えば、青柳町にお住ま

いの皆さんと平林の皆さん、あるいは穂積の皆さん、十谷の皆さん、それぞれ地域の状況が違

いますので、その地域の実情に合った行動マニュアルをつくっていきたいと、こんなふうに考

えております。 
 また備蓄の話が出ましたけども、備蓄は災害が発生しますと、町の職員のほうも被害状況を

すぐとりますので、どこにどういう状況であるか。そして、そこに重点的に物資が送り込める

ようにしていくためには、各地区に備えるよりも町全体で、また町が備えるもの、あるいは企

業にストックしていただくもの、そんな中で災害時の食料等についてはやっていきたい。ただ、

可搬式のポンプみたいに、一時を争うものについては、各地区の自主防の皆さんで管理をして

いただくというようなことになると思います。そんなことを今、考えております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ２番、長澤健君。 
〇２番議員（長澤健君） 

 分かりました。本当に今、タイムリーな話で、今の話の中で、被災して３日間の行動がたぶ

ん、生死を一番決め付けるのがこの３日間だと思うので、ぜひ、そのへんを詳しく取り込んだ

防災計画をつくってもらいたいなと思います。 
 最後に１つ、要望で終わりますけども、今回の地震の中で、町で防災無線が流れましたけど
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も、ほとんど聞き取れないというクレームもありましたので、ぜひそのへんも、もう一度、ハー

ド面の整備もしていただきたいなというふうに要望しながら、以上で終わりたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 以上で通告８番、２番、長澤健君の一般質問を終わります。 
 続いて通告９番、１４番、芦澤益彦君の一般質問を行います。 
 １４番、芦澤益彦君。 

〇１４番議員（芦澤益彦君） 
 最後の質問になるわけですが、まずもって東北・北関東大震災で被災された皆さん、またお

亡くなりになられた皆さんに本当に心よりお悔やみ、またお見舞いを申し上げます。一日も早

い復興を願うものでございます。 
 それでは、質問に入ります。 
 まず１番、高病原性鳥インフルエンザの町の対応について、伺いたいと思います。 
 昨年秋から、鳥インフルエンザが全国的に日本列島を襲っております。北海道でカモ、鹿児

島ではナベヅル等の渡り鳥の感染が判明し、鳥への感染も島根県で確認をされました。また本

年１月には宮崎県を中心に西日本の養鶏場で多発し、山梨県に近い愛知県でも２月に２カ所、

発生しております。また昨日は、千葉県でも発生をいたしております。 
 発生した養鶏場での防疫策は殺処分、ニワトリを全部殺すわけですが、これしかなく、ひと

たび発生すれば、養鶏場の経済的損失は計り知れないものがあります。原因は、感染した渡り

鳥がウイルスを運んでくる。これが有力な経路であるといわれています。人間への感染は、ほ

とんどありませんが、地域住民にとっても不安でございます。 
 そこで本町にも養鶏場が何件かあるわけですが、町の対応を４点ほど伺いたいと思います。 
 まず第１に、万が一、こんなことがあってはならないんですが、本町の養鶏場で、このイン

フルエンザが発生したときの町の対応策、マニュアルができているのかどうか。これを伺いた

いと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 農林振興課長、井上修君。 
〇農林振興課長（井上修君） 

 芦澤議員さんの発生したときの町としての対応策ができているかという、ご質問に対してお

答えさせていただきます。 
 高病原性鳥インフルエンザが発生すると、その対応策は市町村を超えて広域的になり、専門

的な判断も必要となります。本年１月、新たに県危機管理対策本部設置要綱が県において設置、

策定されました。この要綱により市町村で発生したときは、県畜産協会など、関係団体等と連

携し、危機事案に関する情報収集や鳥の処分など、応急対策の決定、実施に伴う地域での説明

会等を県と共同で行う対応策が作成されております。 
 町では休日・夜間でも連絡系統の対応策を作成しており、養鶏農家からの通報につきまして

は、家畜保健衛生所が窓口となりまして、野鳥に関わる地域住民からの通報につきましては、

町から県林務環境部へ報告することになっております。近隣市町村で発生した場合におきまし

ては、県から農林振興課へ報告が入る体制になっておりますので、よろしくお願いしたいと思

います。 
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〇議長（望月邦彦君） 
 １４番、芦澤益彦君。 

〇１４番議員（芦澤益彦君） 
 発生した農場のニワトリは、いくら元気なニワトリでも全部殺すという、殺処分になるわけ

です。そして、その鳥の処分先は、この養鶏場で埋める場所を見つけるということになってい

るわけですが、養鶏場にそういう場所がない場合は、町とか県とか公共の用地を確保するとい

うような段階になっております。町として、そういう対応は考えているかどうか。 
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） 

 基本的には買っている養鶏業者の敷地内で埋処分、埋めるということが基本になっています

けども、その埋める土地がないということであれば、県・町で相談する中で公共用地を、近隣

の用地を見つける予定になっております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 １４番、芦澤益彦君。 
〇１４番議員（芦澤益彦君） 

 それでは、２番に移ります。 
 本町の養鶏場の戸数ですが、飼養羽数とか、こういったものを調査していると思いますが、

その実態が分かりましたら、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） 

 本町での養鶏業者は６戸ありまして、ブロイラー農家が４戸、そして鶏卵農家が２戸になり

ます。飼育羽数につきましては、ブロイラーで１７万３千羽、鶏卵で２万５，４５０羽が飼育

されております。また個人で１４羽を飼育されている方、１戸を確認しているところでござい

ます。 
 以上になります。 

〇議長（望月邦彦君） 
 １４番、芦澤益彦君。 

〇１４番議員（芦澤益彦君） 
 ３番へいきます。 
 発生した、例えば養鶏場の半径１０キロ以内は生産物、例えばタマゴとか、ブロイラーであ

ればニワトリですね、こういったものが出荷停止となります。本町の養鶏場から１０キロ範囲

という中に、どのくらいの農場があるのか。これがもし、調査していたら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） 

 県の調査で示されております県内養鶏業者の分布図によりますと、発生地等を中心に半径

１０キロ県内に入る養鶏業者等は、最大で南アルプス市で８戸、中央市で８戸、身延町で４戸

が該当いたします。調査につきましては、県と町の立ち入り検査のときに、併せて行っており
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ます。 
 以上になります。 

〇議長（望月邦彦君） 
 １４番、芦澤益彦君。 

〇１４番議員（芦澤益彦君） 
 いろいろと調査をしていただいていて、本当にありがたく思っております。 
 ４番にいきます。 
 予防策として、野鳥進入ネットを張ったり、小動物の侵入を防いだりとか、さらには消毒剤

も十分、備えなければならないわけでございます。県は１月、消石灰の無料配布を県下の養鶏

場に行いました。これは一定の防除効果が上がっております。徹底した消毒も、これは常時、

必要であるわけでございますが、町として、この消毒剤の助成というようなものは考えている

かどうか、ここのところを伺いたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 農林振興課長、井上修君。 
〇農林振興課長（井上修君） 

 県では１月末に、備蓄用の在庫消石灰を養鶏業者へ無償配布したところでございますが、今

後の対応につきましては、不明でございます。町としましては、鳥インフルエンザの発生状況

や現在の段階で、近隣市町村の対応状況も考慮する中で、現段階では助成は考えておりません。 
 以上です。 

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） 
 なんといっても、これは地域の住民にも非常に不安を与えたり、飼育している農家ではもう

壊滅的な打撃ということになりますので、町と県の対応をしっかりしていただきたいと要望い

たします。 
 次に観光対策について、お伺いをいたします。 
 富士川町には、観光資源は豊富にあるわけでございますが、ほかと比較しますと、観光行政

はいささか緩やかという言い方をさせていただきます。地域資源を生かした観光の再生こそが

本町の活性化のもととなると考えられます。 
 そこで観光振興について、２点、提案をしたり、伺いたいと思います。 
 まず、１番目です。近年、人工の美よりも自然の美が高く評価されておりますが、水と緑が

美しいだけでは、容易に集客の役目を果たしてくれるとは考えられません。そこで地域活性化

の起爆剤として観光ルートを決め、そのルートを走るマラソン大会、これを全国に発信して開

催したらいかがでしょうか。情操豊かで健全な観光地として、自然の美とともに広く受け入れ

られると考えられます。開催するには非常に難問題もあると思いますが、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） 

 芦澤益彦議員の、観光振興対策についてのご質問にお答えいたします。 

 ９９



 本町の観光ルートは平林、穂積および五開の３筋を基本として、大柳川渓谷と桜まつりやあ

じさいまつり、さらにはゆずまつりやラ・フランス狩りなどを組み合わせた観光コースと櫛形

山、源氏山などの登山道を利用したトレッキングコースを設定しております。そして、今後は

まちなかの施設を結んだ散策コースやみさき耕舎から氷室神社、ふるさと自然塾などを結ぶ

ショートトレイル、短い自然の道を歩いてもらうものですが、それとかみさき耕舎から小室、

高下、清水を結ぶロングトレイルなど、富士川町の自然を満喫でき、楽しんでいただける観光

コースの設定を、今、考えているところであります。 
 また、観光ルートを使用してのマラソン大会を全国規模で開催するということは、地域の活

性化を図る上で、また観光振興対策の１つとして考えられますけども、大会会場の整備や参加

者への接待、宿泊施設の確保、安全なコースの設定、さらにはトイレ、給水所など、大会運営

に多くの条件を満たさなければなりません。また、アウトドアということになって、それが大

会ということになりますと、各辻々に交通安全員を設定していかなければならない。非常に膨

大な、特に陸上競技の場合には、こうした大会には相当の人が必要となってきます。 
 したがいまして、現時点でのマラソン大会の開催は厳しいと考えておりますが、今後、本町

の観光施策を振興する上で、新たに含めて、今までのものもありますが、本町の観光コースを

定める中で、そのコースを利用したアウトドアスポーツ大会の開催、例えばトレイルランとか、

そういったものでは十分、対応できるんではないかなと思っておりますので、今後、検討して

いきたいと思っております。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 １４番、芦澤益彦君。 

〇１４番議員（芦澤益彦君） 
 このロードレースとか、トレイルとか、マラソンは県内でも本当に１３市町村で、現在やっ

ているわけですね。大きいマラソン大会とかトレイルランニング、今、町長が言いました、山

道を走ると。それにロードレースとか、いろいろな方法があります。非常に経費もかかること

ですし、大きく、いっぺんにやることは難しいというお話ですので、できることから、ぜひひ

とつ取り組んで、若者に今、非常に人気がありまして、どの大会もいっぱいの申し込みという

ことも聞いております。どうか、そういう方向で進んでいただきたいと。よろしくお願いいた

します。 
 次に、２番に移ります。 
 町民の何人かを観光モニターとして委嘱して、年に１回か２回、旅費実費を支給しまして、

観光先進地を個人的に視察してもらい、本町の観光地づくりについて、見てきたリポートを提

出していただくと。また旅行先のＪＲの駅とか交通機関、自治体等にはパンフレット等を同時

に持っていって配布してもらう。そしてＰＲをしてもらう。いわゆる、こういう行動を起こす

モニターの委嘱ということを提案したいですが、町長のお考えを伺いたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 地域振興課長、矢崎仁君。 
〇地域振興課長（矢崎仁君） 

 それでは芦澤議員のご質問に、観光モニターの委嘱ということについて、お答えをさせてい

ただきたいと思います。 
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 まず本町の観光施策の方向性や振興対策を図る上で、広く、また多くの方々の意見を聞くと

いうことは、とてもやはり重要、また大切であります。 
 その手段といたしましては、議員の言われるモニターの委嘱、また今、盛んに使われており

ますインターネットなど、そういうふうなものを活用したアンケート調査とか、色んな方法が

考えられると思います。町の観光振興を図る上で、両方やるということもありますし、また、

最も効果的な、広く、多くの人の意見が聞けるような、そういうふうな方法を今後、考えてい

けたらと思っております。 
 また、パンフレットの配布につきましては、中央自動車道のサービスエリア、談合坂等でご

ざいますけども、各道の駅、これらにお願いしており、またＪＲの駅でのＰＲ活動につきまし

ては、富士川地域身延線沿線観光振興協議会、こちらのほうとともに静岡駅や八王子の駅など

に出向いて、町の物産品を配りながら、またＰＲしていくというものでございます。 
 今後はまた、昨年設立しました富士川町観光物産協会、こちらとも連携する中で、さらなる

ＰＲ活動を今後、続けていきたいというふうに思います。 
 以上です。 

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） 
 パンフレット配りとかＰＲ活動は今もやっていると、こういうことでございますが、３日ば

かり前のＮＨＫで放送されたわけですが、これは震災の前です。江ノ島というと、非常に昔か

ら、われわれも子どものとき修学旅行に行ったり、景勝が素晴らしい観光地ですが、最近、こ

このところ、観光客が減少しているそうでございます。それで、やはり地域の人は非常に頭を

痛めていたわけですが、市民の発想で、この江ノ島の中にルートを定めて、宝探しを企画して、

参加無料で観光客にそれを呼びかけた。それをしたところ、非常に大好評で、最近は徐々に観

光客も増えてきて、平日もおおぜいの客で賑わっていると、こういうようなことが放送されま

した。やはり観光というのは、お金をかけるばかりがいいのではなくて、その土地へ行って、

これは素晴らしいことだ、いいことだということを体験すれば、自然に人が集まってくると、

こういうものだと思います。 
 私の提案しましたモニター制度も、例えばこういうところへ行って、それに参加して、その

研修をしてきてもらう、勉強してきてもらう、こういうようなことを言いたかったわけでござ

いますが、ぜひまた、いろんな施策の面で考えていただきたいと思います。 
 これで終わります。ありがとうございました。 

〇議長（望月邦彦君） 
 以上で通告９番、１４番、芦澤益彦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 ４時１４分 
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平成２３年３月１５日 
午前１０時００分開議 
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１．議事日程 

 
日程第１ 諸般の報告 
日程第２ 議案第６号 富士川町学校給食センター設置条例の制定について 
日程第３ 議案第７号 富士川町行政組織条例の一部を改正する条例について 
日程第４ 議案第８号 富士川町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正す

る条例について 
日程第５ 議案第９号 富士川町職員給与条例の一部を改正する条例について 
日程第６ 議案第１０号 富士川町社会体育施設条例の一部を改正する条例について 
日程第７ 議案第１１号 富士川町町営バス設置条例の一部を改正する条例について 
日程第８ 議案第１２号 富士川町ゴミ収集処理手数料徴収条例の一部を改正する条

例について 
日程第９ 議案第１３号 富士川町公園条例の一部を改正する条例について 
日程第１０ 議案第１４号 平成２２年度富士川町一般会計補正予算（第４号）につ

いて 
日程第１１ 議案第１５号 平成２２年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算（第

３号）について 
日程第１２ 議案第１６号 平成２２年度富士川町国民健康保険診療所特別会計補正予

算（第１号）について 
日程第１３ 議案第１７号 平成２２年度富士川町老人保健特別会計補正予算（第２号）

について 
日程第１４ 議案第１８号 平成２２年度富士川町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第２号）について 
日程第１５ 議案第１９号 平成２２年度富士川町介護保険特別会計補正予算（第３号）

について 
日程第１６ 議案第２０号 平成２２年度富士川町介護サービス事業特別会計補正予

算（第２号）について 
日程第１７ 議案第２１号 平成２２年度富士川町奨学金特別会計補正予算（第１号）

について 
日程第１８ 議案第２２号 平成２２年度富士川町簡易水道事業特別会計補正予算（第

３号）について 
日程第１９ 議案第２３号 平成２２年度富士川町下水道事業特別会計補正予算（第

４号）について 
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日程第２０ 議案第２４号 平成２３年度富士川町一般会計予算について 
日程第２１ 議案第２５号 平成２３年度富士川町国民健康保険特別会計予算について 
日程第２２ 議案第２６号 平成２３年度富士川町老人保健特別会計予算について 
日程第２３ 議案第２７号 平成２３年度富士川町後期高齢者医療特別会計予算につ

いて 
日程第２４ 議案第２８号 平成２３年度富士川町介護保険特別会計予算について 
日程第２５ 議案第２９号 平成２３年度富士川町介護サービス事業特別会計予算に

ついて 
日程第２６ 議案第３０号 平成２３年度富士川町奨学金特別会計予算について 
日程第２７ 議案第３１号 平成２３年度富士川町簡易水道事業特別会計予算について 
日程第２８ 議案第３２号 平成２３年度富士川町下水道事業特別会計予算について 
日程第２９ 議案第３３号 平成２３年度富士川町営農飲雑用水事業特別会計予算に

ついて 
日程第３０ 議案第３４号 平成２３年度富士川町箱原農業集落排水事業特別会計予

算について 
日程第３１ 議案第３５号 平成２３年度富士川町鹿島財産区特別会計予算について 
日程第３２ 議案第３６号 平成２３年度富士川町カラマツオ外三十山恩賜林保護財

産区特別会計予算について 
日程第３３ 議案第３７号 平成２３年度富士川町活性化事業特別会計予算について 
日程第３４ 議案第３８号 平成２３年度峡南地区ことばの教室共同設置特別会計予

算について 
日程第３５ 議案第３９号 平成２３年度峡南地区充指導主事共同設置特別会計予算

について 
日程第３６ 議案第４０号 平成２３年度富士川町水道事業会計予算について 
日程第３７ 議案第４１号 公の施設の指定管理者の指定について 
日程第３８ 議案第４２号 公の施設の指定管理者の指定について 
日程第３９ 認定第１号 富士川町道路線の認定について 
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２．出席議員は次のとおりである。（１６名） 

 
 １番  鮫 田 洋 平        ２番  長 澤   健 
 ３番  秋 山   貢        ４番  齊 藤 正 行 
 ５番  市 川 淳 子        ６番  齊 藤 欽 也 
 ７番  井 上 光 三        ８番  永 井 寛 子 
 ９番  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 
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開会 午前１０時００分 
〇議長（望月邦彦君） 

 ここで、このたび地震災害により、多くの方がお亡くなりになられております。謹んでお悔

やみ申し上げますとともに、ご冥福を祈り、１分間の黙祷をしたいと思います。 
 （ 黙 祷 ） 
 黙祷終わります。 
 相互にあいさつを行います。 
 （ あ い さ つ ） 
 着席してください。 
 平成２３年第１回富士川町議会定例会第３日目の本会議に、議員各位には大変お忙しいとこ

ろ、ご出席いただきまして、誠にありがとうございます。 
 これから、平成２３年第１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、ならびに説明員として出席通知のありました者の職氏名は、一覧表として

配布したとおりです。 
 なお、本日は質疑の日程になっておりますが、補正予算案件１０件については、質疑終了後、

討論・採決を行いますので、よろしくお願いします。 
 質疑の回数は、会議規則第５５条の規定により３回までとなっていますので、議会運営にご

協力をお願いします。 
 また平成２３年度予算案については、お手元に配布した常任委員会日程表および議案付託表

のとおり、所管の常任委員会に分割して付託しますので、質疑は大綱のみに留めてください。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第２ 議案第６号 富士川町学校給食センター設置条例の制定についてを議題とします。 

 これから、議案第６号の質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 井上光三君。 

〇７番議員（井上光三君） 
 学校給食センター設置条例について、ちょっと大変、細かいことで恐縮ですけども、気になっ

たもので、気になったままで置いておくのも何かなと思ったので質問いたしますけども、まず

１つ目、第５条、運営審議会ですが、私もだいぶ昔の話ですが、規則とか、こういうものの作

成に携わる仕事を何年かしておりまして、法令４号とか勉強した経緯がありまして、ほとんど

忘れてしまったんですが、これを読んでいくと、なかなか気になったところがありましたので、

その５条の運営審議会、通常、こういうようなところに運営するための組織を置く場合は、運

営委員会というものが適切かなと思ったんですが、この審議会にした理由というのをちょっと

お聞かせください。 
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〇議長（望月邦彦君） 
 教育総務課長、川手貞良君。 

〇教育総務課長（川手貞良君） 
 井上光三議員の審議会の関係で、お答えをさせていただきます。 
 審議会につきましては、委嘱された者が運営に関して詳しく相談をするという委員会でござ

いまして、これは国のほうで示されている設置条例の中に、審議会を設置するという雛形もあ

りましたので、審議会ということで、今回は設置させていただいております。 
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） 

 雛形に沿ってということですが、最近では、こういう大きな施設の組織であれば、審議会を

使っているんでしょうけども、最近では運営委員会というのが適切かなと思いまして、そんな

質問をしたんですけども、結構です、分かりました。 
 それから大変、細かくて恐縮ですけども、５条の２項、審議会の委員は次に掲げる者のうち

からとあるんですが、うちからというのは１号、２号、３号の中から何人か選ぶということで

しょうか、お願いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 教育総務課長、川手貞良君。 
〇教育総務課長（川手貞良君） 

 ２項の関係でございますが、１号、２号、３号と掲げてございますが、ちょうど次のうちか

らということですけども、一応、各教育長、各小中学校長、管内のＰＴＡ会長を委嘱、または

任命する予定でございます。 
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） 

 分かりました。こういう場合は、全員入れる場合は、うちからということは入れないのが普

通の条例とか、規則とかをつくる場合はそうかと思いますけども、了解いたしました。 
 それから同じ２項で、これは印刷ミスだと思いますが、読んでいきますと、うちからのあと

富士川町教育委員会（以下「教育委員会」）という。とありますが、本当は「という。」のあと

に括弧を付けるのが普通だと思いますが、これは印刷ミスということでよろしいですか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 教育総務課長、川手貞良君。 
〇教育総務課長（川手貞良君） 

 大変、申し訳ございません。印刷ミスでございます。すみませんでした。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ７番、井上光三君。３回ですから。 
〇７番議員（井上光三君） 

 同じところを３回という意識だったんですが、そうではなくてですよね。この条例に関して

３回ということですね。では、質問の仕方がちょっとまずかったですね。まだ、あと２つか、

３つあったんですが、分かりました。あとで、大変細かくて恐縮だったので、条例自体は了解
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していますので、あとでまた、担当者に聞きたいと思います。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ほかに質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 なしと認めます。 
 以上をもって、議案第６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７号 富士川町行政組織条例の一部を改正する条例について 
   日程第４ 議案第８号 富士川町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について 
   日程第５ 議案第９号 富士川町職員給与条例の一部を改正する条例について 
   日程第６ 議案第１０号 富士川町社会体育施設条例の一部を改正する条例について 
   日程第７ 議案第１１号 富士川町町営バス設置条例の一部を改正する条例について 
   日程第８ 議案第１２号 富士川町ゴミ収集処理手数料徴収条例の一部を改正する条例について 
   日程第９ 議案第１３号 富士川町公園条例の一部を改正する条例について 

 以上の７議案は条例の一部改正案でありますので、一括して議題とします。 
 これから、議案第７号から第１３号まで一括して質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 ８番、永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 議案第８号の、職員の育児休業等に関する条例の一部改正について、質問します。 
 職員の育児休業に関する条例改正ということで、非常に関心の高いところでもあるわけです

から、先日の説明だけでは、私、よく理解できません。それで、こういう条例のときは、この

説明のほかにかいつまんで、ここは要するに、こういうことを言っているんです。つまり町民

に対して分かりやすく、ぜひ課長さん方はやっていただきたいと思います。 
 これは非常勤の職員にも該当するというんだけども、例えば最初は、いずれに該当する非常

勤職員以外の非常勤職員ということですよね。とても分かりにくい表現をしているわけで、そ

のあとのアからウなのか、１番から３番なのか、このへんのことは、これ以外の非常勤職員と

いうことで、たぶん、いっていると思うんですよね。だから、とても分かりにくくて、私、ちょっ

とよく分からないんです。こっちの最後まで、ちょっと分からないので、ここで一つひとつ説

明いただくということは、ちょっと時間がかかってしまうかなと思うので、かいつまんで、こ

こは要するに、こういう人はこうなるんです、例えば一定の非常勤職員に関しては、子どもの

養育に応じて、子どもの出生時から、いついつまでというような形での休暇がとれますよみた

いな、簡単な表現を使った言い方で、もう一度、説明を、あとで文書にしていただくと、大変

分かりやすいので、そんなことをお願いできないでしょうか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 総務課長、井上明君。 
〇総務課長（井上明君） 

 今の永井議員の質問に答えたいと思います。 
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 非常に言われるとおり、条例が複雑というか、分かりづらい部分がございます。例えば、１つ

の例をいいますと、非常勤職員の該当する職員がこういうので育児休暇がとれますよという言

い回しではなくて、こういう職員以外の者がとれますよという言い方をしています。非常にそ

のへん、どういう意図があって、こういう言い回しをしたのか、ちょっと、そのへんは不明で

ございますけども、今まで職員がとれていた部分を、ある一定の条件を満たした非常勤職員に

与えることができますよという部分の改正でございまして、なかなか取得条件というのがかな

り厳しいものになってきております。 
 そんな関係で、今の永井議員のご要望に沿えるかどうか分かりませんけども、もうちょっと

整理をして、提出できるようにし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） 

 ８番、永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 よろしくお願いいたします。終わります。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ほかに質疑はありませんか。 
 ５番、市川淳子さん。 

〇５番議員（市川淳子君） 
 議案第１２号のゴミ収集の手数料の徴収の件なんですけども、この条例は、施行は５月１日

から施行するということで承知していますけども、これは一般の小売が５月１日からというこ

とでよろしいんでしょうか。あと在庫を抱えているお店の対処とか、そこらへんはどうなって

いるんでしょうか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町民生活課長、川住資農夫君。 
〇町民生活課長（川住資農夫君） 

 市川議員の質問に対して、お答えします。 
 ５月１日というのは町民への周知期間、あるいは小売業者への周知期間を設けるために５月

１日とさせていただいております。それで、小売業者につきましては、当然、物が下がります

ので、その間は持ちに来ていただく、あるいは販売するときにこういうことで変わりますよと

いうことは申し上げるわけなんですけども、在庫についても在庫の棚卸し等をしていただいて、

その中で、お金ではなくて、物で精算をしたいというような考えでおります。多く抱えていれ

ば、今、高く買っているわけですので、その分を物で精算ができればという考えでおります。 
 以上でございます。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ほかに質疑はありませんか。 
 ６番、齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 まず議案第７号、行政組織改編の条例について。 
 地域振興課を商工観光課と、これは町民にもイメージが湧くようにということで、名称変更

するという、この点については、私は異論がないわけですけども、同時にそれに伴って企業立

地推進室を商工観光課に持っていくということについて、正直、私としては、例えば企業立地
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というのは、富士川町のある特定の場所へなんらかの企業を誘致してこようと、いろんな計画

を立て、また調整もしていくんでしょうけども、いろんな、実際にことを行っていく上では、

いろんな部門との調整をとらなければいけないという立場にあると思うんですよね。たしか町

長の説明だと、建設課や農林関係が分庁舎にあるから、向こうのほうが手近のところで、いく

つも調整ができるんではないかなというお話もあったんですけども、例えば財政課や税務課、

そういったものは本庁舎にあると。やっぱり、企業立地推進というのは、いわゆる、今後のま

ちづくりの基本的な雇用対策、税収対策、活性化ということ、いろんなことを含めて、これま

であった企画課に、私としては置くべきではないかと思うんですけども、そういう、今、私と

町長の、これまでの説明との食い違いを述べさせてもらいましたけども、それについて、今一

度、お話を伺いたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 商工観光課の中に、企業立地推進室を置くことについての質問にお答えをいたします。 
 昨日の小林議員さんからの、政策立案プロセスの中でもお話ししました。職員同士がいろい

ろ練り上げてきたものを関係する課で調整会議をしながら、そして、またそれが企画立案になっ

たときには、政策会議において最終決定をしていくというお話をさせていただきましたが、い

ろんな問題は、町のどの部署がやっても、最後は全部、本庁舎へあがってくることになってお

ります。そのあげるまでの過程で、いろいろ課との連携をしていかなければいけない。そして、

企業立地ですから農耕法、あるいは低工法、いろんな法律が絡んできますが、そういった法律

を農林振興課が持っていたり、また開発の関係では、建設課が持っていたりいたしますので、

その分で連携のとれる１つの分庁舎のほうに置いたほうが、いろんな面で行ったり来たりは、

日常のところにないということから、今回、企業立地推進室を商工観光課の中に、一緒のとこ

ろに置いておきたいということです。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ６番、齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 この件は、町長の今言った、政策決定プロセスに関わる町長なりの、やりやすいということ

が、たぶんあるんだろうと思いますけども、私からすると、政策の中心になっているのは、な

んと言っても企画課だろうと思うんです。今回は、それでやってみて、仮にうまくないなと思っ

たら、また戻していただければいいと、それについては思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 昨日、市川淳子議員さんのときにお答えをいたしましたように、企画の中に建設、農林振興、

産業観光、ここをとりまとめている担当もおります。そういう中で、企画が関与していないと

いうことではなくて、常に企画はそれぞれの全部署の相談を受けたり、調整機能を果たしたり

しておりますので、企画は常に絡んでいる。そしてまた、お金のかかるものであれば、政策会

議の中で、人がかかるものもありますので、総務課長、財政課長も入った中での最終決定をし

ていくというプロセスをとっておりますので、全部署が町の課題等に関わっているということ
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でありますので、今後も、そういう意味で、たぶんいけるんではないかなと思っております。

よろしくお願いします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ６番、齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 次に議案第１１号、町営バス条例の設置条例の改正ということについて、質問したいと思い

ます。 
 これまでは十谷から、この間、前回、まほらの湯まで延長しました。これまでは区間によっ

て料金が、最終的には５００円でしたか、まほらまで行くと。それを２００円にすると。これ

は町民も、特に利用される方は非常に喜ぶことだろうと思います。 
 ただ一方で、デマンドバスを使わざる得ない方たちは、今、３００円ですかね、年齢に関係

なくということだと思います。そういうことを考えたときに、利便性、あるいは利用者への配

慮という、あるいは町がどこまで、公共交通システムの費用を負担するのか。あるいは受益者

に、利用される方はどれだけ負担していただくのかということが、たしかにシステムの違いは

あります。そして経費の違いもあるだろうと思います。ここは、公平性という観点からして、

今回の措置だけでは、私はちょっと不十分ではないかと。もし、これをおやりになるんであれ

ば、当然、ほかの公共交通システム、これの見直しも同時にしていかなくてはいけないだろう

と思います。そういう意味で、お聞きしたいのは、こういう料金体系、体育施設等も、いろん

な施設がありますけども、料金体系、そのものについて、町としては、どのように考えている

のか、お伺いしたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 町の料金体系についてでありますけども、まだ合併したばかりで、合併する前に決めていこ

うという部分と、合併したときにこうしようという部分が、そして合併してから、これは検討

していこうという部分、３つに分かれてきております。ここは合併後に、また調整していこう

ということでありますが、町営バスにつきまして、今回、一律２００円にさせていただきまし

たのは、この町にはコミュニティバスが通っております。これは増穂商業から市川大門まで行

くわけでありますが、これは一律２００円でやっておりますので、同じ町内に住む人が、距離

が遠いからといって多く金を払うというのは、これはいかがなものかなということから、これ

は路線バスでありますから、コミュニティバスに合わせて、一律２００円ということにさせて

いただく、今回の提案であります。 
 それとデマンドバス、おっしゃるとおりであります。ただ、３００円が高いのか、ちょうど

いいのか、これは議論があると思いますけども、片方が２００円になってきたということであ

ります。このバスについては、それぞれの人が停留場まで歩いていっていただかなければなら

ない。デマンドバスのほうは家まで迎えに来てくれる、また送ってきてくれるという、町営バ

ス、コミュニティバスとは違った便利さがあります。ただ、料金を決めていくには、陸運事務

所の許可も必要になりますし、そしてこのコミュニティバスと町営バスは、町営バスは町が運

営しています、コミュニティバスはタウンコーチさんに委託をしております。それはいいんで

すが、デマンドバスのほうは町内の民間のタクシー会社にお願いしている部分がありますので、
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これから鰍沢地区にもデマンドバスを広げていく、そのエリアと併せて、今、地域公共交通会

議の中で、町営バス、デマンドバス等のバランスも図りながら、そして料金のこと、いろんな

ことの整合性をとりながら、やっていくつもりでおります。 
 まだ、そちらのほうは地域公共交通会議の中で、具体的なものが出ていない、これは民間の

タクシー業者との調整が終わっていないからということでありますけども、それを待っていた

らなかなか、これも進みませんので、今回は町営バスの部分を出させていただきましたが、い

ずれデマンドバスのほうもタクシー業界と調整がとれれば、もうちょっと安い値段で運行がで

きるようになっていくんではないかなと思っております。 
 これは、町が事業主体ではありますけども、地域公共交通会議というところが運営している

デマンドバスでありますから、そちらのほうに諮りながら、また陸運事務所のほうの許可もい

ただきながら、早い時期に鰍沢の地区にもデマンドバスを広げたり、料金体系のほうも見直し

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） 

 今、早い時期にということでしたけども、これは相手もあることですから、いろいろ時期的

なズレは当然、出てくるだろうと思うんですけども、もしここで、例えば本年度中には目安を

つけるとか、そういっためどがあれば、時期的なめどをおっしゃっていただければありがたい

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） 

 私とすれば、本年度中も早い時期にやっていきたいと思っておりますが、タクシー業者さん

のほうも、デマンドバスをあまりに値段を下げてしまうと、日常のタクシー業者率が非常に下

がってしまうというふうなところもあります。うちのバスは１日１１時間なり、現在は借りて

おりますけども、それ以外にもタクシーで動いている方もおります。そのへんのすみ分けがう

まく、業者さんにも理解していただいたりしていかなければならない、難しい問題もあります

が、私とすれば、今年度中とはいわなく、もっと早い時期にや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） 

 いずれにしましても、こういう違いの料金というのは、まったく形態が違うので、なかなか

難しい例があると思いますけども、いろんな料金を設定する場合の基本的考えというのを、絶

えず明確にしていただきたいなと一方では思いますし、なんとか、そのへんの考え方の統一性

も図れるようにお願いしたいと思います。 
 続きまして、議案第１２号 ゴミ袋の手数料徴収条例について。これは当局からも全員協議

会等において、細かい説明をいただいております。それを踏まえた上で、ここでは、かつて１８年、

１５円を２０円に上げました。当時はゴミの減量化、あるいは中巨摩広域へ新たに算入してい

く。それと、それまで使っていた富士川協業組合の解散、あるいは解体といったようなことで、

いろんな経費がかかるというのが、町民にご理解をいただき、５円、値上げをさせていただい
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た。今回は、この２０円を１５円に下げるのではなくて、１４円にすると。かつて１５円だっ

たんですけども、それをさらに１円の１４円にすると。これは下げれば、当然、町民が喜ぶと

いうことは理解しておりますけども、たしかに減量化も進んできた意味で、町の処理費用もか

なり減ってきたというのは事実だと思います。かといって、今、この震災になって、石油もど

んどん、それ以前から中東、あるいはアフリカ北部の政変等で、石油も上がってきております。

そして、またここへきて、当然、いろんなものが上がるでしょう。 
 そういう中で、これまで理解していただいた料金、その差額というのは、たぶん微々たるも

のだと思います。３００万円、４００万円といった単位の金額だろうと思いますけども、そう

いうお金というのは、ますます実は、これから大事になってくる。特に、政府も今回の災害に

対しては、おそらくかなりの財政支出もしていかなくてはならないでしょう。地方交付税も当

然、減らされることも私たちは覚悟していかなければならないでしょう。そういうときに、あ

えて、今ここで下げる必要があるのかどうか、もうちょっと慎重に見定めてもいいのではない

かと思いますけども、そのへんについて、どうでしょうか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 富士川町のゴミの収集袋については、１枚２０円ということで、これまで販売させていただ

きました。これも高くすれば、ゴミを出さないということもあるかもしれません。しかし、そ

の部分については、これからしっかり分別をしていただいて、水切りもしっかりしていただい

て、そうはいっても、最終的には燃さなければならないゴミも出てきますので、そういった普

段の環境活動をしていただく中で、燃すゴミについては、できるだけ負担のかからないように

やっていければというのが根底にあります。 
 それと、もう１つは、これは一般廃棄物ですから、通常の税金の中で、役場がすべてやるべ

き仕事なんですね。ここで利益を上げるというのは、本来は本末転倒ではないかと。ただ、袋

の価格の変動がありますから、ぎりぎりのところでやっていくべきではないかなと、私は思っ

ております。 
 今回の値下げによりまして、約５００万円、町の収入が減ります。ただ、これは当然、一般

廃棄物の処理というのは、町の責務でありますから、それは税金の中で賄わなければいけない。

そうは言いましても、前の１枚２０円というのは、近隣の市町村なんかも精査をさせていただ

きました。甲府市、韮崎市、甲斐市、中央市が１枚１５円であります。近隣を見ますと、南ア

ルプス市が今、２０円であります。ちょうど、富士川町と同じでありますけども、市川三郷町

が１２円５０銭。昭和町が１３円。こういう中で、スーパーマーケットへ行くと、全部、袋が

並んでいるんですね。どうして富士川町と南アルプス市は高いのかと、住民からそういう声が

あります。そこで南アルプス市も一緒に検討する中で、南アルプス市は１３円から１５円にし

ていこうと。よその町は、条例でつくってありません。これ、本来は町が処理するものですか

ら、条例でつくるべきものではないんではないかと私も思いますけども、富士川町の場合は条

例でしてありますので、料金を定めなければなりません。そこで市川三郷町ほど下げることも、

ちょっと大変だろうし、昭和町ほど下げることも大変だろうと。ただ、隣の南アルプス市が

１３円から１５円という幅をもたせてありますので、その中間をとっても、十分うちのほうも、

袋を発注する際の料金の変動がありましても耐えていけるということで、当面、１４円で販売
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していこうということであります。 
 これからも環境教育を徹底する中で、できるだけ焼却ゴミを減らしていただくというお願い

は、住民の皆さんにやっ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） 

 ６番、齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 たしかにゴミの処理というのは、行政が責任を持つということは当然だろうと思います。そ

ういう意味では、例えば中巨摩広域というものに町として加入し、そこで焼却処分をできるよ

うに。そして、また収集体制については、協業組合にお願いするという体制をとっております

し、リサイクルステーション、有価物の分別も町が設置し、町民の協力を得てやっていくとい

う意味で、これは町が責任をもってやっていると、私は十分言えると思います。それと、一部

負担ですね。これを袋の値段にある程度、のせてやっていただくということは、ちょっと別に

考えていただきたいなということがあります。 
 それと、先ほど隣の南アルプス市が２０円を、いつからするのか知りませんけども、１５円、

ないしは１３円の幅でやるようなことらしいということでしょうけども、私が思うに、本町は、

例えば子どもを育てていくということについてはいろんな手厚い施策を、昨日も医療について

質問がありました。先進の施策をいっぱいやっています。一方で、そういう面をわが町は、ほ

かに先駆け、いろいろやっています。 
 そういうことを考えたときに、たしかに多くの若い人たちに住んでいただくということを考

えれば、利便性や公的なものの安さというのは大事かもしれませんけども、こと、このゴミと

いうのは、これまでもこのようにやってきたわけですから、私はあえて、ここで変更する必要

もないし、そして、仮に南アルプス市がもし、やられたら、そのときになって、改めて考えて

もよかろうと思うんですけども、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） 

 今、例を出した市町村は中巨摩広域ですべて、最終処理をしているところであります。住民

の皆さんからも同じ場所で処理をして、同じ方法で処理をして、なぜ富士川町はそんなに高い

んですか。３年ほど前から私も、昨日言いました車座座談会の中で、いろいろ意見を聞いてい

ます。市川三郷町は非常に安い、袋も大きい。富士川町は袋が小さくて高い、こういう話があ

りました。 
 そういう中で、中巨摩広域を構成している市町村の中で、ゴミ袋の話が出てまいりました。

南アルプス市も２０円は高いよねという話から、同じ時期に検討していますので、南アルプス

市も５月１日になります。やはり、さっき課長が言ったように周知期間もありますので、うち

もやはり南アルプス市と同じ、５月１日から１４円にしていきたいということでありますけど

も、くどいようですが、私はこのゴミ袋で、他のもので町が収益を上げて、子育てにお金をつ

ぎ込むとういのは、間違っているんではないかなと思います。町の無駄の事業を省いて、そし

て住民が必要とする事業にお金をかけていく。これは町の努力でできますが、町は税金をいた

だいておりますので、町が責務であるものは、本来は税金の中でやっていかなければならない。

ただ、袋を発注するときに社会変動もありますので、値段を決めてありますから、そこにある
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程度の余裕を持たせてやっていくということでありますけども、５００万円と言いましたけど

も、まだ町でも若干、利益幅もあります。これはまた、環境のために使っていこうかなと思っ

ておりますが、今回はそういった意味で、他市町村とこういった意味で遅れをとってもいけな

いし、そして、これは本来は町がすべてやるべきではないかなと。実費をいただくのであれば、

私が正しいんではないかと思っておりますので、今回、こういう提案を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） 

 町長のお考え、よく分かりました。ただ、安いだけではなくて、町民に負担の理解を求めて

いくということも、同時に行政の役割だと思います。 
 以上をもって、私の質疑は終わりにしたいと思います。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ほかに質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑なしと認めます。 
 以上をもって、議案第７号から第１３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１０ 議案第１４号 平成２２年度富士川町一般会計補正予算（第４号）について 
   日程第１１ 議案第１５号 平成２２年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）に

ついて 
   日程第１２ 議案第１６号 平成２２年度富士川町国民健康保険診療所特別会計補正予算（第

１号）について 
   日程第１３ 議案第１７号 平成２２年度富士川町老人保健特別会計補正予算（第２号）について 
   日程第１４ 議案第１８号 平成２２年度富士川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

について 
   日程第１５ 議案第１９号 平成２２年度富士川町介護保険特別会計補正予算（第３号）について 
   日程第１６ 議案第２０号 平成２２年度富士川町介護サービス事業特別会計補正予算（第２号）

について 
   日程第１７ 議案第２１号 平成２２年度富士川町奨学金特別会計補正予算（第１号）について 
   日程第１８ 議案第２２号 平成２２年度富士川町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）に

ついて 
   日程第１９ 議案第２３号 平成２２年度富士川町下水道事業特別会計補正予算（第４号）につ

いて 
 以上の１０議案については、平成２２年度の補正予算案でありますので、一括して議題とし

ます。 
 これから、議案第１４号から第２３号まで一括して質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 ４番、齊藤正行君。 
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〇４番議員（齊藤正行君） 
 それではテニスコートの件について、確認をさせていただきたいと思います。 
 非常に工事を始めたことによって、いろんな障害が出ているということの中で、現地の視察

もさせていただきました。やっぱり当初からの対応に甘さがあったということは、当然、否め

ないことだと思います。ただ、そういう中でも、やはり工事は進んでいるということの中で、

議会としても進めていくべきだろうという結論にはなったんですけども、今回の補正でもって、

１，２２０万６千円という金額が、ここに提示されています。説明の中では、３，３００平方

メートルの土地を掘削し、その中にガラがあるだろう、ガラを出す、それからそこに鉄筋を入

れて、１５センチのコンクリを打つという説明だったと思います。 
 私も多少、そういう仕事にも関わっている関係もありますけども、４千円、５千円くらいの

平米単価になるんではないかなと思うわけでして、当然、３，３００平方メートルに掛ければ、

それだけでこの金額を超えるんではないかと思うので、ちょっとそのへんで、この金額でテニ

スコートが最後まで完成するのかどうか、お伺いをしたいと思います。 
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） 

 ただいまの質問にお答えします。 
 今、議員さん言われましたように、今回の追加の工事部分、概算ですけども、単価が５，

２００円、１，８２０万円ほどを見込んでおります。要求のほうにつきましては、１，２２０万

円ということですけども、これは当初の予算と請負金額との差額がございますので、その部分

を差し引いた金額で予算要求をしております。 
 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） 
 請負金額との差額ということですけども、これは８千何百万円が入札でされて、議会も承認

しているわけですよね。その中で、当然、掘削する部分はあったと思いますね。当然、あった

と思います。その部分の金額が今度はダブってくるので、それ以上、掘って、コンクリを打つ

かという部分があると思うんですけども、その差額という理解でいいんですか。掘削する部分

の差額がそれにかかってくると。 
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） 

 あくまでも、今回の追加の５０センチ掘ってという部分は、１，８２０万円の金額です。こ

れまでの請け負った当初から若干の変更がありますけども、そういうものも足して、それから、

それを当初の予算で差し引いた差額が、この１，２２０万円という金額になります。 
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） 

 では、これ以上の補正はないという理解をさせてもらいますので、ぜひ、よろしくお願いし
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たいと思います。 
 それから、もう１個。この前、説明を受けるときに、５月の連休ころまでには仕上がるとい

うようなお話もありました。やっぱりテニス関係者の方から、いつ仕上がるんだとか、なんか

工事が遅れているとかという話も聞きまして、教育長のほうから、この間、そういう話があっ

たんですけども、おそらく１カ月足らずしかないですね。今、ここで工事が始まれば。当然、

無理ではないかなと私は思うんですけども、いかがでしょうか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 教育長、堀口広秋君。 
〇教育長（堀口広秋君） 

 今議会で１，２００万円余りの補正予算案を計上させていただいておりますが、テニスコー

ト全面にコンクリート地盤を造る工事に変更させていただきたいと思っております。その上に

砕石を敷き浸透舗装を行い、人工芝を張る工事にしたいと思っております。 
 なお、完成までの工事期間はおおむね２カ月ほどが必要とのことであります。過日、８日の

全員協議会の折に、私のほうから５月の連休にはテニス愛好者に使えるようにという話をさせ

ていただきましたが、まだ業者と詳細にわたる打ち合わせをしてございません前でしたので、

そのようなことを申しました。ここで訂正をさせていただきます。 
 議決をされました工事契約が、予定どおり完成ができないということでありますので、議会

と町民の皆さんには非常に、大変ご迷惑をおかけしているところでありますが、テニスを愛し

ます多くの町民の方々が、この完成を待っていることも酌量いただきまして、議員各位にはご

理解をいただく中で、早期の完成を目指したいと思っております。よろしくお願いいたします。 
 なお、今回の設計業務につきましては、判断の甘かった部分がありましたことにつきまして

は、大変に申し訳ないわけでありますが、この場を借りてお詫びを申し上げます。 
 今後は、かかることがないように気をつけますので、補正予算の議決につきましては、重ね

てよろしくお願い申し上げます。 
 以上でございます。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ４番、齊藤正行君。 

〇４番議員（齊藤正行君） 
 では安全に、期限に間に合うように工事が進むことをお願いしまして、終わります。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ほかに質疑はありませんか。 
 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 それでは、先ほどの齊藤正行議員がテニスコートでお聞きしたんですけども、１点だけ、も

う一度、確認させていただきたんですけども、１５センチの鉄筋のコンクリートを全面に打つ

ということですけども、コンクリートのガレキとか、いろんなものが埋設されていますけども、

あれは結論的にはどのくらい、何メートル掘削して、コンクリートを打つんでしょうか。その

点だけ、確認をお願いします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 生涯学習課長、望月親人君。 
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〇生涯学習課長（望月親人君） 
 お答えします。 
 本来ですと、かなり深くまで掘って、そういったものを取り除いたあとにやれば、一番いい

んでしょうけども、そこまでの費用はかけられません。今の計画ですと、５０センチの深さま

で掘りまして、下に１０センチの砕石、１５センチの鉄筋コンクリートを打ちまして、そのあ

と２０センチの砕石、それから舗装をして人工芝という方法を考えています。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 現地を見させていただいて、陥没しているところが５０センチ以上あったところもあります

よね。そこについては、では現在、陥没しているところを埋め戻すとか、してやるんですか。

どういうふうにするんですか。５０センチ以上、陥没していますよね。その点について、お願

いします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 生涯学習課長、望月親人君。 
〇生涯学習課長（望月親人君） 

 全体を、とりあえず５０センチ掘ります。そこで、それ以上に陥没している部分につきまし

ては、当然、砕石をそれ以上、埋めます。そうではないところにつきましては、５０センチの

掘削したあとに砕石によって、鉄筋コンクリートを入れれば、その鉄筋コンクリートで地盤の

確保ができるんではないかということでございます。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 分かりました。それでは、一般会計の６ページの繰越明許費について、お伺いしたいと思い

ます。 
 民生費のデイサービスセンター、かじかの湯の改修事業というのは、６月いっぱいに工事を

完了して、７月から指定管理者のほうでオープンするということは理解しているんですけども、

８款の土木費、道路橋梁費、道整備交付金事業ですね。これが９，２００万円ぐらいですか。

これはどんな内容で、大体、では工期というのは、いつごろまでを予定しているのか。その点

について、お伺いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 建設課長、堀内尚巳さん。 
〇建設課長（堀内尚巳君） 

 それでは、お答えをいたします。 
 この道路橋梁費の道整備交付金事業につきましては、この１２月の議会で補正を追加させて

いただいた分で、この事業につきまして、なるべく早期に実施をしていきたいと思っています

けども、青柳長沢線、それから大椚大久保線、その２路線につきましては、調査費ということ

になっておりますので、地権者の方の状況もありまして、そのへんで早期にできるかという問

題も出てきます。できるだけ早く、解決をしていきたいと思っています。それから平林伊奈ヶ

湖線につきましては、工事になっておりますので、このへんにつきましては、すぐに事業を発
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注し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） 
 さっきの質問で、内容と大体、工期が分かればお答えしていただきたいということをお聞き

したと思うんですけども、工期についてはお答えいただいていないので、カウントしないで、

お答えをお願いします。 
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） 

 それでは、すみません。 
 青柳長沢線と、それから平林伊奈ヶ湖線、それから大椚大久保線、この３路線になりまして、

青柳長沢線と大椚大久保線につきましては、工事ではありませんので、測量関係。それから大

椚大久保線は用地関係になりますので、地権者の関係がありますので、このへんはちょっと、

時期がいつまでに、年度内には解決するんですけども、そのへんちょっと、明らかにはできな

いんですけども、平林伊奈ヶ湖線につきましては、まもなく発注を考えたいと思っていますの

で、できるだけ早く、工期としては夏場の時期までにはなんとか、完成するようにはしたいと

思っております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 その下の都市計画街路事業の６，６００万円について、同じようにお答えをお願いいたしま

す。 
〇議長（望月邦彦君） 

 建設課長、堀内尚巳さん。 
〇建設課長（堀内尚巳君） 

 ここにつきましても、やはり青柳１号線、それから青柳１１号線、それから金手小林線とい

う路線を整備しております。それで青柳１号線と、それから１１号線につきましては、委託関

係と、それから１７節の用地補償の関係になりますので、このへんはちょっと、できるだけ早

い時点で交渉していきたいということでありますけども、地権者がおりますのでというところ

があります。 
 それから、あと１５節の金手小林線につきましては、すみません、年度内に終了する予定で

おりましたけども、信号機の設置とか、それから交差点の部分の改良関係がことのほか、電線

の移設とか、そういうようなものが時間がかかりましたので、今現在、交差点のほうの整備を

しておりまして、４月いっぱいぐらいには、金手小林線については完了したいということでお

ります。 
 以上です。 

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） 
 ３回目になりますので、最後に水辺プラザ整備事業ということで、この前もご説明いただい

たんですけども、たしか、当初は、カヌーの発着場とかを利用しながら整備するという話です

けども、今度は民間の、身延の峡南高校のＯＢの方が市川下りを考えているということで、そ

れに向けて、その船の発着場を利用できるようにしていきたいというお話ですけども、当初の

カヌーの発着場から、そういった船下りの発着場となると、また計画も当然、見直さなければ

ならないのかなと思うんですけども、この点について、どういうふうに見直すのか、それとも

このままいくのか、その点について、お伺いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 建設課長、堀内尚巳さん。 
〇建設課長（堀内尚巳君） 

 将来的には、そこからカヌーもですけども、船下りをということで計画を民間の方が、ＮＰ

Ｏがなさっているということですけども、まだ、いつの時点でということではありませんので、

できるだけ、その広場の事業につきましては、当初、考えているような形で整備をしていくと

いうことでおります。 
 それは、いずれ、その船下りの関係の方にも、その広場として活用できますし、それから水

道の敷設とか、電気を引き込む配線の関係とか、そういうことは活用できるということですの

で、今回、広場整備は当初計画したような形で整備をしていく予定でおりますし、実はこのへ

んがちょうど富士橋のところで、管理関係が上流の事務所と、それから中流の事務所と分けら

れるという形になりまして、その占用の関係で、かなり時間がかかったということもありまし

て、ご迷惑をおかけしているというところでありますけども、そのへんの精査ができましたの

で、できるだけ早い時点でということですけども、ただ、河川の関係がありまして、このへん

が渇水期と、それから出水期で、出水期の時期は工事ができないというような状況があります

ので、今の段階ですと、やはり工事は１１月以降というような形になろうかと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ほかに質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑なしと認めます。 
 以上をもって、議案第１４号から第２３号までに対する質疑を終わります。 
 これから議案第１４号から第２３号まで、一括して討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 以上をもって、議案第１４号から第２３号までの討論を終わります。 
 これから日程第１０ 議案第１４号 平成２２年度富士川町一般会計補正予算（第４号）に

ついてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
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 したがって、議案第１４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１５号 平成２２年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算

（第３号）についてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第１５号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第１２ 議案第１６号 平成２２年度富士川町国民健康保険診療所特別会計補

正予算（第１号）についてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第１６号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第１３ 議案第１７号 平成２２年度富士川町老人保健特別会計補正予算（第

２号）についてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第１７号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第１４ 議案第１８号 平成２２年度富士川町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第２号）についてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第１８号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第１５ 議案第１９号 平成２２年度富士川町介護保険特別会計補正予算（第

３号）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１９号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第１６ 議案第２０号 平成２２年度富士川町介護サービス事業特別会計補正

予算（第２号）についてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
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 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第２０号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第１７ 議案第２１号 平成２２年度富士川町奨学金特別会計補正予算（第

１号）についてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第２１号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第１８ 議案第２２号 平成２２年度富士川町簡易水道事業特別会計補正予算

（第３号）についてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第２２号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第１９ 議案第２３号 平成２２年度富士川町下水道事業特別会計補正予算

（第４号）についてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第２３号は原案のとおり可決されました。 
 ここで、暫時休憩いたします。 

休憩 午前１１時０５分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午前１１時１７分 
〇議長（望月邦彦君） 

 休憩を解いて、再開いたします。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第２０ 議案第２４号 平成２３年度富士川町一般会計予算について 
   日程第２１ 議案第２５号 平成２３年度富士川町国民健康保険特別会計予算について 
   日程第２２ 議案第２６号 平成２３年度富士川町老人保健特別会計予算について 
   日程第２３ 議案第２７号 平成２３年度富士川町後期高齢者医療特別会計予算について 
   日程第２４ 議案第２８号 平成２３年度富士川町介護保険特別会計予算について 
   日程第２５ 議案第２９号 平成２３年度富士川町介護サービス事業特別会計予算について 
   日程第２６ 議案第３０号 平成２３年度富士川町奨学金特別会計予算について 
   日程第２７ 議案第３１号 平成２３年度富士川町簡易水道事業特別会計予算について 
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   日程第２８ 議案第３２号 平成２３年度富士川町下水道事業特別会計予算について 
   日程第２９ 議案第３３号 平成２３年度富士川町営農飲雑用水事業特別会計予算について 
   日程第３０ 議案第３４号 平成２３年度富士川町箱原農業集落排水事業特別会計予算について 
   日程第３１ 議案第３５号 平成２３年度富士川町鹿島財産区特別会計予算について 
   日程第３２ 議案第３６号 平成２３年度富士川町カラマツオ外三十山恩賜林保護財産区特別会

計予算について 
   日程第３３ 議案第３７号 平成２３年度富士川町活性化事業特別会計予算について 
   日程第３４ 議案第３８号 平成２３年度峡南地区ことばの教室共同設置特別会計予算について 
   日程第３５ 議案第３９号 平成２３年度峡南地区充指導主事共同設置特別会計予算について 
   日程第３６ 議案第４０号 平成２３年度富士川町水道事業会計予算について 

 以上の１７議案については、平成２３年度の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２４号から第４０号までの質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 委員会付託になる予算のことなので、大綱についてお聞きいたします。 
 まず、２３年度は基金を１２億円ぐらい取り崩すということで、繰り出しのほうも特別会計

のほうに国保とか老人保健、いろんな会計を合わせると１１億円ぐらい繰り出すことになって

います。やっぱり、これだけのお金は当然、必要になってくるわけでありまして、編成する当

局の方の苦労というのは大変だなというのは、とても実感しております。しかしながら、平成

２２年１１月の県のほうの、インターネットで公表している富士川町の地方債残高が７８億

８千万円、約７９億円ですね。隣の町と比べると、身延なんかは１００億、市川三郷は１１０億

円ですから、それに比べて多いかというと、そうでもないと。非常に役場職員の皆さんの、一

生懸命に、財政が厳しいながらも編成していただいているというのは、本当によく分かってお

ります。でもやっぱり、その地方債を毎年、この１０年間、約９億円ぐらいは継続して捻出し

ていかなければいけないということも事実でありまして、その点につきまして、今後、２３年

度は基金を１２億円取り崩して、財政調整、減債、公共、残りが６億５千万円ぐらいは残るん

ですけども、次年度に向けて、どういうふうにこの財政を考えているのか、お聞きしたいと思

います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 財政課長、齋藤和彦君。 
〇財政課長（齋藤和彦君） 

 それでは、秋山議員の財政に関するご質問に関しまして、お答えをさせていただきたいと思

います。 
 ２３年度の当初予算が、総額で７１億２，８００万円というふうな予算編成をさせていただ

いたわけでございます。この中身は当然、町民のためにやっていかなければならない施策とい

うものを盛り込んで、こういった金額になったわけでありますが、予算編成上、歳入のほうを

どういうふうに見積もるかということで、自主財源であります町税が約１９％、１３億７，

７００万円という金額であります。歳入の見積もりにつきましても、ある程度、固くといいま

すか、過大な見積もりはできないというふうな部分がありまして、町税も固く見積もってあり
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ますし、それから地方交付税なんかにつきましても、２２億円というふうな見積もりを出させ

ていただいたわけでありますが、これも安全圏の範囲内ということで、当初予算を組んでおり

ます。 
 実際、２２年度の予算につきましても、基金の取り崩しが１０億円というふうな当初予算を

計上したわけでございますが、年度が進むにつれて、収入が固まるにつれて、その基金の取り

崩しを、またもとに戻すというふうなことが可能になりますので、決算時にはある程度、取り

崩した金額にできるだけ近い金額をまた、もとに戻すというふうな努力でいたしております。

というふうなことで、１２億円取り崩しているわけですが、決算時にはこれに近い金額をまた、

もとへ戻せるというふうに考えております。 
 それから、各特別会計への繰出金でございますが、これは法定、ルール上に則った繰り出し

ということで、このへんについては、読めないような部分、扶助費とか、そういった部分もあ

りますので、法定の繰り出しというふうなことになります。 
 それから起債でございますが、２２年度、約７０億円というふうな残債があるわけでござい

ますけども、事業をやるについて、当然、起債というものを導入して事業等に入れていく。そ

れから過去の残債については、毎年、償還をしていくというふうなことで、今の現状で申し上

げますと、償還する金額、それから借り入れする金額、若干、借り入れが多いのかなというこ

とでありますけども、このへんをやはり、これから次年度に向けての事業、長期計画の中で事

業を進めていく中で、このへんについては、非常に気を使っていかなければならない。要する

に、返す額よりも借りる額が多くなりますと、当然、起債が増える、残債が増えるということ

になりますので、このへんは当然、気をつけて、長い目で見て、ここで起債をしていいのか悪

いのかということを判断しながら、起債を起こしていくというふうなことで、今後の財政の計

画を立ててまいりたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 まさに課長のおっしゃるとおりで、事務事業の見直しを非常に厳しく査定していかなければ

いけないということで、今年度、富士川町住民評価委員会ということが開かれまして、その評

価の結果報告というものが、去年の１２月２０日に出ておりますけども、これを見ますと、例

えば町単独補助工事、町の内部評価は改善という評価が出ているんですけども、この町民の皆

さんを交えた中の外部の評価は、継続ということになっているんですね。やっぱり、ここは町

民の皆さんはたしかに、私どももそうです、部落の水路とか改修してほしいというと、例えば

２００万円の工事で、町で６割、地元で４割、各区と集落で２割ずつということでお願いして、

非常に自分たちの生活環境を改善するということで、よくしていただいているんですけども、

先ほど課長のお話にあったとおり、やはり今後は厳しく、こういったことを見直していかなけ

ればいけないと。町では内部評価で改善していきたいといっても、こういった外部評価で継続

してほしいよと。ここの町の考えと地元住民の考えの差というものがあって、なかなか、では

改革していこうということができないんですね。でもやっぱり、これはもし外部評価でできな

ければ、議会がこういったことを、町の姿勢を後押しするということをやっていかないと、町

民の皆さんの要望を、すべて満たすということになってくると、限りあるお金の中で、すべて

今からできないと思うんですね。やはり、せっかく外部の評価の委員会をつくったんであれば、
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評価はそうなんだけれども、町としては、平成２３年度の予算には、こういうふうに、この事

業評価を生かしたよということがあるかどうか、その点について、お伺いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 秋山議員のご質問にお答えいたします。 
 ２３年度の当初予算は、国の地方財政計画が非常に厳しいものでありますから、当然、それ

を受けた中で、各市町村、予算編成をしていくわけです。特別の工事とかあれば、それは別で

すが、当町の場合はそういった特別な部分もありませんので、一応、財政計画に則りながら、

地方交付税は非常に厳しくなってくる。そして税収は若干、落ち込む。国全体では横ばいといっ

ていますが、この富士川町はやはり、よくなるときはゆっくり、悪くなるときは早いという地

域の特性があるものですから、若干、落としながらやっています。 
 そうした厳しい財政状況の中ではありますけども、地域からの要望、住民からの要望、こう

いうものには的確に対応もしていかなければならない。そういう中で取捨選択をする中で、事

業の優先順位も決めながら、予算編成をさせていただいたわけでありますが、総括表にもあり

ますように、町税が約１億円減らしております。これはたぶん景気が上向いてくる、今回、震

災もありましたから、先行きは不透明でありますけども、前年よりも６．５％減で予算編成さ

せてもらっています。 
 それと財政課長も言いましたけども、地方交付税、今、民主党さんも一生懸命、地方のため

にということで、今、やっていただいております。うちは算定替えがありますので、これも２２億

円で計上させていただいていますが、実際にはそれより多く見込めるんではないかなと。ただ、

不確定な部分がありますから、前年並みということにさせていただきます。 
 そういう中で、繰り入れを１２億７００万円、計上させていただいていますけども、この内

訳は財政調整基金、これが本当の町の自由に使える金でありますけども、昨年３億５千万円、

そして今年が４億５千万円、１億円増を見込んでいるだけであります。あとは不利な借金を早

く返していこうということで、減債基金から３億円。そして公共施設等整備基金、これはこれ

からの公共事業を進めていく上での貯金でありますけども、これをその財源不足の部分に今、

４億５，５００万円、充てさせていただいております。トータル１２億５００万円ということ

でありますが、これからの起債についても、これら公共施設整備事業については、起債という

ものもできるわけでありますが、単独事業債みたいに、あとの後年度の補助がないものは極力

やめながら、それは利息が付くだけですから、あと過疎債、あるいは辺地債みたいなもの、あ

と償還のときに交付税バックがある、そういった有利の起債を取捨選択する中で、事業をやっ

ていきたいと思っております。 
 そして、もう１つ。外部評価もありますけども、あの外部評価は、この全体というのは、こ

の議会で見ていただきたいと思っております。あの外部評価は、町の単独事業について、その

事業が住民のためになっているのか、町のためになっているのか、そういう評価をしていただ

いておりますので、この決算状況とか、予算のところは議会の議員さんにご審議をいただきな

がら、個々の事業で不要な事業があれば、とっていきたい。ですから、あの外部評価は、町の

単独事業だけを評価してもらうということで、今年、初年度ということで、一部、手を付けた

わけですが、これからは、まだまだ町単独の事業もありますから、もっと拡大をしながら、そ
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ういった外部の委員さんに事業評価をしていただくということで、やっていきたいなと思って

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） 

 私の質問を終わります。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ほかに質疑はありませんか。 
 ５番、市川淳子さん。 

〇５番議員（市川淳子君） 
 大綱ということなので、本当に大綱ということで、お願いしたいんですが、一番先に、予算

編成の概要というところで説明がありましたけども、私は今回、この２３年度の予算に、町長

は自分の政策として、本当にここだけは絶対に守りきるぞみたいな、ここはこっちの予算を減

らしても、ここだけは守ったというか、富士川町の特徴として、ここは残しておきたい、そう

いったところのご苦労があった部分があれば、この予算書を見る中で、私たちも理解度が深ま

ると思いますので、そこをぜひ説明してください。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 ２３年度の当初予算の特徴ということでありますけども、先ほど秋山議員にもお答えしまし

たが、地域から、あるいは住民からいろんな要望があるわけでありますから、予算全体を見れ

ば、総花的になっていると思います。どれが欠けてもいけないと思っておりますので、バラン

スよく予算編成はさせていただいたと思っておりますが、その中で、特にと言えば、昨年、非

常に暑い夏でありまして、私、所信のときも言いましたけども、幸い、この富士川町には子ど

もたちが熱中症にならなかったと。ただ、今後も温暖化傾向がありますので、暑い日は続くだ

ろうという中で、保育園から中学校まで、債務負担も組んではおりませんけども、保育園から

中学校まで、子どもたちの生活環境、教育環境をよくするためにエアコンを設置したいと。そ

の初年度として、保育園に一気に全部入れてしまう。併せて中学校も今年度以降、小中学校も

今年度以降、入るようなキュービクルの整備をしていく。そして４年はかかりますけども、子

どもたちの生活環境、教育環境を整備していきたい。それが今回の予算の、一番の大きな事業

でもありますし、特徴といえば特徴かなと。あとは住民の皆さんの要望があるものは、できる

だけ拾いながら、総花的な予算になっていると。私は、総花的な予算が良いか悪いかは別とし

て、この富士川町としてやっていかなければならない予算計上をしたと思っております。 
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） 

 よく分かりました。 
 先ほど、秋山議員のほうから外部評価ということで、単独事業だけをということなんですけ

れども、外部評価というのは非常に大事なことなんですけども、ただ単に要望を、要するに町

民の意見をとか、皆さん、自分たちのものはやっていただきたいというのが当然だろうけれど
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も、私もそれを見させていただいたんですが、ほとんど外部評価は継続なんですね。継続とい

うことは、本当に分かっているのかなと思う部分もあります。私が見させていただいた中で。

本当に町全体の予算を、議員はもちろんなんですけども、町民の方々がしっかりと把握して、

そして町全体で、今、町長がこういうところに予算を使っているということを、私たちも町民

の方々には訴えていきますけども、そういう機会がもしあれば、つくっていただけるようなこ

とがあれば、もっと理解が深まるのかなと思いました。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すか。 
 １２番、小林進君。 

〇１２番議員（小林進君） 
 議員になって、昨日も一般質問しましたけども、初めての当初予算を審議する過程において、

昨年の決算のときにも言ったんですけども、旧鰍沢町のやり方として、予算を付託してやった

ときもありましたし、人数が少ないために一本一本やっていくんですけども、富士川町の議会

のルールとして、委員会に付託して、その委員以外は出られないということは、同じ進行でやっ

ていますから当然ですね。しかし、普通、考えてみて、それはあり得ないということで僕は言っ

たんですけども、特別委員会においても、旧増穂町の方たちは、そのやり方でいいんですよね。

われわれは旧鰍沢町のやり方、新しい議員さんは今回５人、入ってきたんです。新しい議員さ

んも予算をするときに、委員会でやるのは結構ですよ、委員会付託。しかし委員外委員が、そ

の委員会に入れなくて発言ができない。予算だけ聞いていればいいのか。発言する、しないは

ともかくとして、説明だけは聞かなければいけないではないかなということで、僕、今まで言っ

ているんですけども、特別委員会、それでは駄目だよと。議会改革をするならば、ここの改革

をしなければ、僕は一番の困難だと思いますが、それはまた、あとで論議してください。 
 そこで、予算に入ります。 
 建設課長、これは私は委員ではないから聞けないので、１１１ページ、公園費の中の工事請

負費の大法師公園の園路の整備工事、２，８３０万円計上されていますけども、この中身を教

えていただきたいということと、ご案内のとおり、この４月に桜まつりがあるんですけども、

ご案内のとおり、桜がもう古くなりまして、非常に管理が大変ということで、旧町からも話を

しているんですけども、なかなか管理費が、厳しい財政だということを聞いているんですけど

も、昨年来の話を聞くと、予算的に厳しくなって、今まで３回、草を刈っていたところが、で

きなくて２回になってしまうとか、そういうようなことで、消毒も２回のところが１回になっ

てしまうという、予算がないということだけども、僕はある程度の、保護するものは保護しな

ければいけないんではないかなという観点から、あえてお聞きするんですけども、そのへんも

含めて、それから昨年、井上議員のほうから、土録からの道路をということをお願いしました

けども、この予算の中に反映されているのかどうか、そのへんを課長のほうから、ちょっとお

聞きしたいんですけど。 
〇議長（望月邦彦君） 

 建設課長、堀内尚巳さん。 
〇建設課長（堀内尚巳君） 

 それでは、先ほどのご質問にお答えいたします。 
 この大法師公園の園路整備工事、工事請負費で、２，８３０万円予算措置をしておりますけ
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ども、これは大法師公園の通称でいいます北線、南線のほうをすでに整備済みなんですけど、

北線ということで、弓道場から下の駐車場がありますけども、その間までの整備を今回、延長

が約４００メートルございます。それは整備をさせていただくという事業費であります。 
 それから、あと公園の管理の草刈り等の関係なんですけども、これは１３節の下から２つ目

の、そこに４８３万４千円ということで計上させていただいております。これは都市公園の、

大法師公園ばかりではありませんので、利根川公園、それから水辺プラザとか、そういうとこ

ろの草刈り関係を全部含めて、経費として盛ってありますので、この中で調整しながら担当の

ほうで、繁茂している公園のところは２回刈りをするとか、そういうことで調整をさせていた

だいております。 
 あとは、土録の道路につきましては、まだ事業、具体的な予算を盛るというところまでいき

ませんので、今回の予算の中には反映しておりません。 
 以上でございます。 

〇議長（望月邦彦君） 
 続いて、質疑に入ります。 
 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） 
 簡単にお聞きしたいと思います。 
 １つは、秋山議員が質問されていたことに関わりますけども、繰入金が今回は２億円ちょっ

と多くなったと。当初予算において。町債も７億円超える。これは常々、町長が大体７億円ぐ

らいというのが目安かなということをおっしゃっているんですけども、当初予算で、このくら

いの金額が見積もれるとなると、最終的にどうなるのかなという心配が正直あります。そこで、

お伺いしたいのは、いわゆる財政シミュレーション、これはあるんでしょうか。もしあれば、

提出していただきたいと思うんですけども、まず、それが１点です。 
〇議長（望月邦彦君） 

 財政課長、齋藤和彦君。 
〇財政課長（齋藤和彦君） 

 齊藤議員の財政シミュレーションのことにつきまして、お答えをいたします。 
 財政シミュレーションにつきましては、毎年度、見直しというふうなことで、１０年先のも

のを毎年度、作成をしております。これは県にも提出しておりますので、これについては公表

することはできます。 
 それから、なお、これは毎年、見直しをかけていくということですので、その状況によって、

その数値が毎年、変わってくるということをご理解いただきたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ６番、齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 次に２点目ですけども、これは５８ページに関わりますけども、歳入の項目で入湯税が

５０９万円、入っています。それに対して、歳出のほうで、５８ページになりますけども、か

じかの湯管理運営補助金ということで、６００万円。これまで、かじかの湯については、入湯

税分を指定管理者に補填してきたという経緯があるということを伺っております。まほらの湯
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については、入湯税というものがないですから、そのままやっていますけども、今回、６００万

円ということが同時に、入湯税分以上の金額が盛られたということはどういうことなのか、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） 

 かじかの湯への補助金の件についてでありますけども、かじかの湯につきましては、経営も

非常に困難、そして同じ町で、まほらの湯は入湯税を取らずに、同じ料金でやりながら、かじ

かの湯からは１５０円分、町のほうに入れてしまうというのは、これは同じ指定管理者として、

地理的のものを考えてもおかしいということから、入湯税で、町に入った分を補助金で出すと

いうことであります。入湯税は前年度の決算について、出していきます。これは今度、２３年

度にいただく入湯税と、そして２２年度相当分の入湯税をかじかの湯へ補助金を出していく。

まだ２２年度、確定をしておりませんので、つかみで６００万円ということですから、金額が

一緒になることはないと思っています。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ６番、齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 要は最終的には、確定という形で、補助金が決まるという理解をすればいいということでしょ

うか。 
 もう１点、これは１０１ページにかかります、大法師の桜まつりへの補助金についてですけ

ども、前年度５０万円が２００万円になりました。町長の説明では、少し大目に予算を組んで

おくと、補助金を組んでおくと。ここがちょっと理解できないんですが、決算にあたっては、

余れば返していただくみたいな話があったんですけども、補助金ということになれば、当然、

向こうの会計になります。実行委員会の会計に補助金が入ります。当然、そこですべて決算す

ることになるというふうに私は理解をしているんですけども、以前、町長が議員さんの中で説

明されたときに、多めに補助金を出すんだけども、やりくりの中で、町へも戻ってくるみたい

な発言があったんですけども、そこだけ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） 

 補助金にはいくつか種類がありまして、奨励的な補助金とか補助的な補助金、これはまさに

事業を執行するための財源措置、財源補助のための補助金であります。これまで、いろんな補

助金も出しておりましたが、補助金額は予算の範囲内で交付決定をしまして、事業が確定をし

たあと、実績報告をとって、はじめて額の確定をします。多ければ、そこに余りが出れば返還

もしていただきますし、全部、使えば、当初の交付決定どおりということになります。かつて

の増穂で行っておりました甲州増穂まつりについても、６００万円の補助金を出しながら、事

業が確定すれば５００万円になったときもありますし、４００何十万になったときもあります。 
 今回、こうやって予算を付けさせていただいたのは、協賛金もすべての三大祭りに入れてい

こうということから、かつて３００何万円も協賛金があったところを１５０万円に落としてあ

りますので、これはほかの祭りにも協賛を入れていくということですから、ただ町の補助金は、
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かつて、さくら祭りは５０万円、Ｒ５２が２００万円、そして秋のほうとうまつりが６００万

円でありましたけども、６００万円のほうにも、今度は賛助金が入ってきますので、そちらを

１５０万円、落としながら、さくら祭りのほうを２００万円ということで、予算付けをさせて

いただいた。申請はたぶん２００万円でくると思いますから、役場も２００万円で交付決定は

しますけども、最終的な精算は、その事業が終わったあと、実績報告を見ながら、２００万円

の範囲で額の確定をしていく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） 

 了解しました。以上で終わります。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ほかに質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑なしと認めます。 
 以上をもって、議案第２４号から第４０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３７ 議案第４１号 公の施設の指定管理者の指定について 
   日程第３８ 議案第４２号 公の施設の指定管理者の指定について 

 以上の２議案は、指定管理者に関する案件でありますので、一括して議題とします。 
 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４１号および第４２号に対する質疑を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第３９ 認定第１号 富士川町道路線の認定についてを議題とします。 

 これから、認定第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、認定第１号に対する質疑を終わります。 
 以上で、本日の日程は全部終了しました。 
 本日は、これにて散会とします。 
 ご苦労さまでした。 

 
散会 午後１２時１０分 
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開会 午前１０時００分 
〇議長（望月邦彦君） 

 本日は、第１回富士川町議会定例会第４日の本会議に、議員各位には大変お忙しいところ、

ご出席いただきまして、誠にありがとうございます。 
 また本会議、委員会にと慎重にご審議をいただき、第１回定例会も本日が最終日となります

が、ご審議のほどよろしくお願いします。 
 ただいまから、平成２３年第１回富士川町議会定例会第４日の会議を開きます。 

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

 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、会議を途中で退席するとの連絡を受けております

ので、ご了承をお願いします。 
 本日、追加議案として意見書案１件、人事案２件、契約案２件、閉会中の継続調査４件が提

案されています。 
 よろしくご審議くださいますよう、お願いします。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第２ 議案第６号 富士川町学校給食センター設置条例の制定についてを議題とします。 

 これから、議案第６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６号の討論を終わります。 
 これから日程第２ 議案第６号 富士川町学校給食センター設置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６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３ 議案第７号 富士川町行政組織条例の一部を改正する条例について 
   日程第４ 議案第８号 富士川町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について 
   日程第５ 議案第９号 富士川町職員給与条例の一部を改正する条例について 
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   日程第６ 議案第１０号 富士川町社会体育施設条例の一部を改正する条例について 
   日程第７ 議案第１１号 富士川町町営バス設置条例の一部を改正する条例について 
   日程第８ 議案第１２号 富士川町ゴミ収集処理手数料徴収条例の一部を改正する条例について 
   日程第９ 議案第１３号 富士川町公園条例の一部を改正する条例について 

 以上の７議案は、条例の一部改正案でありますので、一括して議題とします。 
 これから議案第７号から第１３号まで、一括して討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 以上をもって、議案第７号から第１３号までの討論を終わります。 
 これから日程第３ 議案第７号 富士川町行政組織条例の一部を改正する条例についてを採

決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第７号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第４ 議案第８号 富士川町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する

条例についてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第８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９号 富士川町職員給与条例の一部を改正する条例についてを採

決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第９号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第６ 議案第１０号 富士川町社会体育施設条例の一部を改正する条例につい

てを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第１０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１１号 富士川町町営バス設置条例の一部を改正する条例につい

てを採決します。 
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 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第１１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１２号 富士川町ゴミ収集処理手数料徴収条例の一部を改正する条

例についてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第１２号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第９ 議案第１３号 富士川町公園条例の一部を改正する条例についてを採決

します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第１３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１０ 議案第２４号 平成２３年度富士川町一般会計予算について 
   日程第１１ 議案第２５号 平成２３年度富士川町国民健康保険特別会計予算について 
   日程第１２ 議案第２６号 平成２３年度富士川町老人保健特別会計予算について 
   日程第１３ 議案第２７号 平成２３年度富士川町後期高齢者医療特別会計予算について 
   日程第１４ 議案第２８号 平成２３年度富士川町介護保険特別会計予算について 
   日程第１５ 議案第２９号 平成２３年度富士川町介護サービス事業特別会計予算について 
   日程第１６ 議案第３０号 平成２３年度富士川町奨学金特別会計予算について 
   日程第１７ 議案第３１号 平成２３年度富士川町簡易水道事業特別会計予算について 
   日程第１８ 議案第３２号 平成２３年度富士川町下水道事業特別会計予算について 
   日程第１９ 議案第３３号 平成２３年度富士川町営農飲雑用水事業特別会計予算について 
   日程第２０ 議案第３４号 平成２３年度富士川町箱原農業集落排水事業特別会計予算について 
   日程第２１ 議案第３５号 平成２３年度富士川町鹿島財産区特別会計予算について 
   日程第２２ 議案第３６号 平成２３年度富士川町カラマツオ外三十山恩賜林保護財産区特別会

計予算について 
   日程第２３ 議案第３７号 平成２３年度富士川町活性化事業特別会計予算について 
   日程第２４ 議案第３８号 平成２３年度峡南地区ことばの教室共同設置特別会計予算について 
   日程第２５ 議案第３９号 平成２３年度峡南地区充指導主事共同設置特別会計予算について 
   日程第２６ 議案第４０号 平成２３年度富士川町水道事業会計予算について 

 以上の１７議案については、平成２３年度の予算案でありますので、一括議題とします。 
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 なお、平成２３年度当初予算につきましては、去る１５日の本会議で各常任委員会に分割付

託しましたので、各常任委員長から委員会審査の報告を求めます。 
 質疑は、各委員長の報告が終わったあとでお願いします。 
 はじめに、総務常任委員長の報告を求めます。 
 １０番、堀之内美彦君。 

〇１０番議員（堀之内美彦君） 
―――― 委 員 会 審 査 報 告 書 の 朗 読 ―――― 

〇議長（望月邦彦君） 
 以上で、総務常任委員長の報告が終わりました。 
 委員長、自席でお待ちください。 
 次に、教育厚生常任委員長の報告を求めます。 
 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
―――― 委 員 会 審 査 報 告 書 の 朗 読 ―――― 

〇議長（望月邦彦君） 
 以上で、教育厚生常任委員長の報告が終わりました。 
 委員長、自席でお待ちください。 
 次に、産業建設常任委員長の報告を求めます。 
 ４番、齊藤正行君。 

〇４番議員（齊藤正行君） 
―――― 委 員 会 審 査 報 告 書 の 朗 読 ―――― 

〇議長（望月邦彦君） 
 以上で、産業建設常任委員長の報告が終わりました。 
 これで、各常任委員長の報告が終わりました。 
 それでは、各常任委員長は演台へお願いします。 
 これから、各常任委員長の報告に対して質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑なしと認めます。 
 以上をもって、議案第２４号から第４０号までの各常任委員長の報告に対する質疑を終わり

ます。 
 ご苦労さまでした。自席へお戻りください。 
 これから、議案第２４号から議案第４０号までを一括して討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 以上をもって、議案第２４号から議案第４０号までの討論を終わります。 
 これから日程第１０ 議案第２４号 平成２３年度富士川町一般会計予算についてを採決し

ます。 
 お諮りします。 

 １３８



 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第２４号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第１１ 議案第２５号 平成２３年度富士川町国民健康保険特別会計予算につ

いてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第２５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２６号 平成２３年度富士川町老人保健特別会計予算について

を採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第２６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２７号 平成２３年度富士川町後期高齢者医療特別会計予算に

ついてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第２７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２８号 平成２３年度富士川町介護保険特別会計予算について

を採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第２８号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第１５ 議案第２９号 平成２３年度富士川町介護サービス事業特別会計予算

についてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第２９号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第１６ 議案第３０号 平成２３年度富士川町奨学金特別会計予算についてを
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採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第３０号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第１７ 議案第３１号 平成２３年度富士川町簡易水道事業特別会計予算につ

いてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第３１号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第１８ 議案第３２号 平成２３年度富士川町下水道事業特別会計予算につい

てを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第３２号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第１９ 議案第３３号 平成２３年度富士川町営農飲雑用水事業特別会計予算

についてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第３３号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第２０ 議案第３４号 平成２３年度富士川町箱原農業集落排水事業特別会計

予算についてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第３４号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第２１ 議案第３５号 平成２３年度富士川町鹿島財産区特別会計予算につい

てを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
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 したがって、議案第３５号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第２２ 議案第３６号 平成２３年度富士川町カラマツオ外三十山恩賜林保護

財産区特別会計予算についてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第３６号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第２３ 議案第３７号 平成２３年度富士川町活性化事業特別会計予算につい

てを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第３７号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第２４ 議案第３８号 平成２３年度峡南地区ことばの教室共同設置特別会計

予算についてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第３８号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第２５ 議案第３９号 平成２３年度峡南地区充指導主事共同設置特別会計予

算についてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第３９号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第２６ 議案第４０号 平成２３年度富士川町水道事業会計予算についてを採

決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第４０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２７ 議案第４１号 公の施設の指定管理者の指定について 
   日程第２８ 議案第４２号 公の施設の指定管理者の指定について 
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 以上の２議案については、指定管理者に関する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４１号および第４２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４１号および第４２号の討論を終わります。 
 これから日程第２７ 議案第４１号 公の施設の指定管理者の指定についてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第４１号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第２８ 議案第４２号 公の施設の指定管理者の指定についてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第４２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２９ 認定第１号 富士川町道路線の認定についてを議題とします。 

 これから、認定第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、認定第１号に対する討論を終わります。 
 これから日程第２９ 認定第１号 富士川町道路線の認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、認定第１号は原案のとおり可決されました。 
 ここで、しばらく休憩します。 

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

再開 午前１１時１５分 
〇議長（望月邦彦君） 

 休憩を解いて、再開します。 
 ただいま、議会運営委員長 齊藤欽也君から発議第１号 富士川町議会委員会条例の一部を

改正する条例についてが提出されました。 
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 これを日程に追加し、追加日程第１として議題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、発議第１号を日程に追加し、追加日程第１として議題とすることが可決されま

した。 
 ここで追加議事日程表、ならびに追加議案を配布します。 
 （議案配布） 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   追加日程第１ 発議第１号 富士川町議会委員会条例の一部を改正する条例についてを議題とし

ます。 
 発議第１号の、提出者の説明を求めます。 
 ６番、齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
―――― 議 案 の 提 案 理 由 朗 読 説 明 ―――― 

〇議長（望月邦彦君） 
 以上で、発議第１号の提案理由の説明が終わりました。 
 齊藤議員、自席にお戻りください。 
 お諮りします。 
 発議第１号は質疑・討論を省略して、採決したいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、発議第１号の質疑・討論を省略することは可決されました。 
 これから追加日程第１ 発議第１号 富士川町議会委員会条例の一部を改正する条例につい

てを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、発議第１号は原案のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第３０ 意見書第１号 東北地方太平洋沖地震による被害の早期復旧等に関する意見書提出

についてを議題とします。 
 意見書第１号の、提出者の説明を求めます。 
 ６番、齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
―――― 意見書の提案理由朗読説明 ―――― 

 １４３



〇議長（望月邦彦君） 
 以上で、齊藤欽也議員の意見書第１号の提案理由の説明が終わりました。 
 齊藤欽也議員、ご苦労さまでした。自席にお戻りください。 
 お諮りします。 
 意見書第１号は質疑・討論を省略して、採決したいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、意見書第１号の質疑・討論を省略することは可決されました。 
 これから日程第３０ 意見書第１号 東北地方太平洋沖地震による被害の早期復旧等に関す

る意見書提出についてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、意見書第１号は原案のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第３１ 議案第４３号 富士川町東側付け替えおよび流域下水道管敷設替え工事請負契約の

締結についてを議題とします。 
 町長から、本案について提案理由の説明を求めます。 
 町長、志村学君。 

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

〇議長（望月邦彦君） 
 次に、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４３号の補足説明をさせていただきます。 
 工事名でございますが、東側付け替えおよび流域下水道管敷設替え工事であります。 
 入札の方法につきましては、指名競争入札を行っておりまして、町内の土木建設事業者８社

を指名いたしまして、入札を行いました。 
 契約の金額でございますが、１億９，９５０万円。契約の相手でありますが、住所が富士川

町小室２３１２番地。商号が井上建設株式会社。代表取締役 井上和夫と仮契約を締結いたし

ました。ご議決いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 
〇議長（望月邦彦君） 

 以上で、町長の提案理由ならびに担当課長の補足説明が終わりました。 
 これから、議案第４３号の質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 １２番、小林進君。 
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〇１２番議員（小林進君） 
 指名業者の会社名を教えてください。 

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） 
 小林議員のご質問にお答えをいたします。 
 指名業者につきましては、町内Ａランクの業者８社を指名いたしました。井上建設株式会社、

株式会社依田組、株式会社天満組、株式会社甲州土木、神田建設株式会社、栄建設工業株式会

社、株式会社巽建設、鶴田組建設有限会社。この８社を指名いたしまして、２社、株式会社依

田組および鶴田組建設有限会社の２社が辞退をいたしております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 １２番、小林進君。 
〇１２番議員（小林進君） 

 了解しました。ありがとうございます。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ほかに質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑なしと認めます。 
 以上をもって、議案第４３号の質疑を終わります。 
 これから、議案第４３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４３号の討論を終わります。 
 これから日程第３１ 議案第４３号 富士川町東側付け替えおよび流域下水道管敷設替え工

事請負契約の締結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４３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３２ 議案第４４号 富士川町利根川公園テニスコート整備工事請負変更契約の締結につ

いてを議題とします。 
 町長から、本案について提案理由の説明を求めます。 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
―――― 議 案 の 提 案 理 由 朗 読 説 明 ―――― 
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〇議長（望月邦彦君） 
 次に、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４４号の補足説明をさせていただきます。 
 工事名でございますが、利根川公園テニスコート整備工事。 
 入札の方法は、過日行いました指名競争入札を行っております。 
 契約の金額が、変更前が８，２９５万円という金額で、当初、契約をいたしました。先般の

補正予算の中で、工事内容を説明申し上げましたように、テニスコートの土盤自体を改良する

必要があるということで、工事の変更を行ったわけでありますが、次のページに変更の仮契約

書があります。増額分２，０８９万６，０５０円という金額が増額になりました。したがいま

して、変更後の金額が１億３８４万６，０５０円という金額に変更されます。 
 契約の相手につきましては、住所が当初、契約をいたしました富士川町最勝寺１５１４番地。

商号、山梨ガーデン株式会社。代表取締役 依田忠という工事内容の変更契約でございます。

よろしくご議決いただきますよう、お願い申し上げます。 
〇議長（望月邦彦君） 

 以上で、町長の提案理由ならびに担当課長の補足説明が終わりました。 
 これから、議案第４４号の質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 過日の補正予算で、１，２２０万６千円の予算ということで可決したんですけども、これで

いくと２，０８９万円ということで、８６９万円ばかり多いんですけども、これはどういうこ

となのか、教えていただきたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 財政課長、齋藤和彦君。 
〇財政課長（齋藤和彦君） 

 それでは、秋山議員のご質問にお答えをいたします。 
 増額分が２，０８９万６，０５０円ということでありますが、当初ありました予算額が１億

３２５万４千円であります。そして入札を行いまして、本工事、それから電気工事、入札を行

いまして、本工事が８，２９５万円。それから電気工事が１，０３１万１千円ということで、

残額が９９０万円余り、予算残額がございますので、それを含めて不足分を３月補正で、１，

２２０万６千円の補正をお願いしたいという経過でございます。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 分かりました。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ほかに質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
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 質疑なしと認めます。 
 以上をもって、議案第４４号の質疑を終わります。 
 これから、議案第４４号の討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 以上をもって、議案第４４号の討論を終わります。 
 これから日程第３２ 議案第４４号 富士川町利根川公園テニスコート整備工事請負変更契

約の締結についてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第４４号は原案のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第３３ 議案第４５号 富士川町人権擁護委員候補者推薦につき議会の意見を求めることに

ついてを議題とします。 
 町長から、本案について提案理由の説明を求めます。 
 町長、志村学君。 

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

〇議長（望月邦彦君） 
 町長から、提案理由の説明が終わりました。 
 これから、議案第４５号の質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑なしと認めます。 
 以上をもって、議案第４５号に対する質疑を終わります。 
 これから、議案第４５号の討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 以上をもって、議案第４５号に対する討論を終わります。 
 これから日程第３３ 議案第４５号 富士川町人権擁護委員候補者推薦につき議会の意見を

求めることについてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
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 したがって、議案第４５号は原案のとおり適任とすることは可決されました。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第３４ 同意第１号 富士川町教育委員会委員の任命につき議会の同意を求めることについ

てを議題とします。 
 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） 
 町長から、提案理由の説明が終わりました。 
 これから、同意第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、同意第１号に対する質疑を終わります。 
 これから、同意第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、同意第１号に対する討論を終わります。 
 これから日程第３４ 同意第１号 富士川町教育委員会委員の任命につき議会の同意を求め

ることについてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり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、同意第１号は原案のとおり同意することは可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第３５ 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３６ 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３７ 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３８ 議会運営委員会の閉会中の継続調査申出書について 

 以上の４議案は閉会中の継続調査案でありますので、一括して議題とします。 
 総務常任委員長、教育厚生常任委員長、産業建設常任委員長、議会運営委員長から会議規則

第７５条の規定によって、お手元に配布しました申出書のとおり、閉会中の継続調査の申し出

があります。 
 お諮りします。 
 各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。 
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 （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は可決されました。 
 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。 
 年度末の定例会であり、平成２３年度の予算をはじめ、提案された案件について慎重な中に

も熱心なご審議をいただき、ここに無事閉会できますことを厚く御礼申し上げます。 
 また町長以下、町の執行部の皆さまにおいては議案説明、質疑、答弁、委員会にご協力いた

だき、ありがとうございました。 
 議員各位におかれましては、住民の代表として、その重責をまっとうし、住みよいまちづく

りのため、より一層のご尽力を賜りますようお願い申し上げ、平成２３年第１回富士川町議会

定例会を閉会します。 
 ご苦労さまでした。 

 
閉会 午前１１時４２分 
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