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開会 午前１０時００分 
〇議長（望月邦彦君） 

 開会の前に、議長から連絡します。 
 現在、クールビズの期間中であります。議場内での上着の着用は自由としますので、ご了承

ください。 
 さて３月８日に、富士川町民憲章が制定されました。この憲章のもと、住民、行政、議会が

一体となってまちづくりを進めていくことの意思統一のために、皆さんで町民憲章を朗読した

いと思います。 
 ご起立をお願いします。 
 朗読は次代を担う若者を代表して、最年少議員の１番、鮫田洋平君が行います。 
 続いて、ご唱和をお願いします。 
 それでは鮫田議員、お願いします。 
 （町民憲章・朗読） 
 ありがとうございました。 
 それでは、相互にあいさつを交わします。 
 相互に礼。 
 （ あ い さ つ ） 
 着席してください。 
 ただいまから、平成２３年第２回富士川町議会定例会を開会します。 
 これから、本日の会議を開きます。 
 第２回定例会に先立ちまして、一言ごあいさつ申し上げます。 
 気象庁は５月２７日、関東・甲信地方は梅雨入りしたとみられると発表しました。梅雨は大

雨による災害の発生が心配されますが、真夏に必要となる水を蓄える大事な時期でもあります。

自然は人々の生活に恵みを与えてくれますが、ときには牙をむきます。今回の東北地方太平洋

沖地震で、私たちはこのことを痛感しました。６月８日現在で死者・行方不明者は２万３，

５６２人にのぼります。うち死亡が確認された方が１万５，３９１人で、そのうち２千人近く

の方の身元が確認されていません。行方不明の方が８，１７１人ということです。いまだに１万

人以上もの方の死亡を確認できていないという状況です。現地では懸命な作業が続いているも

のの被災地域の復旧はなかなか進まず、福島第１原発事故の収束もまだ先のことになるといわ

れています。一日も早く人々が安心して暮らせる日が訪れることを切に願うばかりです。 
 このような状況の中、菅内閣に対する不信任決議案が衆議院本会議で否決されましたが、政

治は混迷を深めるばかりです。 
 内閣府が５月に発表した月例経済報告では、世界経済は全体として回復しており、先行きに

ついては回復が続くと見込まれています。ただし欧米の景気が下ぶれするリスクがあり、原油

価格の高騰をはじめとする一次産品価格の上昇を背景に、急速に景気が冷え込むリスクに留意

する必要があるとのことです。 
 国内の景気動向も大震災の影響により、このところ弱い動きとなっていて、失業率が高水準

にあるなど依然として厳しい状況にあるとの判断です。県内においても同様で、厳しい雇用情

勢の中、景気の回復は当分望めそうにありません。 
 さて、議会としては開かれた議会、信頼される議会を目指して議会改革を進めているところ
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です。今定例会においても、多くの住民の方に議会を知ってもらう機会として、二度目の休日

議会を実施する予定です。また先に試行的に４地区で開催した懇談会においては直接、住民の

皆さんの声を聞くことができました。厳しいご意見、激励の言葉もいただきました。現在その

声を町政に反映させるべく、とりまとめを行っているところです。 
 今後とも町民の皆さんの声に耳を傾けながら、安全・安心のまちづくりにまい進していく所

存です。 
 今定例会は平成２２年度、２３年度補正予算などについて審議をお願いすることになります。 
 議員各位におかれましては健康に十分ご留意され、活発な論議をお願い申し上げ、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、 
 ６番 齊藤欽也君 
 ７番 井上光三君 
を指名します。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第２ 会期の決定を議題とします。 

 お諮りします。 
 本定例会の会期は、本日から１６日までの７日間にしたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、会期は本日から１６日までの７日間と決定いたしました。 

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

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

布したとおりです。 
 本日は提案説明に留め、質疑につきましては１３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３月２８日に２月分の例月出納検査、４月２７日に一般会計・特別会計の

３月分、５月２４日に一般会計・特別会計の２２年度・２３年度４月分、水道事業会計の２２年

度３月、２３年度４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３月２３日に三郡衛生組合定例会、３月３０日に中巨摩地区広域

事務組合定例会、３月３１日に峡南広域行政事務組合定例会、５月２５日に中巨摩地区広域事
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務組合議会運営委員会、６月１日に中巨摩地区広域事務組合臨時会が開催されました。 
 次に県町村議会議長会関係では、５月１３日に町村議会議長会議、５月１７日・１８日に全

国町村議会議長・副議長研修会、５月２４日に中北峡南地区議会議長会、５月２６日に町村議

会議員研修会、５月３０日に町村議会広報編集委員長会議、６月１日に町村議会運営委員長会

議が開催されました。 
 次に会議関係では３月２５日、４月２６日、５月１９日、５月２６日、５月３１日に議会運

営委員会、３月２２日、３月２５日、５月１９日、５月２６日に全員協議会、４月２０日、５月

９日に教育厚生常任委員会、３月２２日、３月２９日、３月３１日、４月７日、４月１１日、

６月７日に広報常任委員会、３月３０日、４月２６日に議会改革特別委員会、５月２０日に小

林区懇談会、５月２１日に大久保区懇談会、５月２３日に平林区懇談会、５月２４日に五開区

懇談会、４月２７日、５月１０日、５月２０日、５月２６日、６月２日に地域医療を守る特別

委員会小委員会、３月２５日、５月２４日に地域医療を守る特別委員会が開催されました。関

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

ご苦労さまでした。 
 次に今定例会までに受理した請願は、先に配布しました請願文書表のとおり、それぞれ所管

の常任委員会に付託しましたので、報告します。 
 ここで、町長からあいさつの申し出がありましたので、これを許します。 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 おはようございます。 
 本日ここに平成２３年６月富士川町議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位には公

私とも大変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ますことに厚く御礼を

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

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３月１１日に発生いたしました東北地方太平洋沖地震はマグニチュード９という、これ

までに例を見ない規模の巨大地震であり、地震や津波により１万５千人を超える方々が亡くな

られ、約８，３００人が依然として行方不明であるほか、１０万人近くの人が住み慣れた土地

を離れ、窮屈な避難所や知人宅での生活を余儀なくされております。 
 お亡くなりになられた方々に対しまして心から哀悼の意を表するとともに、被災されました

皆さまにお見舞いを申し上げるところであります。 
 また、今も続く余震や福島原発などの危険な中で自治体関係者はもとより自衛隊や警察、消

防を含めて懸命に活動しておられる皆さまに心から敬意と感謝を申し上げるとともに、最後ま

で万全な捜索活動・支援活動をお願いすると同時に、一日も早い復旧・復興と福島原発事故の

早期収拾を願っている次第であります。 
 こうした東日本大震災の影響により、わが国経済の基調判断では景気は弱い動きとなってお

り、失業率も高水準にあるなど依然として厳しい状況にあるとしております。また先行きにつ
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いては、当面は震災の影響も続くものと見込まれ、その後は震災復興などを背景に景気が持ち

直していくことが期待されますが、電力供給の制約や原子力災害による原油価格の上昇の影響

などにより、デフレや雇用情勢の悪化懸念が残っており、注意が必要であるとしております。 
 一方、政府は５月１７日に閣議決定した政策推進指針に基づき、震災がもたらした制約を順

次、確実に克服するとともに、日本経済の潜在的な成長力を回復するよう取り組むため、２３年

度第一次補正予算の速やかな執行等により、早期立ち直りを図ることとしております。 
 また本格的な復興を見据えた第二次補正予算については、７月以降にも編成する方針であり

ますが、政局が混沌としている中で、その必要額は１０兆円を超すものとみられ、公債特例法

案を含めた財源の確保が大きな課題となっております。 
 次に、今定例会に提出いたしました主な案件と主な取り組みについて申し上げます。 
 まず、東日本大震災の支援であります。 
 震災発生直後に東日本大震災富士川町支援本部を設置し、町営住宅、町有住宅、民間アパー

ト、空き家の情報を被災地に連絡するとともに区長会と協働して義援金の募金活動、救援物資

の収集を行ったところであります。こうした結果、１１名の方々が本町へ避難をされ、現在、

生活をされているほか、約５００万円の義援金と約５トンの支援物資が寄せられたところであ

ります。義援金につきましては全国町村会を通じ、自治体の被災状況に応じた配分をすること

としております。 
 また支援物資については、当初、現地からの要請により自衛隊を通じて被災地へ輸送する予

定でおりましたが、内陸部での物資の受け入れが終了したことから、関係者などを通じ直接受

け入れ地を探していたところ、気仙沼市の離島の大島では震災直後はフェリーが流され、輸送

が困難で物資が届かない状況でありましたが、このたびフェリーが舟航し、輸送が可能となっ

たことから、先般、町民の善意を直接お届けしてきたところであります。また被災地への人的

支援として、保健師を宮城県名取市に派遣したところであります。 
 今後も要請があれば、職員の派遣や物的支援など復旧・復興に向け、できる限りの協力をし

てまいりたいと考えております。 
 次に、東海地震などの防災対策についてであります。 
 地域防災計画は県、市町村および防災関係機関の防災業務について基本的事項を示したもの

でありますが、県では東日本大震災を教訓に山梨県地域防災計画を見直すこととし、これまで

の地震編に浜岡原発対応を新たに加えるほか、富士山の噴火による被害想定や避難計画などを

再検証することとしております。 
 本町におきましても県の防災計画の改訂に合わせ、富士川町地域防災計画を見直すこととし

ております。また、この地域防災計画とは別に災害時の対応について、個々人の初動行動とと

もに、地域の実情に合った救援・救護活動などの共助が行えるよう、区ごとの災害対応マニュ

アルを策定することとしております。 
 なお、災害対応マニュアルは地震と水害を想定した２通りの対応マニュアルを策定してまい

りたいと考えております。 
 また緊急時には電話が使えないことから、役場と区長との連絡手段として無線機と衛星携帯

電話を導入することといたしました。１９区のうち中部区、五開区には役場から電波が届かず

無線機での交信が不可能なことから衛星携帯電話を導入することとし、この２地区を除く区長

には無線機を所持していただくことで、すべての区長と役場との直接交信が可能となります。 

 ９



 併せて集落の点在する地区や人口の多い地区には、区内の状況が区長に集約できるよう複数

の無線機を配布し、災害時における被害状況の把握など、対策本部である役場と区長および集

落との連絡手段を確立することとし、今定例会に所要の経費を計上いたしております。 
 次にリニア中央新幹線についてであります。 
 リニア中央新幹線計画で、ＪＲ東海は今月７日、２０２７年の開業を目指し、東京・名古屋

間のおおよその中間駅の候補地とルートの概要を発表いたしました。ルートは３キロ幅で、駅

は直径５キロの円で示されましたが、東京の始発駅は品川駅、愛知県は名古屋駅とし、山梨県

内の駅は甲府盆地南部とし、中央市とその周辺地域を含むエリアとしております。またルート

については、山梨実験線の基点である笛吹市境川前間田地区から中央市を中心とした甲府盆地

の南部をほぼ直線で通過し、その後、南に曲がって南アルプス市、富士川町を通り早川町から

南アルプスを貫通して長野県に抜ける内容となっております。 
 発表されたルートでは南アルプスで富士川を渡り、富士川右岸を南下し、富士川町を横断す

るようでありますが、１３日に開催されますリニア中央新幹線建設促進山梨県期成同盟会の臨

時総会において、ＪＲ東海から概略ルート、駅の位置、考え方や根拠などの説明がありますの

で、これを受けたのちに必要があれば今後の対応、対策を講じてまいりたいと考えております。 
 次に地域医療再生についてであります。 
 先般、峡南北部地域の医療体制のあり方を考える組織であります地域医療体制調査検討委員

会において、市川三郷町立病院と鰍沢病院、峡南病院の３病院を統合することが望ましい。た

だし、３病院の統合に対する環境が整わない場合は鰍沢病院と峡南病院を先行して統合し、そ

の後、合意が出された段階で３病院を統合することも選択肢の１つとの検討結果案がまとめら

れました。 
 両町ではこの検討結果案を議会にお諮りし、ご意見をいただくこととしておりますが、一方

で社会保険病院等を所管する独立行政法人 年金・健康保険福祉施設整理機構、いわゆるＲＦ

Ｏを年金福祉施設等の整理・合理化を目的とした組織から、病院の運営等を目的とした組織に

再編し、独立行政法人 地域医療機能推進機構とする法案が議員立法により今国会に提出する

ための調整が行われております。現時点での法案では、新しい機構は病院の運営と業務を行う

ことにより救急医療、災害時医療、僻地医療、周産期医療、小児医療、リハビリテーションの

ほか、地域において必要とされる医療および介護を提供する機能の確保を図り、もって公衆衛

生の向上および増進、ならびに住民福祉の向上に寄与することを目的とし、病院の設置および

運営、ならびにこれに附帯する業務を行うこととしております。 
 社会保険病院を抱える市町村にとりましては、夢のような法案であります。機構が所管する

すべての病院が、この法案どおりに移行できるとすれば、峡南北部の地域医療の再生問題も解

決されるわけであります。 
 しかし、提出議員の間にも同一県内に複数病院がある現実や医師確保の見通しもなく、救急

医療や災害時医療、周産期医療など本当にできるのかといった意見もあります。今国会最終日

の６月２２日の提案に向けて、最終の詰めが行われていると聞いております。 
 いずれにいたしましても、この地域の住民の命が将来にわたって、しっかりとした医療体制

で守られることが重要でありますので、最終的な法案の内容と国会の動向を注視しているとこ

ろであります。 
 次に節電対策についてであります。 
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 東日本大震災の影響により、この夏に予想される深刻な電力不足に向けた節電について、国

は１５％以上の抑制をすることとし、企業や一般家庭への節電を呼びかけておりますが、役場

も町民の皆さまにお願いする立場から、率先してそれ以上の目標を掲げて取り組むこととして

おります。 
 町では、これまで環境保全の率先行動として実施しておりましたクールビズやノー残業デイ

に加え、街路灯の間引き消灯、社会体育施設の照明時間の短縮、庁舎の蛍光灯の間引き、空調

機器の温度調整やＯＡ機器などの待機電力を削減することとしております。また昨年１０月、

職員の１日の勤務時間を８時間から７時間４５分に縮減いたしましたが、本町では役場の始業

時間は、午前８時３０分から午後５時３０分を閉庁とする従来の時間で施行してまいりました。

約８カ月を経過いたしましたが、５時１５分以降の利用者が少ないことや区長会でも閉庁時間

が事前に周知されていれば問題ないとのことから、今回の節電を機に８月１日から閉庁時間を

県や他市町村と同じ５時１５分にしたいと考えております。 
 こうした節電対策を実施することにより、全体で最大電力の２０％以上の抑制を図ることと

しております。 
 一方、昨年は猛暑による熱中症で亡くなった方が全国では約１，７００人に及んだことから、

本町では今年度から小中学校に順次、エアコンを設置することとしております。節電に向けた

取り組みが進む中でのエアコン設置でありますが、猛暑から子どもたちから守るためのもので

あり、適正な使用と温度管理による節電意識を徹底させるとともに、自家発電による電力の確

保とクリーンエネルギーに対する環境教育の観点から小中学校に太陽光発電設備を設置するこ

ととし、そのための調査設計業務費を計上いたしております。 
 なお、今後は小中学校以外の公共施設についても調査を行い、可能な施設については順次、

太陽光発電設備を設置してまいりたいと考えております。 
 次に町有バス関係についてであります。 
 十谷観光駐車場から、まほらの湯までの間を運行しております町有バスの運賃につきまして

は、この７月１日から一律２００円となりますが、今回の運賃改定においては中学生以下の児

童生徒、障害者、６５歳以上の住民の方々は無料としております。こうした方々のうち、バス

の乗務員が瞬時に判断に苦しむことが予想されるのは、６５歳以上かどうかということであり

ます。そこで年齢確認が難しい６５歳以上の方々の判別について、町の老人クラブが発行する

会員証で確認することとし、老人クラブ未加入者につきましては、町が発行する乗車証を取得

していただくことといたしましたので、そのための必要な改定条例を提出しております。 
 次に役場東側の旧パチンコ店跡地であります。 
 ２，５７８平方メートル、約７８０坪の役場東側パチンコ店跡地につきましては、旧パチン

コ店の精算人から土地取得についての打診がありました。この土地と役場との間には道路はあ

るものの、将来的には役場から町民会館までの一体的な活用も可能であり、当面は役場や町民

会館、商工会への来庁者の駐車場として利用できるため、取得に向けて一等債権者と交渉を進

めてまいりましたが、双方の評価額が違うことから現在のところ合意に達していない状況であ

ります。 
 今後も協議を進め、双方の土地鑑定に見合った価格での合意に達したときには、土地開発基

金を活用し、取得してまいりたいと考えております。 
 次に、青柳東部の大型商業施設の出店についてであります。 
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 青柳横通り線南側に計画されております株式会社ベイシアにつきましては、事業予定地の数

名の地権者が反対の意向を示しておりますが、平成２４年度中のオープンを目指して、町、地

権者、事業者が一体となって地権者の説得に努めているところであります。 
 また、ホームセンターや家具の小売業者で西日本を中心に２５０店舗を超える事業展開を

行っている株式会社ナフコが青柳横通り線北側に出店を計画し、本年３月、計画地域の地権者

に事業説明を行い、地権者の同意をほぼ得られたことから事業計画の準備を進めているところ

であります。 
 今後、事業申請等を行ってまいりますが、事業決定からオープンまでには約２年程度の期間

が必要になるものと考えております。 
 最後に、公共工事等の進捗状況についてであります。 
 町が受託工事として実施しておりました小林公民館につきましては、３月２７日に竣工式を

行い、小林地区に引き渡しを行ったところであります。 
 また町道金手小林線、ガスト交差点から青柳長沢線の交差点の間ですが、６月８日に検査が

終了したことから、即日、供用を開始いたしました。利根川テニスコートは、６月２６日にオー

プニングセレモニーを行い、その後に供用開始をすることといたしております。 
 穂積へリポートにつきましては、６月２５日からのあじさいまつりの駐車場として使用いた

しますが、オープニングのセレモニーにつきましては７月を予定しております。 
 他の公共事業工事につきましても順調に進捗しており、工事終了後には一般開放してまいり

たいと考えております。 
 以上であります。 
 なお、今定例会には報告案件２件、専決処分承認案件７件、条例改正案件４件、補正予算案

３件、認定案件２件、人事案件は最終日に出させていただこうと思いますが、こんな案件を考

えております。 
 提案理由は議案ごとに申し上げさせていただくことといたしますが、よろしくご審議の上、

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

 これで、町長のあいさつは終わりました。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第４ 報告第１号 平成２２年度富士川町一般会計繰越明許費繰越計算書について 
   日程第５ 報告第２号 平成２２年度富士川町下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書について 

 以上の２議案は繰越計算書の報告案でありますので、一括して議題とします。 
 町長から、本案について報告を求めます。 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 報告を申し上げます。 
 地方自治法施行令第１４６条に基づく繰越明許費繰越計算書につきましては、お手元に配布

したとおりであります。 
 詳細につきましては担当課長から説明をいたさせますので、よろしくお願いいたします。 
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〇議長（望月邦彦君） 
 次に、報告第１号および第２号の補足説明を求めます。 
 まず報告第１号について、説明を求めます。 
 財政課長、川住資農夫君。 

〇財政課長（川住資農夫君） 
 それでは、報告第１号の補足説明をさせていただきます。 
 （以下、平成２２年度富士川町一般会計繰越明許費繰越計算書朗読説明） 
 以上で、補足説明とさせていただきます。よろしくお願いします。 

〇議長（望月邦彦君） 
 次に報告第２号について、説明を求めます。 
 上下水道課長、保坂繁仁君。 

〇上下水道課長（保坂繁仁君） 
 それでは、報告第２号の補足説明をさせていただきます。 
 （以下、平成２２年度富士川町下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書朗読説明） 
 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

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

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第６ 承認第１号 専決処分の承認を求めることについて（富士川町国民健康保険税条例の

一部を改正する条例） 
   日程第７ 承認第２号 専決処分の承認を求めることについて（富士川町国民健康保険条例の一

部を改正する条例） 
 以上の２議案は条例の一部改正案でありますので、一括して議題とします。 
 町長から、本案について提案理由の説明を求めます。 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
―――― ２議案の提案理由朗読説明 ―――― 

〇議長（望月邦彦君） 
 次に、承認第１号および第２号の補足説明を求めます。 
 町民生活課長、依田正一君。 

〇町民生活課長（依田正一君） 
 それでは、承認第１号の補足説明をさせていただきます。 
 専決第１号 
 専決処分書 
 富士川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、地方自治法第１７９条第１項

の規定により、次のとおり専決処分する。 
 平成２３年３月３１日 

富士川町長 志村学 
 今回の国民健康保険税の改正につきましては、地方自治法の一部改正に伴う改正です。 
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 主な改正内容につきましては、国民健康保険税の基礎課税額に関わる課税限度額を１万円引

き上げ現行の「５０万円」から「５１万円」に。後期高齢者支援金等課税に関わる課税限度額

を１万円引き上げ現行の「１３万円」から「１４万円」。介護納付金課税額を２万円引き上げ現

行の「１０万円」を「１２万円」にする関係条例の改正が主の改正となっております。 
 それでは、説明に入ります。 
 富士川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 
 富士川町国民健康保険税条例の一部を次のように改正する。 
 第２条の第２項中の改正につきましては、基礎課税額に関わる課税限度額を５１万円に。同

条第３項中の改正は後期高齢者の支援金等に関わる課税限度額を１４万円。介護給付金課税額

を１２万円に改める改正でございます。 
 例規集のほうは、第１巻の３６８１ページから３６８２ページになります。 
 次に２３条の減額規定中の改正でありますが、前に述べました課税限度額の改正に伴い基礎

課税額に関わる課税限度額分を同様に「５０万円」から「５１万円」に。後期高齢者支援金等

課税額に関わる課税限度額分を「１３万円」から「１４万円」に。同条４項中の改正は介護納

付金課税額に関わる課税限度額分を「１０万円」から「１２万円」に改正しております。 
 例規集は、第１巻の３７１０ページになります。 
 次に附則の施行の期日でありますが、第１条としてこの条例は平成２３年４月１日から施行

するものであります。 
 次に経過措置の第２条でありますが、本年度分について適用し、前年度分までについては従

前の例による経過措置の規定であります。 
 次のページをお願いします。 
 続きまして承認第２号 専決処分の承認を求めることについて、補足説明をさせていただき

ます。 
 専決第２号 
 専決処分書 
 富士川町国民健康保険条例の一部を改正する条例について、地方自治法第１７９条第１項の

規定により、次のとおり専決処分する。 
 平成２３年３月３１日 

富士川町長 志村学 
 今回の国民健康保険の改正につきましては、国民健康保険施行令等の一部を改正する政令が

交付されたことに伴う改正です。 
 出産一時金は、平成２１年１０月１日から平成２３年３月３１日までに出生したものに対し

て附則で加算額４万円が付加され、臨時的措置がとられていましたが、この改正により現行の

「３５万円」から「３９万円」とする改正です。 
 第５条第１項中の「３５万円」を「３９万円」に改め、附則第５項を削ります。 
 次に附則の施行日でありますが、第１条としてこの条例は平成２３年４月１日から施行いた

します。 
 例規集は、第２巻の１４０２ページになります。 
 次に経過措置の第２条でありますが、本年度について適用し、前年度までについては従前の

例による経過措置の規定であります。 
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 以上で、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） 

 以上で、町長ならびに担当課長の提案理由および補足説明が終わりました。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第８ 承認第３号 専決処分の承認を求めることについて（平成２２年度富士川町一般会

計補正予算（第５号）） 
   日程第９ 承認第４号 専決処分の承認を求めることについて（平成２２年度富士川町国民健

康保険特別会計補正予算（第４号）） 
   日程第１０ 承認第５号 専決処分の承認を求めることについて（平成２２年度富士川町介護保

険特別会計補正予算（第４号）） 
   日程第１１ 承認第６号 専決処分の承認を求めることについて（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３号）） 
   日程第１２ 承認第７号 専決処分の承認を求めることについて（平成２３年度富士川町一般会

計補正予算（第１号）） 
 以上の５議案は補正予算案でありますので、一括して議題とします。 
 町長から、本案について提案理由の説明を求めます。 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
―――― ５議案の提案理由朗読説明 ―――― 

〇議長（望月邦彦君） 
 次に、承認第３号から第７号までの補足説明を求めます。 
 まず、承認第３号および第７号の補足説明を求めます。 
 財政課長、川住資農夫君。 

〇財政課長（川住資農夫君） 
 それでは、はじめに承認第３号の補足説明をさせていただきます。 
 （以下、専決処分書・平成２２年度富士川町一般会計補正予算の朗読） 
 第１表の詳細につきましては、事項別明細書により説明をさせていただきます。 
 事項別明細書の１ページをお願いいたします。 
 （以下、平成２２年度富士川町一般会計歳入歳出予算補正事項別明細書朗読説明） 
 以上で、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） 
 補足説明の途中ですが、しばらくここで休憩します。 

休憩 午前１１時０９分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午前１１時２０分 
〇議長（望月邦彦君） 

 再開します。 
 補足説明を続けます。 
 財政課長、川住資農夫君。 
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〇財政課長（川住資農夫君） 
 それでは、先ほどに続きまして承認第７号の補足説明をさせていただきます。 
 （以下、専決処分書・平成２３年度富士川町一般会計補正予算の朗読） 
 第１表の詳細につきまして、事項別明細書により説明をさせていただきます。 
 事項別明細書１ページをお開きください。 
 （以下、平成２３年度富士川町一般会計歳入歳出予算補正事項別明細書朗読説明） 
 以上で、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、承認第４号の補足説明を求めます。 
 町民生活課長、依田正一君。 

〇町民生活課長（依田正一君） 
 それでは、承認第４号の補足説明をさせていただきます。 
 （以下、専決処分書・平成２２年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算の朗読） 
 恐れ入りますけども、１ページめくってもらいまして事項別明細書をお開きください。 
 （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） 
 以上であります。よろしくお願いいたします。 

〇議長（望月邦彦君） 
 次に、承認第５号および第６号の補足説明を求めます。 
 福祉保健課長、深沢茂樹君。 

〇福祉保健課長（深沢茂樹君） 
 それでは承認第５号 専決処分の承認を求めることについて、承認第６号 専決処分の承認

を求めることについて、この２案件につきまして一括による補足説明をさせていただきます。 
 まず承認第５号 専決処分の承認を求めることについての補足説明を申し上げます。 
 （以下、専決処分書・平成２２年度富士川町介護保険特別会計補正予算の朗読） 
 それでは事項別明細書により、ご説明を申し上げます。 
 事項別明細書の１ページをお開きください。 
 （以下、平成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） 
 続きまして承認第６号 専決処分の承認を求めることについての補足説明をさせていただき

ます。 
 （以下、専決処分書・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の朗読） 
 それでは事項別明細書により、ご説明を申し上げます。 
 事項別明細書の１ページをお開きください。 
 （以下、平成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、承認第５号および承認第６号についての補足説明を終わらせていただきます。よろ

しくご審議くださいますよう、お願い申し上げます。 
〇議長（望月邦彦君） 

 以上で、町長ならびに担当課長の承認第３号から第７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１３ 議案第４６号 富士川町税条例の一部を改正する条例について 
   日程第１４ 議案第４７号 富士川町町営バス設置条例等の一部を改正する条例について 
   日程第１５ 議案第４８号 富士川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条

例について 
   日程第１６ 議案第４９号 富士川町手数料条例の一部を改正する条例について 

 以上の４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） 
―――― ４議案の提案理由朗読説明 ―――― 

〇議長（望月邦彦君） 
 次に、議案第４６号から第４９号までの補足説明を求めます。 
 まず、議案第４６号の補足説明を求めます。 
 税務課長、増原俊郎君。 

〇税務課長（増原俊郎君） 
 議案第４６号 富士川町税条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明をさせていた

だきます。 
 去る４月２７日、東日本大震災による被災された方々の負担軽減を図るため、国は税制支援

対策の第一弾としまして、法律第２９号 東日本大震災の被災者等にかかる国税関係法律の臨

時特例に関する法律と法律第３０号 地方税法の一部を改正する法律を公布し、同日施行いた

しました。 
 これを受けて被災地からの転入者等があった場合に、当町において法律どおりの適用をする

ため、このたびの税条例の改正になっております。 
 例規集につきましては、第１巻の３５３７ページになります。 
 改正内容としましては、現在の条例附則規定に新たに２条を加えております。いずれの条項

も読み替えが複雑になっておりますので、要旨に沿ってご説明申し上げます。 
 まず１つ目の第２２条第１項、２項についてでございますが、雑損控除の特例を定めており

ます。これまで前年中の災害または盗難、もしくは横領を要件として、その翌年に適用とする

ところを、今回３月１１日の震災が前年に生じたものと読み替えて、今年の住民税での適用を

可能にするものであります。 
 なお、繰越可能期間も３年から５年と延長になりましたので、本年度に限らず２４年度以降

の適用についても同様の読み替えをしたものであります。 
 第３項、第４項につきましては、同一世帯の親族の資産損失金額にも特例措置を及ぼすため

の同様の読み替え規定でございます。 
 それから第５項は申告書の提出期限は、従来３月１５日でございましたが、これより前、ま

たは延長となったのちに申告があった場合、雑損控除適用の旨の記載が本来必要でありますけ

ども、書かれていない場合でも適用しますとしたものであります。 
 続きまして第２３条ですが、いわゆる住宅ローン減税の適用特例に関する規定でございます。
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住民税において控除する場合の租税特別措置法による適用要件の、引き続き居住の要に供して

いるを、先の法律第２９号第１３条１項によりまして、東日本大震災により滅失等しても引き

続いて適用するとし、建物があってそこに住んでいるということが必要であったけれども、建

物がなくなっても引き続いて特例の適用をするというものでありまして、居住年が平成１１年

１月１日から平成１８年１２月３１日までの入居で、平成２０年度から平成２８年度まで実施

するものと。それから平成２１年から平成２５年までの居住年で、平成２２年度から平成３５年

まで実施する１０年以上の還付返済で、所得３千万円以下の者に対する２回の特例措置に対し

まして、それぞれ読み替えて適用する旨の規定を設けたものであります。 
 なお、施行につきましては附則第２２条は交付の日から、附則第２３条は平成２４年１月１日

から施行すると定めております。 
 以上でございます。 

〇議長（望月邦彦君） 
 次に、議案第４７号の補足説明を求めます。 
 町民生活課長、依田正一君。 

〇町民生活課長（依田正一君） 
 それでは議案第４７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。 
 今回の一部改正は、６５歳以上の町営バス乗車運賃が免除されることに伴う改正であります。 
 条例に新たに第９条および第１０条を加える改正および、それに伴う別表備考中の改定にな

ります。 
 第９条は備考で規定されていた免除になる対象者を条例の本則で規定するよう整備したもの

であります。 
 第１０条につきましては、町内に在住する６５歳以上の方で乗車運賃の免除を受けようとす

るものは町長に申請し、６５歳以上である証明書の交付を受けなければならないことを規定し

たものである。 
 ただし、富士川町老人クラブ連合会に加入している方は、会員証をもって６５歳以上である

ことが証明されるため、証明書の交付を受ける必要がないことを規定しております。 
 施行期日は、平成２３年７月１日から施行するものです。 
 また経過措置でありますが、現在、無料乗車券を受けている方は平成２４年３月３１日まで

の間に限り、使用することができるものです。 
 例規集は、第１巻の１２５１ページから１２５２ページとなります。 
 以上で、補足説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

〇議長（望月邦彦君） 
 次に、議案第４８号の補足説明を求めます。 
 総務課長、志村廣文君。 

〇総務課長（志村廣文君） 
 それでは、議案第４８号の補足説明をさせていただきます。 
 今回のこの改正ですけども、東日本大震災に対して、災害救助法に適用される市町村で被災

者を支援する場合の活動ですけども、今までボランティアの活動としては５日という条例に

なっておりましたけども、それを７日に読み替えるものであります。 
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 なお、この有効期限ですけども、２３年の１２月３１日までとすることになっております。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 次に、議案第４９号の補足説明を求めます。 
 企画課長、齋藤和彦君。 

〇企画課長（齋藤和彦君） 
 それでは、議案４９号の補足説明をさせていただきます。 
 一部改正の条例案をご覧いただきたいと思います。 
 今回の改正は、そこに示してありますように６２から６６番までの５件につきまして手数料

を追加するものであります。 
 ６２、６３につきましては採石法の許認可の義務。それから６４、６５につきましては砂利

採取法の許認可の義務。県から移譲を受けましたので、町の条例で手数料を定めるものであり

ます。 
 まず６２の、採石法第３３条の規定に基づく岩石の採取計画の認可の申請に対する審査に伴

う手数料につきましては１件につき５万２千円。６３の採石法の採取計画の変更の認可に対す

る許認可事務につきましては１件につき３万３千円。６４番の砂利採取法の砂利の採取計画の

認可審査にかかる手数料につきましては１件につき３万７，７００円。６５の同じく砂利採取

法の最終計画の変更認可にかかる手数料につきましては１件につき１万７千円といたしました。 
 手数料の金額につきましては、地方公共団体の手数料の標準に関する政令、平成１２年に発

布されましたが、これを基準にいたしております。 
 次に６６番、町営バスの乗車に関する証明、これにつきましては先ほど提案いたしました富

士川町町営バス設置条例第１０条の規定により、６５歳以上であることの証明、これに対する

手数料を定めました。１件につき３００円といたしました。 
 附則といたしまして、この条例は公布の日から施行すると。ただし、６６の項を加える改正

規定につきましては、平成２３年７月１日から施行する。 
 以上でございます。 

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４６号から第４９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１７ 議案第５０号 平成２３年度富士川町一般会計補正予算（第２号）について 
   日程第１８ 議案第５１号 平成２３年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）に

ついて 
   日程第１９ 議案第５２号 平成２３年度富士川町介護保険特別会計補正予算（第１号）について 

 以上の３議案は補正予算案でありますので、一括して議題とします。 
 町長から、本案について提案理由の説明を求めます。 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
―――― ３議案の提案理由朗読説明 ―――― 
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〇議長（望月邦彦君） 
 次に、議案第５０号から第５２号までの補足説明を求めます。 
 まず、議案第５０号の補足説明を求めます。 
 財政課長、川住資農夫君。 

〇財政課長（川住資農夫君） 
 それでは、議案第５０号の補足説明をさせていただきます。 
 （以下、平成２３年度富士川町一般会計歳入歳出予算補正事項別明細書朗読説明） 
 以上で、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５１号の補足説明を求めます。 
 町民生活課長、依田正一君。 

〇町民生活課長（依田正一君） 
 それでは議案第５１号、補足予算書の裏面をお願いいたします。 
 （以下、平成２３年度富士川町国民健康保険特別会計歳入歳出予算補正事項別明細書朗読説

明） 
 以上で終わります。よろしくお願いいたします。 

〇議長（望月邦彦君） 
 次に、議案第５２号の補足説明を求めます。 
 福祉保健課長、深沢茂樹君。 

〇福祉保健課長（深沢茂樹君） 
 それでは、議案第５２号の補足説明をさせていただきます。 
 （以下、平成２３年度富士川町介護保険特別会計歳入歳出予算補正事項別明細書朗読説明） 
 以上でございます。よろしくご審議くださいますよう、お願い申し上げます。 

〇議長（望月邦彦君） 
 以上で、町長ならびに担当課長の議案第５０号から第５２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２０ 認定第２号 富士川町道路線の認定について 
   日程第２１ 認定第３号 富士川町道路線の廃止について 

 以上の２議案は路線の認定案でありますので、一括して議題とします。 
 町長から、本案について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、認定第２号および第３号の補足説明を求めます。 
 建設課長、堀内尚巳さん。 

〇建設課長（堀内尚巳君） 
 それでは認定第２号ならびに認定第３号につきまして、補足説明をさせていただきます。 
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 まず認定第２号の富士川町の町道路線の認定につきましてですけども、ここに表があります

ように天神中条２０号線。起点が天神中条１０８１番地１先。それから終点が天神中条

１０６９番地先。５３メートルの延長です。 
 それから青柳３０号線につきましては、青柳町の起点が７１４番地１先。それから終点が青

柳町７０９番地２先。うしろに添付しました、地図のほうを見ていただきますとお分かりいた

だけるのではないかと思います。 
 まず天神中条２０号線ですけども、青柳横通り線の１本北側に青柳天神中条線というのがあ

りまして、Ｊマートの西側になります。そこに交差しています５３メートルにつきまして、今

回、認定させていただくということと、それから青柳３０号線ですけども、これは都市計画道

路に小林金手線なんですけども、今回、供用開始を行いました。それから外れた部分につきま

して、幹線１級からその他路線ということに格下げをしまして、改めて青柳３０号線というこ

とで、延長１２２メートルにつきまして、今回、認定をさせていただくということで提案させ

ていただいております。 
 それから廃止路線につきましては、合併しまして重複していたということが分かりましたの

で、この部分につきまして、青柳１９号線につきまして廃止をさせていただくということで提

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

 以上で、町長ならびに担当課長の認定第２号および第３号の提案理由および補足説明が終わ

りました。 
 以上で、本日の日程は全部終了しました。 
 なお、６月１２日の開議時間は富士川町議会会議規則第９条第２項によって、午前９時に繰

り上げて開くことにします。 
 お諮りします。 
 ６月１２日の開議時間を、午前９時に繰り上げて開くことにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、６月１２日の開議時間を午前９時に繰り上げて開くことは可決されました。 
 本日は、これにて散会とします。 
 ご苦労さまでした。 

 
散会 午後１２時１０分 
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開会 午前 ９時００分 
〇議長（望月邦彦君） 

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

ただきまして、誠にありがとうございます。 
 これから、平成２３年第２回富士川町議会定例会第２日の会議を開きます。 

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

 この際、議案の審議に先立ちまして、諸般の報告を行います。 
 議長から、報告します。 
 本日の議事日程、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。 
 教育委員の改選により、中込文江教育委員長が新任されました。ご出席をいただき、誠にご

苦労さまです。 
 ここで、教育委員長からあいさつの申し出がありましたので、これを許します。 
 教育委員長、中込文江さん。 

〇教育委員長（中込文江君） 
 おはようございます。 
 このたび、富士川町教育委員長に就任いたしました中込文江です。どうぞ、よろしくお願い

いたします。 
 貴重なお時間をいただき、一言ごあいさつをさせていただきます。 
 先日「教育は未来、学校は希望」という言葉を復興地域の支援に向かっていたボランティア

の方からお聞きしました。私どもの宝であります子どもたちの学びの場 学校は本当に大切だ

というふうに、その言葉を聞き改めて感じました。 
 本町におきましても、この４月より新学習指導要領完全実施となりましたが、着実にその歩

みが始まっております。新学習指導要領はゆとり教育の見直しから学習内容が増え、英語学習

が高学年に取り入れたり、授業時間数の増加などの変化があります。すでに移行期から準備が

進められており、町内の小学校とも順調な歩みが始まっております。中学校におきましても新

学習指導要領は、来年度は完全実施の年となります。移行期に準備が進められておりますので、

来年４月から完全実施ができる状況に現在あります。教科書の採択業務も峡南広域にわたり、

開始されております。 
 また先に発生しました東日本大震災を教訓に、防災計画等の見直しも緊急の課題と考えてお

ります。児童生徒が元気に明るく、生きる力を育んでいけるよう頑張っていきたいと考えてお

ります。 
 また学校教育だけではなく、町民が生き生きと生活していけるように、社会教育、生涯学習

と幅広い分野におきましても教育委員としてアンテナを高くし、他の委員また委員会職員との

連携を密にし、取り組んでいきたいと考えております。 
 本年度は町の教育振興計画策定の年です。町民の方々の声を大切にしながら、特に不易と流

行を念頭に原案を作成していきたいというふうに思っております。 
 以上、甚だ簡単ではございますけれども、私の思いの一端を述べさせていただきました。ど
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うぞ町議会の皆さま方のご理解とご協力を今後ともよろしくお願いをいたしまして、ごあいさ

つとさせていただきます。本日はどうもありがとうございました。 
〇議長（望月邦彦君） 

 これで、教育委員長のあいさつは終わりました。 
 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。 
 また今定例会に限り、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、本日は議会改革の一環として傍聴者の利便を図るため、議場内でのビデオ撮影を行い、

会議室に中継しますので、ご了承ください。 
 また、傍聴者から児童が傍聴席に入場することの申し出がありました。これを許可しました

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

 質問の通告者は１０名であります。 
 これから、通告順に一般質問を行います。 
 それでは通告１番、１１番、深澤勝雄君の一般質問を行います。 
 １１番、深澤勝雄君。 

〇１１番議員（深澤勝雄君） 
 それでは、通告により一般質問をします。 
 去る３月１１日に発生した、東日本の未曾有の大震災の発生から３カ月になりました。今、

地震の余震が今も続いておりますが、亡くなられた１万５，４００人の方々には心からお悔や

みを申し上げるとともに、被害に遭われた皆さまにはお見舞いを申し上げるとともに一日も早

い復興が実現することをお祈り申し上げます。 
 私は、改めてこの大震災で自然災害等、化学災害の恐ろしさ、非常に強烈に感じております。

そこで私は町の公共施設の防災対策について、町民の安全・安心のため今度どのように構築し

ていくのか、町のお考えを伺いたいと思います。 
 町民会館は昭和５３年１月に着工したもので、築後３３年が経過しております。今、幅広い

町民の集う場として昼夜にわたって使用され、利用価値が高く大きな役目を果たしております。

先日、手元に届きました富士川町地域防災計画によりますと、防災計画の中で町民会館は地震、
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台風等の災害発生時に近隣住民の避難所として指定されています。耐震性が弱く東日本大震災

の被害の実態を知るにつけ、東海地震の発生も懸念される中で町民の皆さまも不安を抱いてい

ることと思います。 
 まず第１点といたしまして、町民会館の耐震化の現状についてお伺いします。 

〇議長（望月邦彦君） 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 深澤勝雄議員の、町民会館の耐震工事の現状についてのご質問にお答えをいたします。 
 町民会館の耐震につきましては、平成７年の阪神・淡路大震災により耐震改修促進法が施行

されたことに伴い、平成９年に耐震診断を実施したところ、耐震指標でありますＩＳ値が基準

値より低かったため、平成１６年に町民会館検討委員会を立ち上げ検討していただいた結果、

図書館と児童館は別途建設し、町民会館は現在地で必要最小限の耐震補強とリニューアルが望

ましいとの方向が示されたところであります。 
 当時の議会における質問に対しましても、町民会館、役場、体育館の建て替えについて答申

を踏まえ、整備方針を検討している。図書館、児童館は公約であるので早めに建設したい旨の

答弁をしております。この答弁に対して、町民会館、役場の耐震化が放置されてきましたので、

混乱を続けた増穂町の時代の政争の具の１つにもされてまいりました。 
 この間に建築基準法の一部改正や耐震診断の方法も改正されましたので、私は就任した平成

１９年に再度、耐震診断を行うとともに新たに町民会館施設検討委員会を立ち上げ、検討委員

会では耐震基準値をクリアする工事をした場合、町民会館としての機能が確保できるかどうか。

また現在の機能が大きく失われるようであれば、町村合併を視野に入れておりましたので、１万

３千人の利用する町民会館の建設ではなくて、町民会館としての必要な機能の検討をお願いし

てところであります。 
 平成２２年２月に検討委員会から耐震補強は各部屋の使い勝手が悪くなるため、耐震補強工

事は実施せず、現在地に建て替えを行うべきとの中間での意見は聞いておりますが、当時、鰍

沢町との合併もあり、最終的な報告や答申は受けておりません。 
 一方、これまで保育園や小中学校も耐震化していない建物がありましたので、子どもたちの

使用する建物を優先して、順次、耐震工事を進めてまいりました。こうしたことから町民会館

の耐震補強工事は行っておりません。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 １１番、深澤勝雄君。 

〇１１番議員（深澤勝雄君） 
 それでは、２として町民会館の新築計画について伺います。 
 町民会館は、ただいま述べたように昼夜にわたって多くの人が利用しています。今、町長さ

んからも説明がありましたように、図書館とか学校教育面、社会教育面からいろいろ、その存

在価値は高くなっておりますが、これからも多くの町民が利用していくことと思います。長期

展望の中で、町民会館の建築についての考えがありましたら伺います。 
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） 
 今後の、町民会館の新築の計画についてのご質問にお答えをいたします。 
 現在の町民会館は、昭和５２年の建設でありまして築３３年が経過しておりますが、生涯学

習の拠点として子どもから高齢者まで多くの町民の皆さまに昼夜を問わず、ご利用いただいて

おるところであります。 
 また役場はこれより古い昭和４１年の建物であり、ともに老朽化も進んできておりますが、

役場は災害時には総合対策本部ともなることから、両建物とも耐震基準をクリアした建物が必

要であるということは認識をしております。 
 これまで、子どもたちの使用する建物を優先して耐震化工事を進めてきたことと、鰍沢町と

の合併は成立いたしましたが、私はさらなる合併も視野に入れておりますので、１万７千人が

利用する規模の役場や町民会館を建設するか否かの判断はまだする時期ではないなと、こんな

ふうに思っております。しかし、地域防災計画では町民会館や分庁舎が災害発生時の避難場所

になっておりますので、今回の防災計画の見直しに併せ、避難場所から削除していきたいと考

えております。 
 町民会館等々にいたしましても、また合併の関心が一時より低下している現在でありますの

で、こうした問題もありますから、いずれ判断をしていかなければならない事項だと考えてお

ります。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 １１番、深澤勝雄君。 

〇１１番議員（深澤勝雄君） 
 それでは、（３）の災害時に備えた役場本庁舎への自家用発電装置の設置について伺います。 
 便利で本当にいろいろ豊かになった現在社会の中で、今年は計画停電等もあり、節電に対す

る意識改革、その必要を改めて感じております。志村町長は就任以来、安全・安心なまちづく

りに向けていち早く災害時の復旧に向けた関係の町内業者等に、多面にわたりまして、災害救

助協定を結びました。このことは多くの町民のとって心強い限りですが、万が一、災害時の災

害対策本部は本庁舎が設置場所となっております。地震予知情報によりますと、３０年以内に

東海地震の起きる確率は８７％といわれております。３．１１大震災の地震予知というのは７％

であったというふうに報じられております。今回の大震災は、まさに想定外でした。これから

の防災に強いまちづくりのため、想定外を想定としての地域づくりが必要になっていくことと

思われます。災害時、町民の生命・財産を守るため、町民の負託に応えられるためにも役場本

庁舎への自家発電装置の設置を提案いたしますが、役場機能維持のため電源確保についてどの

ような考えを持っ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） 

 東日本大震災による直接の停電はありませんでしたが、その後の計画停電時は発電機を利用

して電話等の使用電源は確保できましたが、戸籍業務等々のコンピューターを使った業務はで

きません。自家発電装置がないというために、そういう業務を停止したということであります

が、こうしたことから今後、非常時における電源確保のために自家発電装置を設置してまいり
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たいと考えております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 １１番、深澤勝雄君。 
〇１１番議員（深澤勝雄君） 

 それでは、２の地区公民館の建て替えについて伺います。 
 富士川町第１次総合計画審議会が３５名の委員で構成されまして、平成２２年８月にスター

トしました。今年３月末で計３回の審議会を開催し、町民の要望を取り入れた計画案作成のた

めに、町民対話集会が２回にわたり町内２０カ所で開催され、町民の皆さまの意見を聞く中で、

各区での多面的な活動の中心的な役割を果たしている公民館の老朽化が進み、建て替えの声も

多く出されました。 
 特に大久保区、天神中条区、米、最勝寺区の公民館の老朽化が進んでいます。築後５０年

経っている公民館もあります。災害時には地区の住民の避難場所となっています。町におきま

して、この建て替えに際しての補助はしているわけですが、地区公民館の建て替えに際して、

今後どのような働きかけをしていくのか、町の考えを伺います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 生涯学習課長、望月親人君。 
〇生涯学習課長（望月親人君） 

 それでは深澤議員の地区公民館の建て替えについて、どのような働きかけをしていくのかと

いうご質問にお答えします。 
 現在、富士川町には地区公民館は１８館あります。建築から４０、５０年経過した木造の施

設もありまして、今後、建て替えが必要になってくることが予想されます。町では平成２２年

度に地区公民館改築事業費補助金交付要綱を定めまして、旧建物の解体、それから建築工事を

補助対象にしまして、地区内の居住人口に１万円を乗じた金額を補助しています。小林地区が

この制度を利用しまして、平成２２年度に公民館を新設しております。 
 地区公民館の新築につきましては多額な費用を要しますので、その準備が整った地区から要

望があがってきた時点で、補助金の予算計上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） 
 １１番、深澤勝雄君。 

〇１１番議員（深澤勝雄君） 
 それでは３の町道八丁山線の道路修復と観光対策について、お伺いします。 
 大久保区の八丁橋より上流、赤石温泉までの町道八丁山線、戸川沿いはこの新緑と紅葉、清

流渓谷の景観があり、また本町にとりまして戸川上流は重要な農業用水の水源ともなっており

ます。しかし、上七尾橋から赤石温泉に通じる約８キロの道路が乗用車でも通行が困難な状況

であります。この道路修復の予定はあるのかについて、伺います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 建設課長、堀内尚巳さん。 
〇建設課長（堀内尚巳君） 

 それでは深澤勝雄議員の、町道八丁山線の今後の道路修復についての予定はあるのかという

ご質問にお答えをいたします。 
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 当該路線につきましては、車による常時利用者はほとんどおりませんが、年に２回ほど重機

等を入れて、路面整正と維持管理を行っております。 
 今後も非常時の迂回路として通行に支障がないように、適正な維持管理に努めてまいりたい

と考えております。 
 以上であります。 

〇議長（望月邦彦君） 
 １１番、深澤勝雄君。 

〇１１番議員（深澤勝雄君） 
 それでは関連いたしまして、戸川沿いの観光振興についてということで伺います。 
 先ほど申したように戸川沿いというのは、自然に恵まれた戸川沿いには妙蓮の滝とか温泉と

か多数の隠れた観光スポットが多くあります。この戸川沿いの観光振興についての、将来に向

けてどのような構想があるのか伺います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 商工観光課長、矢崎仁君。 
〇商工観光課長（矢崎仁君） 

 それでは深澤議員さんの町道八丁山線の観光対策について、景観を生かしての観光振興は考

えているのかというご質問にお答えいします。 
 戸川渓谷は大柳川渓谷と並びまして渓谷は深く、また新緑および紅葉は素晴らしいものがご

ざいます。訪れた人が自然を十分に満喫できる渓谷でもございます。今、平林の周遊ルートと

いうものをつくるように努力しておりますけども、その平林筋を観光施策の１つといたしまし

て、平林周遊コース、これを１つのルートとして、あの渓谷を利用していきたいなというふう

に考えております。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 １１番、深澤勝雄君。 

〇１１番議員（深澤勝雄君） 
 以上をもちまして、私の一般質問を終わります。 
 ありがとうございました。 

〇議長（望月邦彦君） 
 以上で通告１番、１１番、深澤勝雄君の一般質問を終わります。 
 続いて通告２番、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） 
 私はちょうど今、非常に話題になっている問題２点について、通告どおりお伺いいたします。 
 まず夏の節電対策でございますが、東日本大震災で被災した東京電力、福島第１発電所は３カ

月経った今も懸命な原子炉停止作業が続けられています。震災直後には計画停電も実施され、

日常生活や経済活動に大きな影響を生じました。 
 一方、震災から国全体に節電意識も非常に高まってきております。今年は梅雨明けも早い予

報もあり、今後、夏に向かい電力不足は避けられない状況にあると思います。国も節電に向け、

電力の使用制限や節電目標を１５％に定め、工場等の大口事業者に対しては義務付け、一般家
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庭にも節電を呼びかけています。 
 そこで本町の取り組みについて、４点ほど伺います。 
 まず（１）ですが、夏の電力不足は避けられない緊急事態であると思います。国は１５％の

電力使用制限や国民に節電を呼びかけているが、自治体はその模範を示す必要があると思いま

す。庁舎や公共施設の本町の取り組みを、まず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） 

 芦澤益彦議員の、庁舎や公共施設での電力の節減計画についてのご質問にお答えいたします。 
 町ではこれまでも環境保全の実践行動計画として、クールビズの実施やノー残業デーの実施

を進めてきたところでありますが、この震災後の厳しい計画停電、またこの夏以降に見込まれ

ます電力需要の状況等々を勘案いたしまして、役場の不要な電気の消灯、実際には電球の間引

きをしておりますが、公共施設におきましても道路の街路灯の間引き、そして社会体育施設に

おける照明時間の短縮等の節電も図ってきております。 
 これから国の指示に従いまして、町民の皆さんにも節電のご協力をお願いしていかなければ

ならない立場でありますので、国は１５％といっておりますが、役場はそれ以上の目標を掲げ

ながら徹底した節電に努めていきたいと思います。 
 具体的な節電の取り組みといたしましては、庁舎の照明器具の蛍光管の間引きやこまめな消

灯として３０％ほどは削減をしていきたい。そしてまた空調機器の温度調節や長時間使用しな

い部屋などの空調の停止、こんなことで６％程度が削減できるんではないか。またＯＡ機器の

電源調整や不要なコンセントの引き抜き等、待機電力の削減で３、４％の削減が可能ではない

かと。さらに役場の開庁時間、これまで８時半から５時半までありましたが、県や他市町村と

合わせる形で８時半から５時１５分と。国で示された正規の時間にすることで、時間的計算し

ても３％は削減できると。こんなことを進めていきながら、役場が町民の皆さんのお手本にな

るような形で、役場としては全体で、最大使用電力の２０％以上の抑制に努めてまいりたいと

考えております。 
 さらに今後におきましても、富士川町役場地球温暖化対策実行計画、その事務事業編という

のがあります。これの徹底した実施を行うと同時に、契約電力の削減に向けたデマンドコント

ロールシステム、この節電デマンドシステムも導入しながら、基本契約電力の削減も図る。徹

底した節電対策に取り組んで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） 
 １４番、芦澤益彦君。 

〇１４番議員（芦澤益彦君） 
 本町においては１５％以上、２０％を目標に節電を心がけていると。こういう自治体として

の力強い町長からの説明でございますが、どうか県下一の節電を目指していただきたいと思い

ます。 
 次に（２）に入ります。 
 自治体で一生懸命節電するわけですが、一般家庭に対する節電の必要性、また啓蒙はどのよ

うな方法で進めていくのか。せっかく町でこういったものを取り入れてやっていますので、一
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般家庭への呼びかけはどうしていくのか、伺います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町民生活課長、依田正一君。 
〇町民生活課長（依田正一君） 

 それでは、芦澤議員の一般家庭に対する節電の啓蒙は、どのように進めていくのかについて

の質問にお答えをいたします。 
 一般家庭に対する節電のお願いとしては、まず見ていないテレビの電源を切るとか照明はこ

まめに消す。使っていない電気製品のプラグ、またはコンセントは抜く。それからツル性の植

物で緑のカーテンをつくる等、町民一人ひとりが節電意識を高め、実践していただきたいと思っ

ております。 
 またこれらにつきましては、町の広報誌、暮らしのカレンダー、ホームページなどを使いま

して、啓蒙に努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） 
 １４番、芦澤益彦君。 

〇１４番議員（芦澤益彦君） 
 ７月、８月はエアコンも一番、電気を使うわけですが、１年で一番、電気の消費量が多くな

るわけです。昨年のような猛暑が続いた場合、東京電力管内では６千万キロワット、これだけ

の電気が必要になると。そうすると、供給力が１割不足するという見通しが出ております。そ

のために節電を呼びかけるわけですが、こうなると大停電になる可能性もあると。ぜひ、今の

ような呼びかけですが、さらに強力な方法で町民にアピールをしていただきたいと、こんなよ

うに思いますが、どうでしょうか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町民生活課長、依田正一君。 
〇町民生活課長（依田正一君） 

 今、芦澤議員から質問がありました。なおさら、毎月、先ほど言いましたように暮らしのカ

レンダー、広報等を通じまして、くどいようですけども、町民の皆さまにこまめに節電を協力

してもらいたいというふうにしたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 今後の夏の節電につきましては、富士川町に限ったことではなくて、日本全国で取り組まな

ければならない問題だと思います。国が１５％以上の削減を指示したように、これからは国が

テレビ、ラジオ等を通じながら全国民に呼びかけていくと思いますし、山梨県も県民に向けた

そういった呼びかけをやっております。富士川町は、それにまた独自の方法でやっていくとい

うことでありますが、一般家庭、そして企業も含めた節電をしていかなければ、今の電力の発

電量に対する需要量が賄えないという状況になってくると思います。 
 役場の中でも若い職員をはじめ、全職員に何かそういったアイデアがないかということを今、

募集もかけているところでありますので、これはこの夏に限らず、たぶん原子力発電所がこん

な状況であれば、今後ずっと続いていくんではないかなと思いますので、恒久的な対策として
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やっていきたいと、こんなふうに思っております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 １４番、芦澤益彦君。 
〇１４番議員（芦澤益彦君） 

 実行して節電をするということと、もう１つは町民のぜひ意識を高めるということで努力を

していっていただきたいと思います。 
 次に３番の質問に移ります。 
 この節電を小中学校児童生徒に対しては、どのように意識的にも教育に取り組んでいかれる

のか、これを伺いたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 教育総務課長、川手貞良君。 
〇教育総務課長（川手貞良君） 

 それでは、芦澤議員の節電の向上の取り組みについてのご質問にお答えさせていただきます。 
 夏の節電対策および節電への意識の醸成は、すでに増穂中学校におきましては、生徒会を中

心に昨年度節電活動を実施し、この活動が評価され、子ども環境教育プラグラム、きっずＩＳ

Ｏ１４０００フォースクールの国際認定を受けており、現在もこの活動を継続して行っており

ます。 
 またほかの小中学校におきましても、増穂中学校の取り組みを参考として、学校版環境プロ

ジェクトを富士川町地球温暖化対策実行計画事務事業編として作成いたしました。この計画の

中では、教室の不要な電気の消灯など節電への取り組みを行うこととしております。こうした

取り組みで、児童生徒の節電意識を図ってまいります。 
 なお、この取り組みを実践することによりまして、児童生徒が各家庭における節電意識の向

上にもつながるものと思っております。 
 以上でございます。 

〇議長（望月邦彦君） 
 １４番、芦澤益彦君。 

〇１４番議員（芦澤益彦君） 
 先ほども町長が言われましたように、役場の南側へはグリーンカーテンといいますか、ツル

科の植物を植栽するということですが、学校ではそういう考えを持っているか、やっているの

か、その点をお伺いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 教育総務課長、川手貞良君。 
〇教育総務課長（川手貞良君） 

 ツル性の植物につきましては鰍沢小学校、また増穂小学校においては南側の職員室等のとこ

ろで栽培するようになっております。 
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） 

 昨年から節電対策をやられているということでございますが、県では小中学校の生徒児童に

対して山梨エコティーチャーという制度を設けておりますよね。これは県から、そのティー
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チャーが派遣してきまして、それぞれ学校へ来て子どもたちに節電の教育をしてくれると、こ

ういうものだと思いますが、そういったものの受け入れは考えていますか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 教育長、堀口広秋君。 
〇教育長（堀口広秋君） 

 ただいまの件でありますが、山梨県で設定しておりますエコティーチャーにつきましては、

性格がどちらかといいますと環境保全という部分でのエコティーチャーであります。ですから

今回の節電とは若干、異なるわけでありますが、先ほど質問にもありましたように、ツル性植

物を各学校でやることによって環境にも配慮ができるという部分がありますので、そういった

点を含めまして、各学校から要請があれば対応してまいりたいと考えます。 
 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） 
 次に（４）へ入ります。 
 クリーンエネルギー、太陽光発電が主体でございますが、この導入においては従来、本町で

は推進をしてきました。これからは、この自然エネルギーに対して関心が非常に高まってくる

のではないかと思います。導入希望者も今までよりは増えてくると思いますが、こういったも

のに対して、増えてきても対応が出るような補助制度とか、さらに推進をするというような、

そういうお考えはあるかどうか伺います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町民生活課長、依田正一君。 
〇町民生活課長（依田正一君） 

 それでは芦澤議員のクリーンエネルギー、太陽光発電の本格的導入推奨は今後、必要になっ

てくると思うが、町の計画はあるか聞きたいということについてお答えをします。 
 旧増穂町では平成１５年度から新エネルギー導入補助として、太陽光発電システム設置費補

助金と太陽熱温水器設置費補助金制度を実施しており、富士川町としても引き続き実施し、広

く活用していただいております。 
 現在、太陽光発電システムの補助金として、出力１キロワット当たり２万５千円で上限７万

円まで。町外からの転入者は上限１５万円を交付しております。また太陽温水器の設置費補助

金として設置費用の５分の１、上限５万円を交付しております。今後も引き続き、クリーンエ

ネルギーの普及に努めてまいりたいと思います。 
 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） 
 この補助制度、これは国とか県も関連してくると思うわけですが、希望者があれば、全員が

対象になるというくらいの幅はもっていますか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
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〇町長（志村学君） 
 太陽光発電システムの設置費の補助金につきましては、年々件数が増えてきております。一

昨年、昨年も補正予算に計上しながら希望者には満たされるように努力をしております。 
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） 

 非常にクリーンエネルギーが、これからは大事になってくると思います。どうかそういった

面で、小中学校へ町長の開会日の説明ですと、太陽光発電機を導入するという案もありますの

で、ぜひとも一般家庭にもさらに普及を進めていっていただきたいと思います。 
 次に２番目の質問へ入ります。 
 リニア中央新幹線についてでございます。 
 ＪＲ東海が２０２７年、東京・名古屋間、２０４５年には大阪までの開業を予定しているリ

ニア中央新幹線について、５月２７日、国は建設を指示しました。基本計画決定から３８年、

電磁力で浮き上がって走る、夢の超特急の構想がようやく実施段階に入ってきたと、こういう

ことでございますが、ただ路線や中間駅の建設問題。さらに駅の費用負担を巡って、沿線自治

体は非常に揺れております。６月７日には、中間駅と名古屋までの大まかな路線が発表になり

ました。山梨では、駅は中央市を中心とする半径２．５キロのエリア。路線は富士川町におき

ましては、東西に横断するという幅３キロのルートが発表されております。 
 今後、いずれ点と線で確定していくと思うわけですが、課題も大きい富士川町の対応を３点、

お伺いしたいと思います。 
 まず（１）です。１県１駅と計画されていた駅と路線の大きな候補地とルートを６月７日、

ＪＲが発表しました。県内では甲府、峡東、峡南、富士北東の４圏域が駅誘致活動を展開して

きましたが、中央市を中心とした甲府盆地南部に決定したと。峡南の誘致に一生懸命活動を続

けてきた本町にとりまして、ここに決定したということについて、町長の感想を伺いたいと思

います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 リニア中央新幹線の建設促進と峡南地域への停車駅誘致を目指しまして、平成２１年２月に

峡南地域の６町が一丸となりまして、取り組むことを目的としてリニア中央新幹線建設新山梨

駅誘致促進峡南地域協議会というのを設立いたしました。この協議会の設立以降は、協議会を

中心にしまして国土交通省をはじめ、県選出の国会議員への要望、そして併せて、この中で南

アルプス市を貫通する直線ルートで建設をしてほしい。峡南地域へ中間駅を設置してほしい。

できれば、そこに駐車場も置いてほしいと、こんなことを中心に陳情活動を行ってきたところ

であります。 
 今回、甲府南部地域ということが決定されましたが、これから地元の市町村の同意が得られ

れば、具体的な位置を絞り込む予定と聞いております。峡南地域あるいは峡東地域、富士北麓

地域も手を挙げていたんですが、既存の施設のところをぬって歩くようなリニアになりますの

で、甲府以外はどうも橋上駅舎といいますか、相当高いところになってしまうと。 
 今回の６月７日の決定でも４カ所を置きながら、その中で峡東にしても釜無川西部にしても、
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今の中部横断自動車道のもし上を通るんであれば、相当の高さになってしまう。空中駅になっ

てしまうということで、甲府南部地域が妥当であろうという計画のようであります。 
 これまでリニアの誘致もしてきましたし、促進もしてきました。駅の誘致もしてきました。

今回こういうルートが示されて、富士川町を縦断するような形になりますが、まだどこを通る

か、どの位置が引っ掛かるのか、そのへんが分かりませんので、今後の資料収集に努めていき

たいと思っております。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 １４番、芦澤益彦君。 

〇１４番議員（芦澤益彦君） 
 （２）へ入ります。 
 駅の建設費については、ＪＲは全額地元負担と、こういうことをいっているわけですが、県

内、中央市に出ようと、どこへ出ようと、建設負担は県がこれは考えるべきで、沿線自治体が

負担するというようなことはちょっとおかしいなと私は思うわけですが、このことについて町

長は今どんな考えか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 リニア中央新幹線の中間駅は１県１駅とされまして、地上駅は平坦で延長１キロ。そして幅

が４５メートルは必要だと、こんなことを聞いております。そして建設費は平坦地で約３５０億

円ということが想定されています。中間駅に関して、ＪＲ東海は具体的な負担については、今

後、協議させていただくとしておりますけども、中間駅の位置の公表とともに地元自治体であ

る県と協議することが見込まれるんではないかなと思っております。 
 ６月７日に甲府盆地南部地域と公表されましたので、ＪＲ東海と県および、そこのポイント

になった市なり、町なりと協議する中で決定をしていくんではないかなと思っております。 
 沿線町村がという話もありますが、沿線町村へしっかり補償をしていただくということを、

これから考えていかなければいけないではないかなと私は思っております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 １４番、芦澤益彦君。 
〇１４番議員（芦澤益彦君） 

 富士川町においてはむしろ通過するということですので、補償の問題が出てくると、こうい

う町長の答えでございました。 
 （３）番へ入りたいと思います。 
 発表の路線を大まかなルートということで、幅が３キロということでありますが、私どもが

見る限り、長沢東より入りまして、富士川町へ。いずれ鰍沢西部へ抜けていくと。こんなよう

な、横断するコースではないかと思われるわけですが、ただこれが通過するだけでは困ります。

景観の問題も出てきます。こんな関係で、これを町長は今度どのようにリニアが、駅が近くへ

出るということですが、町の活性化を生かしていくのか、これを伺いたいと思います。 
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） 
 リニアの駅については、駅とかルートについては、私の私見ではありますけども、今、大ま

かに駅が５キロの円で出ている。ルートは３キロ幅で出ている。駅がまだ甲府盆地南部という

ことで、どこと決まっておりません。これがなるべく東側、旧石和より向こうであれば、先ほ

ど言いましたように、平坦１キロの距離は必要ということですから、その１キロが確保された

ところから曲がりだす。そうなれば、もっと東側へいくんではないかなと。もっと中央市の西

側へくると、それからまだ曲がりだしますので、米のほうへ向かってくるんではないかなと。 
 今、その３キロ幅の図面を見ますと、正確ではありませんからよく分かりませんけど、大き

な図面の中へ引いてあるだけですから、よく分かりませんけども、増穂インターの西側から、

さらに西側へ３キロ幅が出ているように思われます。そうしますと、富士川町は全部入ってい

ますね。米まで。ですから、そういった駅の位置によって、これからのルートが決まってく

る。それと環境アセスも進めてきますので、そんな関係でくると思いますが、いずれにしても、

ここを通るということは事実のようでありますから、今後リニア中央新幹線がつながったとき

には、やはり東京、名古屋、大阪の３大都市を高速で結ぶ幹線機能、あるいは沿線地域にあた

る経済効果、こんな意義もあるとは思っております。そして移動時間の短縮による交流人口の

増加とか、観光を基軸とした滞留人口の増加とか駅を中心とした商業施設の集積など、いろん

な効果も期待されているところであります。 
 富士川町におきましても、まちづくりの基本理念に「人・物集う ときめきの郷」というこ

とを掲げております。中部横断自動車道の開通とか、リニア中央新幹線の開通により人や物が

行き交う賑わいを承知しながら町の活性化に努めていきたい。通ったから、それで安心という

ことはないと思います。その地域の人たちが、そういうものも活用しながら、いかに努力をす

るかということになってくると思いますので、そういった新技術、新乗り物も活用しながら地

域振興ができればいいかなと思っております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 １４番、芦澤益彦君。 
〇１４番議員（芦澤益彦君） 

 先ほどもリニアの通過地点に富士川町がなるということで、補償問題とかいろいろこれから

出てくるということですが、私はこのリニアを通す条件ということではないんですが、身延線

の駅を富士川大橋の東側へなんとか設置をしていただきたい。先ほどの深澤議員の町長からの

お話の中で、さらなる合併も考えているということですので、富士川大橋東はうちの町ではな

いわけですよね。そこへ駅という、これはとんでもないお話ですが、そういう将来の展望も見

据えながら、身延線の駅を一番利便性のある、あのへんへもってくるという、こういう運動は

リニアに絡めてできないものでしょうか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 リニアの通過駅は、山梨県の場合は甲府盆地南部ということであります。ＪＲ東海さんが事

業をやるわけでありますので、ＪＲと身延線とできるだけ近くという気持ちはあると思うんで

すが、静岡の人たちが１時間何分かけて、ここまできてリニアに乗るかというのも考えづらい

ものであります。静岡から１時間もかければ東京へ行ってしまいますので。それよりも新甲府
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駅、山梨駅かもしれませんが、そういうところと、この盆地の中のいろんな人の賑わう施設を

いかに結んでいくか。たぶん、県のほうもこれから新交通システムというのを考えていくと思

います。今の身延線と連結させるか。あるいは身延線を絡めながら、新交通システムを考える

か、いろんな考えが出てくると思います。 
 昨日あたりの新聞にも高速道路と新駅の間に新しいスマートインターみたいなものも検討に

入っているやに聞いておりますので、今後、そういうものはリニアのほうはリニアとして出て

くるんではないかなと。ただ、今言った身延線の富士川大橋を渡った先に身延線が走っている

わけですが、富士川町とすれば電車の走っていない町として、公共交通機関、足の確保という

ことであれば、やはりそこは駅をつくりたい。これにも、よその行政自治体に富士川町が手を

出すわけにもいきませんので、本当は市川三郷と早く一緒になれれば、そういうことも可能に

なるんではないかなと、こんなふうに思っております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 １４番、芦澤益彦君。 
〇１４番議員（芦澤益彦君） 

 これから将来に向けて、１６年後ですか、非常に夢も膨らむ富士川町になると思います。ど

うか、しっかり対応をもって行政を進めていただきたいと思います。 
 以上で終わります。ありがとうございました。 

〇議長（望月邦彦君） 
 以上で通告２番、１４番、芦澤益彦君の一般質問を終わります。 
 ここで、暫時休憩します。 

休憩 午前 ９時５５分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午前１０時０５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、２番、長澤健君の一般質問を行います。 
 ２番、長澤健君。 

〇２番議員（長澤健君） 
 それでは早速、通告に基づいて質問したいと思います。 
 今回は大きく３つに分けて、質問をさせていただきます。 
 先ほど教育委員長のほうからも話がありましたけども、今年度、富士川町では教育振興計画

を作成するということで、その教育振興計画について質問したいと思います。 
 まず１つ目ですけども、先日、この教育振興策定支援事業業務というものが、印刷業者のほ

うで落札されましたが、その業者の関わりのほうを伺いたいと思います。お願いします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 教育総務課長、川手貞良君。 
〇教育総務課長（川手貞良君） 

 それでは、長澤議員のご質問にお答えさせていただきます。 
 教育振興基本計画の策定支援業務の委託内容につきましては、計画策定にあたっての教育資

源の現状把握と課題の整理、策定委員会や町民意見交換会での助言、パブリックコメントの実
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施など、それぞれの支援事業を行うほか計画書の印刷を委託していくこととしております。 
 以上でございます。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ２番、長澤健君。 

〇２番議員（長澤健君） 
 作成にも多少携わるということで、印刷もやるということですけども、この落札の予定価格

が３０７万円だったのに対しまして、落札金額が１６１万７千円と、ほぼ半額の金額で落札し

たんですけども、町としてはたしかに安く落札するのがありがたいと思いますけども、それに

よって中途半端なものにならないか。その作業に支障は来たさないか。そのへんの管理の部分

は大丈夫なのか、お聞きしたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 教育総務課長、川手貞良君。 
〇教育総務課長（川手貞良君） 

 落札につきましては、業者のほうで仕様書に基づいて落札をしておりますので、町につきま

してはその仕様書に基づいて、支援業務の委託をしっかりやっていくようにしていきますので、

ご理解をいただきたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ２番、長澤健君。 
〇２番議員（長澤健君） 

 しっかりと管理をしていただきながら、よりよい基本計画をつくっていただきたいなと思い

ます。 
 それでは２番目の質問といたしまして、この教育基本計画になるべく多くの町民の声を反映

していただきたいんですけども、その作成するまでの中で、例えば組織として委員会をつくる

とかそのような、何か町民の声が反映されるような方法はあるのでしょうか、お願いします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 教育長、堀口広秋君。 
〇教育長（堀口広秋君） 

 お答えいたします。 
 教育振興計画の策定にあたりまして、町の総合計画の策定に伴い、実施をいたしました町民

対話集会での意見や町民意識調査の結果、教育資源の現状と課題などをもとに素案を作成いた

しまして、その素案を教育振興基本計画策定委員会で審議をしていただくこととなります。 
 また町民の意見・提言を反映できるよう、町民の意見交換会を２回開催する予定でおります。

さらに委員会での原案についてもパブリックコメントを実施し、多くの町民の意見等も反映し

た教育振興基本計画としたいと考えております。 
 以上でございます。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ２番、長澤健君。 

〇２番議員（長澤健君） 
 この教育基本計画というのは、やっぱり２０代、３０代、４０代の方が対象になるような内

容になると思いますけども、先ほど以前、実施したのは町民対話集会のときも割とやはり、来
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ない方も悪いんですけども、若い世代というのはあまり参加していませんし、たしかに仕事と

か子育てで来られないという方々もいますけども、そんなような声の中でも意見を持っている

方というのは多々いると思いますので、例えばホームページとかで意見を集うというような、

多くの方の意見を取り入れるような対策というものはお考えでしょうか、お願いします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 教育長、堀口広秋君。 
〇教育長（堀口広秋君） 

 ただいま仰せのとおり、２０代、３０代、４０代、現実にこれから、この町で子育てをして

いこう、あるいは小中学校の保護者として教育に携わっている方々、そういう人たちをふまえ

て、策定委員会の中にメンバーとして入れていけたらいいかなということを考えております。

できるだけ多くの、この町で子育てをしていこうという方々の意見を取り入れるように、ホー

ムページを含めまして努力してまいりたいと思います。 
 以上でございます。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ２番、長澤健君。 

〇２番議員（長澤健君） 
 ぜひ、よろしくお願いします。 
 それでは３番目としまして、この教育基本計画を作成してどのように活用していくのか、

ちょっと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） 

 お答えいたします。 
 教育振興計画につきましては、教育基本法第１７条の第２項に国で策定した基本計画を参酌

し、その地域の実情に応じた教育振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう規定が

されております。 
 本町におきましては現在、策定中の総合計画に併せ、これからの教育の振興はもとより、豊

かな人材の育成、スポーツの振興、芸術文化の振興や学術文化の向上などの教育行政全般の指

針として活用していく所存であります。 
 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） 
 そのような資料というか、基本計画を作成したものは各戸に配られるんですか。それとも町

に、ある程度のところで保存しておくような形なんですか。 
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） 

 できるならばホームページでも公開したいなと思っていますし、ダイジェスト版につきまし

ては各戸にわたるような対応をとってまいりたいと考えています。 
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 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。 
 それでは次の質問にいきますけども、今ある町内７つの小中学校はいずれ長い目で見れば必

ず建て替えの時期はくると思います。比較的、旧鰍沢地区では鰍沢小中学校大規模改修をした

り、中部小学校も昭和６０年落成ということで、築２５年ということで比較的新しいんですけ

ども、そうはいってもやはり雨漏りがしたりと、ガタはきている状態であります。 
 増穂中学校、増穂小学校においては昭和４６年、昭和４９年。増穂西小学校は昭和２８年と

非常に古い建物でありますし、増穂南小学校は昭和５５年ということで、築４０年を超えてい

る学校です。たしかに今すぐに建て替えるような話ではないと思います。エアコンを入れて設

置したりと、いろんな改修事業もこれから行われるわけですけども、そうはいっても、例えば

民間人が家を建てるにしても、やはり早いうちから貯金をして、いろんな住宅展示を見たり歩

いたりして、よりよいものを造りたいというふうな考えで、みんな家を建てたりしています。

やはり、これからも先ほど深澤議員からも質問がありました公民館の建て替えもありますし、

この役場本庁舎もいずれ建て替えなければならないというように、非常に多くの財源が必要に

なってくると思いますけども、そのような、特に学校の建築の部分で、長期的に財源の確保は

どんなようにするのか、お伺いします。 
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） 

 長澤議員のご質問にお答えさせていただきます。 
 教育施設の整備につきましては、これまで大規模改修など実施してきていますが、将来的に

は建て替えが必要となってくることと思っております。このことから建て替えの時期は、今後

の施設状況等を勘案して決めるということとなりますが、その折には国庫補助金や起債の活用

を図るとともに、ほかの公共施設の整備と併せて検討させていただ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） 
 ２番、長澤健君。 

〇２番議員（長澤健君） 
 ちょっと分かりづらかったんですけども、この長期的に財源確保するというような、学校建

設基金というふうなことはないんでしょうか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 長澤議員の膨大な建築費の財源の確保についてという質問にお答えいたしますが、町では先

ほど来、お話がありますように、環境が整えば町民会館とか図書館とか役場とか保育園もいず

れ出てくるでしょうし、学校も当然あります。いろんなものがありますので、そうした施設の

ために貯金がないわけではありません。そういったときに使えるように財政調整基金、あるい
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は公共施設整備基金というのをやっております。 
 今後も先ほど教育総務課長が答弁いたしましたように、施設の状況等を勘案して決めていく

ということになります。その折には国庫補助金の確保も図っていきますし、有利な起債も確保

しながら事業を進めていくわけでありますが、どうしても一般財源というのが必要になるため

に財政調整基金、公共施設整備基金、これらのものを用意しておくと。これは字のとおり財政

調整基金はいろんなものに使えます。公共施設整備基金は何をという目的はしてありませんけ

ども、すべての公共施設に活用できるように幅広い公共施設整備基金という基金を設けてやっ

ておりますので、この中で一般財源の部分は対応していく。 
 ちなみに申し上げますと、合併時には財政調整基金約４億５千万円。これが今回の決算時に

は７億２千万円に積み上げをする予定でおります。公共施設整備基金も５億１，４００万円ほ

ど合併時にはありましたが、今度８億６，５００万円ほど、この決算では積み上げていけるん

ではないかなと。この合併して５年間が体力をつける時期だと思っております。そしてこの６年

後から５年間、徐々に富士川町の規模に合った交付税が入ってくるようになっておりますので、

この１０年間で、いろんな必要なものは整備したりもしていかなければなりませんし、そして

１０年後にはしっかりしたそういった、今よりも小さな規模の財政規模で運営できる町につく

りあげていかなければならない。これらを総合計画の中で、今、検討しているということであ

ります。よろしくお願いします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ２番、長澤健君。 
〇２番議員（長澤健君） 

 分かりました。ただ、この学校建設にあたって、やはり５年ぐらい前ですか、増穂中学校体

育館を建て替えたときに、たしかにいい体育館ですけど、なんとなく物足りないという部分が

聞かれるんですけど、やはりこんな学校にしたいからとか、こういうふうな建物にしたいから

これだけの財源が必要だというような、しっかりとしたビジョンというものを、今から持って

いただいて、予算がこれだけしかないから、その予算内で立てましょうというんではなくて、

やはりしっかりとした長期計画というものを立てていただくように、そんな学校建設計画とい

うのも、ぜひこの教育振興計画にのせていただきたいなと思います。 
 また、これからたぶん、いろいろ建て替えよりも改修の分部も多く出てくるとは思いますけ

れど、ただ古いところを直すというような改修ではなくて、やはり生徒たちが快適に生活でき

るような建物づくりというのを、今の県内では山梨学院の小学校とか、非常に素晴らしい学校

建設の施設もありますので、そういうところも勉強しながら、ぜひ長期的にそういう計画を立

ててもらいたいんですが。それを教育計画にのせてもらえますか。 
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、具体的な話が出たわけでありますけども、教育振興計画はあくまでも基本計画でありま

す。ですから、総合計画の中で実施計画が仮に財政計画と併せてつくられているということで

あれば、その中で検討すべき問題だと考えます。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ２番、長澤健君。 
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〇２番議員（長澤健君） 
 たしかに長期的なものであります。実施するにはまだまだ先の話なので、具体的な話はでき

ないと思いますけども、今のような意見もぜひ取り入れていただきたいなと思います。 
 それでは、次の枠の安全な通学路の確保について質問させていただきます。 
 増穂小学校の西門から竹重のほうまで、町道最勝寺小林線という道路があるんですけども、

そこは通学路として小学生、中学生、高校生が朝夕、利用しております。ちょうど、その時間

帯というのは通勤時間にも重なりまして、その道路というのは微妙になだらかなカーブで、見

通しが悪いけれども飛ばしやすい道路ですが、そこには歩道がありません。非常に見ていて危

険な道路なんですけども、そこに歩道の設置の考えがあるかどうか伺います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 建設課長、堀内尚巳さん。 
〇建設課長（堀内尚巳君） 

 それでは、長澤議員さんのご質問にお答えいたします。 
 道路管理者として、交通事故から子どもたちを守るために道路の安全機能を高めることは重

要であると考えておりますが、町内路線のうち歩道設置が終えた路線はわずかでありますので、

ほとんどの通学路が歩道設置がされていない状況であります。歩道幅員は道路公道令により

２メートル以上となっておりますので、危険回避の方策として歩道設置が最良ではありますが、

当該路線沿いはご存じのように屋並が続いております。歩道設置は、現状では困難と考えてお

ります。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ２番、長澤健君。 

〇２番議員（長澤健君） 
 ちょっと、僕もあの道路、幅を測らせてもらったんですけども、大体、センターラインから

３メートルずつに分けて歩道の線が引いてありますけど、基本的に道路というのは２メートル

７５で歩道線を引くような形もできますので、若干、歩道線を広げながら、あと側溝が意外と

整備されていなくて、その側溝に蓋をしっかりかけたりすれば、結構広い歩道も確保できると

は思います。あの長距離を歩道全部、造るというのは、たしかに厳しいかもしれませんけども、

そのような広めな歩道にするような措置をしてもらえばありがたいんですけども。 
 例えば２年前にＰＴＡの関東ブロック大会に行ったときに、長野県の上田市のほうでスクー

ルゾーンをＰＴＡと市のほうで協力して予算を立てて、全歩道を緑色に塗ったり、側溝の蓋も

緑色に縫って、スクールゾーンを設けて、そしてそこにここが危ないよマップというのをやっ

て、父兄とか子どもたちに周知徹底するような、そういうような地図をつくったようなことを

やって、交通安全の成果を挙げているような事例もあります。ぜひ、その歩道を設置する予算

がないのであれば、そのようにまた新たに、安全対策の部分で予算立てができないか、お伺い

します。 
〇議長（望月邦彦君） 

 建設課長、堀内尚巳さん。 
〇建設課長（堀内尚巳君） 

 カラー舗装による通学区間の明示化等、ドライバーへの注意喚起を促す手法としては一定の
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効果が期待できると思っております。しかしながら当該路線は、路肩の幅員が５０センチと幅

が狭くて、両側に水路があるところなどありますので、現状のままでの明示化ということにつ

いては、限界があるように感じております。 
 このほか歩車共存道路として、車道を狭くしてカラー舗装を行うなどの手法が考えられると

思いますが、このためには地元地域で、このような道に造り替えていくというような、そうい

う合意形成が必要になってくると考えております。当該路線につきまして、これまで通学路と

して危険であるというようなことが、町に示されていなかったということもありますので、今

後、整備につきまして、学校や地区で話し合いを重ねるなど、合意形成を図り、町に要望して

いただくなど地元から機運を高めていただく、そういうことも重要ではないかと考えておりま

す。よろしくお願いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ２番、長澤健君。 
〇２番議員（長澤健君） 

 歩道もですけども、歩いてみて、側溝部に開口部がところどころあったり、側溝に手を入れ

て持ち上げる穴にも危険なところもあったりするので、そういうような部分も整備検討をぜひ、

していただきたいなと思います。 
 そのまま２番のほうの質問にいきますけれど、ほかにも通学路に歩道がない道路が多々あり

ます。今、ほとんど答えてもらったようなものですけども、その道路に対してもまた調査・検

討、そして歩道が付けられるところがあれば歩道設置をしていただきたいんですけども、いか

がでしょうか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 総務課長、志村廣文君。 
〇総務課長（志村廣文君） 

 ただいまの、長澤議員の質問にお答えいたします。 
 通学路の安全対策については、これまでも教育委員会や鰍沢警察署、交通安全協会、ＰＴＡ

の関係団体と協力して、通学路の危険個所の把握に努めてきておるところであります。こうし

た上に立って、各学校の登校時の子どもの安全を図るために、登校班を対象としての交通安全

教室、それから交通指導員が登校時に街頭に立って、直接子どもたちを指導するなどして子ど

もたちの安全を図っているところであります。 
 今後においても関係団体と連携を図る中で、子どもたちの安全確保のために通学路の危険個

所について調査を続けてまいりたいと思います。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ２番、長澤健君。 

〇２番議員（長澤健君） 
 それでは調査をしていただいて、もし危険な個所があれば、なんらかの措置をとっていただ

けるということでしょうか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 総務課長、志村廣文君。 
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〇総務課長（志村廣文君） 
 危険個所でありますので、危険個所が出ましたら、その分については、また関係団体と話を

したり、安協、鰍沢警察署も含めた中で相談をさせていただきながら対応をしていきたいと思

います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ２番、長澤健君。 
〇２番議員（長澤健君） 

 分かりました。よろしくお願いします。 
 それでは大枠の３つ目の質問でスポーツ振興についてですけども、この合併して１年経って

みて、やはり両町の町民が利用するにあたって、１カ所で多くの町民が利用できるようなグラ

ウンドが必要かなというふうに僕は感じました。スポーツ少年団等も招待試合をするたびに、

何会場にも分かれてやってみたりとかという、非常に不便をしているようなことも聞いていま

す。また増穂商業で体育祭をやりましたけども、内野グラウンドも使えないということで、狭

いような感じもしましたし、やはり堂々と町民が利用できるような多目的グラウンドが必要か

なというふうに思いますけれども、僕が１年前に６月議会で、富士橋の上流のところの右岸の

河川敷に多目的グラウンドの建設はどうかという質問をさせてもらいましたが、そのグラウン

ド建設の部分については、どんなようになったでしょうか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 多目的グラウンドの建設についてのご質問にお答えいたします。 
 自由時間の増大や少子高齢化などの社会環境の変化は、私たちの生活様式にも大きな変化を

もたらすと同時に都市化や生活の利便化というものは、身体活動の機会を減少させ、精神的な

ストレスを増大させるほか、心身に大きな影響を与えております。 
 こうしたことから、誰でもいつでもどこでもいつまでもスポーツに親しむことができる生涯

スポーツ社会を築くことが豊かで活力ある社会の実現に向けて、大きな意義を持っていると

思っております。 
 こうした中、本町におきましては、町民が一堂に会しての体育祭を実施する場所がない。ま

たＪリーガーを３人も輩出した町にサッカー場もないといった状況でありますが、総合グラウ

ンド、総合スポーツ公園を建設して、すべてのスポーツ施設を整備することは広大な敷地と多

額な整備費が必要となることから困難であります。 
 しかし青柳町区の東側では、すでに富士川と横川の中州を利用してのターゲットバードゴル

フ場、あるいはグラウンドゴルフ場として利用していただいています。今、その南側も造成工

事をしておりますし、富士橋付近も親水公園として今、整備をしておりますが、富士川町には

まだまだな空間があります。町の名前も富士川町でありますので、富士川の河原を最大限に有

効利用して、町民が集えるよう、今、富士川水辺空間活用構想というものの検討を始めたとこ

ろであります。 
 富士橋上流の河川敷が中心となりますが、構想では親水公園に富士川舟下りの乗船場、ふれ

あいスポーツ広場を拡張してのサッカー場を含めた４００メートルトラック。またソフトボー

ル場や憩いの広場、駐車場なども取り入れたいと考えております。 
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 今後は策定する構想に対して、国土交通省にアドバイスもいただく中、親水護岸の工事をお

願いし、上部施設は町が整備することで、地域や生活に根ざしたスポーツ振興を図ってまいり

たいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ２番、長澤健君。 

〇２番議員（長澤健君） 
 ぜひ、今のような話が実現できればありがたいと思います。将来、東京の多摩川沿いみたい

に素晴らしいスポーツの施設がそろっているような地域にできればというふうに思います。 
 それでは、次の質問に移りたいと思います。 
 今、富士川町でも非常にフットサルをやる若者が増えておりますが、残念ながら町内にフッ

トサルをするグラウンドがなくて、今、甲西町の工業団地のところと、あと白根のＷｉｎとい

う室内のフットサル場と、あと玉穂の３つのところへ富士川町の、しかも女性もいるんですけ

ども、そっちのほうへ練習をしたり、試合をやったりとしているんですが、なかなか、そうは

いっても若者のフットサル人口が増えてきて、フットサルをする場所もなかなかとれないとい

うような状況であります。 
 今、殿原スポーツ公園のテニスコートが、利根川沿いにもテニスコートができましたし、そ

こをもしあれでしたら、フットサル場にして利用できないかというふうに思いますけれども、

その考えがあるかどうか、お聞きします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 生涯学習課長、望月親人君。 
〇生涯学習課長（望月親人君） 

 それでは、お答えします。 
 殿原公園のテニス場につきましては、峡南地区の中学生の総合体育祭、あるいは新人戦のほ

かには利用がありません。県下の大会もオムニコートを使用しておりますので、利根川公園が

供用開始になると、まったく利用されなくなると思います。フットサルピッチの国際的な基準

につきましては縦が３８メートルから４２メートル。横が１８メートルから２２メートルとい

うことですので、なめらかでかつ平坦なものというふうに規定がされております。 
 殿原テニスコートの上段につきましては、現状からポールを撤去するだけで、国際基準のピッ

チを１面確保することは可能です。ただ夜間と、それから冬から春にかけてにつきましては、

使用が不可能です。また屋根付きのグラウンドにしますと、必要面積の確保が若干、困難であ

るということで、ちょっと難しいのかなというふうに考えます。殿原のテニスコートにつきま

しては今後、ソフトボール場の利用者のキャッチボールとかトスなどのウォームアップの場と

して活用をしていきたいというふうに考えております。 
 以上でございます。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ２番、長澤健君。 

〇２番議員（長澤健君） 
 屋根を付けると面積的にも非常に狭いということで、できないというような話ですね。今、

ソフトボールのウォーミングアップに使いたいという話を聞きましたけども、このあとも、そ
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の部分を質問しようかと思っていたんですけども、そうはいってもフットサルをやりたい若者

がいますので、殿原といわず、長い目で考えて、もし予算が取れれば、どこかフットサルのグ

ラウンドがとれないか、造ってあげられないか、考えがあるかお聞きします。 
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） 

 ただいまのところ、フットサルの愛好者の方から、そういった要望というのが教育委員会に

は出てきておりません。またそういう要望が多いようでしたら、先ほど町長が言いました富士

川の河川の活用計画ですか、それに併せて検討してまいりたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ２番、長澤健君。 
〇２番議員（長澤健君） 

 ぜひ、よろしくお願いします。 
 それでは３番にいきますと、今、殿原スポーツ公園と大法師公園の既存のグラウンドなんで

すけど、やっぱり中途半端な設計で公式戦ができないような状態です。公式戦ができれば、他

町の方々も来ますし、町の活性化にもなるかなというふうに思いますので、ぜひ公式戦ができ

るように改築できるか。それとも思い切って、公園とかに改築するような考えがあるかどうか、

お伺いします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 生涯学習課長、望月親人君。 
〇生涯学習課長（望月親人君） 

 それでは、お答えします。 
 現在、殿原スポーツ公園、それから利根川公園、富士川ふれあいスポーツ公園、大法師スポー

ツ公園にそれぞれグラウンドがあります。山を削ったり、河川敷を埋め立てたりと、敷地に制

約がある上に、各種補助事業の導入のために必要最低限の施設となっております。また競技団

体のほうでもルール改正等が行われてきたことから、現在では公式試合ができるような施設が

少なくなってきています。 
 しかしながら先ほど申し上げましたように、施設の敷地も制約がありますし、拡張が非常に

難しい状況です。例えば殿原の野球場ですけども、本塁からバックネットまでは１０メートル

ぐらいですね、それからソフトボール場は、男子の規格ですとフェンスまでが２メートル、そ

れぞれ不足しております。これを解消するためには大規模な工事となりますし、費用も多額な

ものが必要となってきます。ですから現状の体育施設でスポーツレクリエーション施設として、

現状のままで活用していただき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） 
 ２番、長澤健君。 

〇２番議員（長澤健君） 
 たしかに大規模な改修に、今、聞いた話ではなると思います。また多くのお金がかかると思

いますので、厳しいのかなというふうにも考えますけど、現状で野球場も、今、たしかに普通

に使っていますので、そのレクリエーション的には使っていくというふうな格好ということで
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理解しましたけども、そうはいっても公園の部分ですけども、殿原スポーツ公園も本当に大法

師公園に勝るとも劣らずきれいな桜があって、あそこも桜の名所にしてもいいかなというふう

に考えています。ぜひ富士川町の花も桜になりましたし、大法師公園と殿原スポーツ公園とで

何かコラボした公園ができないかなというふうに思いますけども、考えはあるでしょうか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 大法師公園と殿原スポーツ公園、遠くから見ても両方とも桜が主体の公園になっております。

特に大法師公園につきましては、桜の名所百選にも選ばれている、県内外にも知られている公

園でもありますし、今度、中部横断自動車ができまして、中部横断自動車道を走っていきます

と、まず目に入ってくるのは手前の殿原の公園が入ってきます。そしてインターに近づくにつ

れ、大法師のほうの桜が目に入ってくる。こんな状況であります。大法師のほうも長い間、桜

祭りをしながら、皆さんに愛されている公園でありますし、殿原のほうは大法師に行けなかっ

た人がこちらへ流れてくるような感じがいたしますので、今後は同じ町になりましたので、殿

原の桜と大法師の桜を結ぶ桜街道みたいなものをつくりながら、桜の時期は一瞬ではあります

けども、１年中、皆さんが行き来ができるような動線をつくりながら、桜で結ぶ回廊としての

両公園をつなぐような道路を山に入れていきたい。 
 ちょうど今の計画といいますか、構想では現状の道路を使って、馬門あるいは黒沢からまた

上るというふうな形では、やはり高齢者がこれから増える時期、大変だと思いますので、もう

少し山の等高線を活用して、なだらかな行き来ができるような道路を入れながら、そしてその

両側にはやはりしっかり桜の木を植えながら桜で結ぶ。そうすると、遠くから見たときには２つ

の公園が１つに見えるようになると思いますので、そんなことをやっていきたいと思っており

ます。 
 そして昨日、おとといと白井美知代さんという人が震災復興のライブを始めました。この富

士川町を皮切りに始めたということであります。その白井美知代さんは阪神・淡路大震災で約

６千人が亡くなった。その６千人の数を阪神・淡路へ桜の苗木としてプレゼントした。今回の

東北におきましても、大きな震災ではありましたが、写真なんかを見ると折れた桜の木も海の

中で花を付けている。また、くじけた桜もしっかり時期がくると花を咲かせている。地元の人

たちも悲惨な光景ではありますけども、そういった桜の元気を自分たちの今回の震災に重ね合

わせて、今、頑張っている、そんな状況がありますので、今回、向こうに１万５千本以上の桜

の苗木をたぶん送ると思います。富士川町で初っ端のライブをさせていただいたということで、

富士川町でも植えるところがありませんかという話もありますので、そんな計画を今後進めて

いければと思っております。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 長澤健君、あと２分です。 

〇２番議員（長澤健君） 
 その桜回廊、非常に素晴らしい事業になると思います。ぜひ新しい名所として、この富士川

町にさらに観光客が訪れるような桜回廊になるように、そして両方の公園になるように期待し

ながら、この質問を終わりたいと思います。 
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 以上です。 
〇議長（望月邦彦君） 

 以上で通告３番、２番、長澤健君の一般質問を終わります。 
 続いて通告４番、４番、齊藤正行君の一般質問を行います。 
 ４番、齊藤正行君。 

〇４番議員（齊藤正行君） 
 それでは、一般質問をさせていただきます。 
 まず質問に入る前に、一言お礼とお願いをさせていただきたいと思います。 
 小林区においては小林公民館の建設にあたりまして、町より多額の助成をいただき完成する

ことができました。心よりお礼を申し上げます。また地域のコミュニティの拠点として利用し

ていきたいと、このように考えております。ありがとうございました。 

 そういう中で、早速、小林公民館の完成の行事というようなことの中で、５月８日には公民

館活動の一環として、移動公民館事業というようなことの中で、新緑にまぶしい大柳川渓谷の

散策を計画しました。３５名ほどの区民の参加がありまして、素晴らしい吊り橋や滝に感動し、

つくたべかんでそば打ち体験を行い、楽しい一日を過ごしました。参加者からは今後もこういっ

た計画をお願いしたいという声もありました。富士川町にもまだまだ知られていないところ、

旧町の知られていないところがたくさんあると思いますので、ぜひこういうことも、町も計画

の推進をしていただければと、こんなふうなことをお願いして質問に入らせていただきます。 

 先ほど深澤議員のときに庁舎の建て替えということを私もあれしたんですけども、さらなる

合併を目指しているということの中で、今、時期ではないというような返答がございましたの

で、答えは出ているわけですけども、質問させていただきますけども、私も今回の大震災で一

番感じたことは庁舎が被災した。役場の職員、おおぜいの方が亡くなられている、そういうこ

とを見る限り、やはり庁舎が大事だろうと。富士川町の心臓部といっていいところだと思いま

す。地域防災計画の中にも、災害本部はここへ置くということになっておりますので、こうい

う機会を機に一度、考え直す必要があるんではないかと、こんなふうに考えております。 

 また浜岡の原発も停止しましたし、東海地震、心配をするところですけども、今回の地震の

中で言われているのは縦揺れと横揺れということですよね。周期によって破壊力が違って、直

下型地震というのが一番怖いということをいわれています。揺れ方によって、どんな被害が起

きるかということについては非常に分からない部分があると思うので、そんなことも含めて、

もう一度お願いいたします。 

〇議長（望月邦彦君） 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 齊藤議員の庁舎および分庁舎の建て替えについてという、ご質問にお答えをいたします。 
 先ほど深澤議員のほうにもお答えしましたが、この地域も東海地震の指定地域に入っており

ますので、向こう３０年のうちに８７％以上の確率でくる。本当にいつきてもおかしくない状

態であります。ただ、規模がどのくらいでくるかは誰も分からないところでありますが、今回

の東北の大震災を教訓に、いろんな対策を打っていかなければならない。十分、認識している

ところであります。 
 そういう中で、庁舎および分庁舎にいたしましても、昭和５６年以前の建物でありまして、
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現行の耐震基準には両施設とも満たしてはおりません。そうしたことから旧鰍沢町、旧増穂町

も建物の耐震不足ということは認識をしていたんですが、両町においても子どもたちの安全確

保のために、保育所とか学校施設の耐震化工事を優先しようということで、これまで進めてま

いりましたので、一般の人も当然訪れる建物ですから、ないがしろにしてはいけないわけであ

りますが、本庁舎・分庁舎ともに耐震工事がしていない状況であります。 
 今後、検討していかなければならない中ではありますけども、先ほど申し上げましたように、

私はさらなる合併ということも住民の皆さんとお約束もしております。ただ、合併の気運が当

時よりもだいぶトーンダウンしているということも事実であります。この市川三郷町と富士川

町の間には今、病院の問題もいろいろありますが、これもまた国会の動きでどうなることか、

まだ分かりませんが、いずれいろんなものを考慮しながら、近いうちにその判断をしていかな

ければならないと思っておりますが、東海地震の発生ということが懸念されますので、役場そ

して分庁舎だけでなく、町民会館等々も含め、町の持っている公共施設につきましては、住民

の皆さんを迎え入れる施設でありますので、安心して訪れていただけるような施設にしていか

なければならないと思っております。 
 ただ、今、総合計画もつくっているところでありますので、その中に盛り込めるかどうかは

ちょっと今のところは分かりませんが、いずれはしていかなければならないものと認識してお

ります。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ４番、齊藤正行君。 
〇４番議員（齊藤正行君） 

 やはり町にとって大事な場所ということでございますので、しっかり対処していただきたい

と思います。 
 本庁舎が決まらなければ、分庁舎のいうことをいってもどうにもならないことだと思うんで

すけども、ただ、やっぱり分庁舎が現在の状況で入って階段があって、建物も非常に老朽化し

ているし、またその上に階段をいく。また裏側にいくには非常に使い勝手が悪いし、場所的に

よくないんではないかなと思います。 
 それでそこで１つ、提案ですけども、今、旧鰍沢病院の跡地、あのままになっていますよね。

私は危険なものなんですから、プレハブでいいと思うんですよね。プレハブ。今、プレハブと

いっても耐震構造のプレハブというのがありまして、私も仕事柄、そういうことを知っていま

すけども、そんなにお金も高くないと思います。そういうもので、あそこに造るということを

考えたほうがいいんではないかと。私はそんなふうに考えています。 
 それからまた、この議会の冒頭、パチンコ跡地の話がありまして、金額的に折り合いがつか

ないという。やっぱり、私はあそこは買っておくべきだと思います。あそこへ本庁舎を建てる

とかなんとかということは別としても、何があったとしてもあそこは近いし、町民会館にして

もすぐつながるわけですから、買っておく必要があると思っています。危険ということの中で、

プレハブというようなことが私はいい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） 

 旧パチンコ店の跡地につきましては、所信表明でも言わせていただきましたが、今、一番、
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最有力債権者は都留信用組合でありますので、そこの皆さんと今、協議をしているんですが、

今、２、３千万円、数字的に合わないところがあります。一度、私どもは私どもで土地鑑定し

て数字はもっていますので、それ以上に買うつもりはありませんが、それに合意が達したら、

また議会のほうには数字もご説明する中で、経緯も説明する中で土地開発基金で取得したいな

と思っております。 
 旧鰍沢病院の跡地につきましては、今、シビックコアということで、あそこに国の合同庁舎

を誘致しております。まだ国の情勢はこういう情勢ですから、はっきりした返事はいただいて

いませんが、国のほうもこの土地は今、考えていませんとか、そういった話が出てきています

ので、旧鰍沢町で取得をした土地であっても、国とそこで話をしておりますから、不要な土地

は売却をしていく準備を進めております。そこにプレハブを建てれば、耐震の部分はいいかも

しれませんけども、また建物を建ててしまうと、シビックコアのほうがまた若干遅れてしまう

ことも懸念されます。 
 プレハブ自体でなくて、役場というのはいろいろコンピューターも使っておりますし、光ケー

ブルも引いておりますから、建物以外に今の最新機器の移動のほうに相当のお金がかかってし

まいますので、そちらのほうも考慮しながらやっていきたいと。 
 今回、庁舎の話が出ていますが、町民会館の話もあります。いろんなもの、図書館の話も先

ほどちょっとさせていただきましたが、いろんな問題が合併というところに、一つ、けりをつ

けなければならないと思います。合併が進むのであれば３万何人が使える町民図書館、あるい

は町民会館なりをしていかなければいけませんし、役場にしてもそうであります。富士川町の

役場、市川三郷町の役場でも容積が狭いものですから、どっちのほうで使えるということはあ

りませんので、そのへんの判断を、そうは言いましても合併の気運も下がってきている状況で

ありますので、ぼつぼつ判断をしていかなければいけないかなと思っております。 
 その判断ができれば、当然、住民の皆さんが利用する公共施設でありますから、そちらのほ

うにも精力的に検討へ入っていかなければならないと、こんな状況でおりますので今しばらく

お待ちをいただきたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ４番、齊藤正行君。 
〇４番議員（齊藤正行君） 

 では、よろしくお願いいたします。次に移ります。 
 消防団の団員の確保が厳しいという状況の中で、今回の地域防災計画をいただいたときが一

般質問の通告のあとでしたので、ちょっとそのへん、若干ずれたところがあるんですが、私、

１９年、２０年の９月議会、両方、消防団の団員の確保というところ、もう１つ、組織再編と

いうようなことを質問させてもらっております。１９年のときは消防委員さん、消防のＯＢ、

関係機関と意見を伺って協議をしていきたいということでした。２０年になりますと、今度は

合併を控えたということで、合併があるということの理由で、今できないと。合併後というよ

うな話をされました。機能別分団というようなことを、そのときからも提案させていただいた

んですが、今回、合併して１年以上経っています。それで、まず合併して団員数の問題、ある

いは名前だけで参加していない団員、いわゆる幽霊団員、これについては協議されたんでしょ

うか。まず、それをお聞きしたいと思います。 
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〇議長（望月邦彦君） 
 総務課長、志村廣文君。 

〇総務課長（志村廣文君） 
 齊藤議員の質問にお答えいたします。 
 消防団の定員につきましては合併前の定員が旧増穂町１８２人、それから旧鰍沢町が

１５５人の計３３７人でありましたが、合併協議の折に実質的な団員数の調査・検討を行いま

して精査した結果、５７人の削減を行い、現在、富士川町の消防団員の定員数は２８０人となっ

ております。地域の防災力の強化が求められておりますが、消防団の役割は大変重要なものに

なっており、団員の確保や分団の運営は厳しい状況になっております。 
 こうした中で特定の活動のみ参加し、消防団活動を補完する機能別団員や救介護活動の場な

どで活躍が期待される女性消防分団の設置は、災害時の効率的な活動と団員確保という面で有

効であると考えております。 
 こうしたことから今後、消防団ＯＢや地域住民の協力を得る中で、機能別団員による消防団

活動を補完できる体制づくりや、女性消防団についても県内の活動状況などを調査し、消防団

とも協議・検討する中で、定員についても検討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） 
 ４番、齊藤正行君。 

〇４番議員（齊藤正行君） 
 今、全体の答えを出していただいたようなことになってしまっているわけですけども、私は

なぜこういうことを言いたいかというと、消防団の皆さんが本当に地域のために頑張ってくれ

ている、これは本当によく分かるし、頭の下がる思いでございます。ただ、実際に動いている

方々がいて、その人たちには手当を出している、保険も掛けている。前にもそういう話が出た

んですけども、全然、消防団活動には行かなくて名前だけだと。この人たちにも手当を出して

いる。保険を掛けている。これはやっぱり、おかしいんではないかなと。今、そういうことを

思っているわけです。基本的にどうなんでしょうか。今、２８０人の中の欠員と、幽霊団員で

すよね。この人たちの把握はされているんでしょうか。どのくらいの人数か把握は。難しいと

ころかもしれませんけども、把握はされているんでしょうか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 総務課長、志村廣文君。 
〇総務課長（志村廣文君） 

 今、おっしゃられますように幽霊団員ということですけども、合併する際に、一応そのこと

も含めて、各分団にお話をして、そういう人がないようにということで定員を定めております

ので、今、私のほうでは幽霊団員が全然いないということではなくて、ただどこにどれだけの

方がおるかということは、まだ把握はしておりません。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ４番、齊藤正行君。 
〇４番議員（齊藤正行君） 

 今、欠員はどうなっているんですか。 
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〇議長（望月邦彦君） 
 総務課長、志村廣文君。 

〇総務課長（志村廣文君） 
 欠員といいますか、実質の人数は定員が２８０人ですけども、今、２５７人の実員数であり

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） 

 実数２５７人ということでございまして、まだ、それは要するにマイナスする要因があるか

というふうに思っています。出動範囲というものを制限されているんですね。これは私も知ら

なかったんですけども、全然こういう話はなかったんですけども、旧鰍沢地区で火災が起きれ

ば、旧鰍沢の人たちだけが行けよと。旧増穂は旧増穂だけで行けよと、そういう制限がされて

いるということでして、私も知らなかったんですけども。人数は少ない、適正定員を満たして

減らしてきたよと。そういう中で、富士川町として出動範囲を決めている。ここが、ちょっと

私には理解できないんですが、いかがなものでしょうか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 総務課長、志村廣文君。 
〇総務課長（志村廣文君） 

 この出動につきましては、合併時に各分団、旧鰍沢、旧増穂の消防団で協議をして決めてお

るところであります。 
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） 

 要するに、それは合併で決めたということを聞きたいんではなくて、定員の人数を減らして

いるんですよね。５０何人減らしたと。両町で、そういうことにして人数を決めた、２８０人

に決めた。２８０人で富士川町をしっかり守っていこうということに消防団が決めたわけで

しょう。その中で、移動制限があるわけですよね。富士川町の中で２つに分かれている。この

理解が私にはできないんですけども。 
〇議長（望月邦彦君） 

 総務課長、志村廣文君。 
〇総務課長（志村廣文君） 

 消防の災害のときに、双方に決めてあるから、こっちはこうでということの意味もあります

けども、当然、１つの消防団ですので、災害が大きくなったりとか、そういうようなことを防

ぐためには協力、もちろん旧増穂から旧鰍沢へ行くし、旧鰍沢から旧増穂へ来るということも

当然、これは消防団の中で話し合いをしていただいているところでありますので、その制限に

ついては旧両町の了解は取りながら、今、現状ではやっております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ４番、齊藤正行君。 
〇４番議員（齊藤正行君） 

 時間がなくなってしまいますので先にいきますけども、私は消防団のＯＢ分団というものを
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設置したらいかがかと思っています。今、２０代前半半ばくらいで入った人たちが大体１０年。

地域によって違いますけども、そうすると退団されるわけですね。分団長、あるいは部長くら

いまでいって退団される。その人たちがまだ３０代なんですよ。３０代の人たちが退団されて、

その人たちは１０年間とか１０何年間、消防団をやっていますので、地域のことはよく知って

いるんですね。こういう人たちを町が１つのＯＢ分団として抱えていただいて、この人たちを

消防団と同じような活動をさせるんだったら同じことですから。この人たちは地域の分団だけ、

私は２分団ですが、２分団は小林と米、ここだけの災害時に出動していただく。なぜかとい

うと、自主防災組織があっても、自主防災組織というのは区でやっていますから、保険も入っ

ていないし、なんの身分の保証もないですね。でも消防団は、要するに自主防災組織と消防団

の違いというのは、やっぱり身分の保障だと思うんです。消防団になれば身分は保障されてい

るわけですね。保険にも入っていただいている。そういうところからして、私はぜひそういう

ものをつくることを考えていただければ、その地区を守れると思うんです。もうちょっと言い

たいことがあるんですけども、このあとがありますのでこのくらいにしますけども、ぜひそう

いうことを一度、検討していただきたいなと思います。 

 次に移ります。 

 消火栓の問題でございますけども、私も自主防災の役員とか消防団も経験がありますが、消

火栓の使用をして訓練をするときに、水は出さないでください、清掃をしたときも水を出さな

いということの中で、水が濁るということで水の使用を禁止しています。消防のホースという

のは巻いたままにしておきますと中で張り付くんですね。今度は、その消火栓を火災が起きた、

火事だというときに引っ張り出せば、その張り付いているところへ今度は急激に水の圧がかか

る。そうすると今度はそれが破裂すると。そうすると横から水が出てくると。こういうことが

非常に心配になっています。おそらくどこの地区でもそんなに消火栓を使っていないと思うん

ですね。これは地域を分けたら消火栓の使用ができないかと、こんなふうに考えていますがい

かがでしょうか。 

〇議長（望月邦彦君） 

 上下水道課長、保坂繁仁君。 

〇上下水道課長（保坂繁仁君） 

 お答えいたします。 

 水道水は瞬時に大量の水を使用することによりまして流速が急激に変わり、水道管内壁に付

着している酸化物が流出し、濁りの原因となっています。水道水が濁ることによりまして、町

内上水道配水区域住民の皆さまに不快な思いや生活への支障を来たすことから、火災発生時や

非常用飲料水確保のための防火水槽の水の入れ替え時以外、消防団や地域における防災訓練な

どでの消火栓の使用を制限しているところでございます。こうしたことから、区域を区切って

も使用を許可することは考えておりません。しかし、消火栓を使用しての訓練は、火災発生時

の初期消火活動には重要と考えておりますので、操作訓練やホースを延長しての接続訓練など、

これらと併せまして、放水しないまでも通水してのホースの点検に留めていただきたいと考え

ております。よろしくお願いします。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ４番、齊藤正行君。 
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〇４番議員（齊藤正行君） 
 注水をしてというようなことの中でございますけども、やっぱり圧をかけなければ分からな

い部分というのは多々あると思います。そこで総務課長にお伺いします。消防団にそういうこ

とをお願いすると。各消火栓、かなりの数があると思うんです。富士川町の中で消火栓、私は

火災のときに水が出されるか、出せないかということももちろんありますけども、やっぱり、

ここホースを何年も使っていないという部分からいけば、消防団にお願いして、どうでしょう

か。１００トンを入れ替えるんであれば、その入れ替えのときに使うであれば、１つの例です

けども、どこどこの消火栓のホースを使って入れ替えをしてくれと。確認をしてくれと、そん

なようなことを消防団にお願いするようなことはできるでしょうか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 総務課長、志村廣文君。 
〇総務課長（志村廣文君） 

 今の、１つの案ということだと思います。これにつきましては私のほうで、すぐ、いいです

というわけにもいかないと思います。これは消防団の作業も関わったり、消防団の団員の負担

もかかるというふうなことですけども、いろんなアイデアを聞きながら、ぜひこれにつきまし

ては消防団の団長さん、副団長さん、それから分団長さんも併せて意見を聞きながら、たしか

に入れ替え等にホースを使っておりますので、そんなときに使えないかというようなことを提

案していきたいというふうに考えますので、よろしくお願いします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ４番、齊藤正行君。 
〇４番議員（齊藤正行君） 

 これはぜひ、提案なんていうことではなくて、会議を開いたときに話をしていただきたいと

思います。 
 そういう形でもってやるであればですけども、そうでなければ、私は自分のところの地域は

自分たちでやろうかなという考えを持っていますので、ぜひともほかの地域のためにもこれは

やっていただきたいと思います。 
 次に大震災とはちょっと関係ないですけども、安心・安全という観点から質問させてもらい

ます。 
 長沢新町地内の町道米小林２号線と町道長沢青柳線の交差点、交通事故が絶えないという

ようなことの中で、富士川町でも一番怖い交差点といわれております。多くの町民の方があそ

こで怖い思いをしているという声を聞いております。また４月上旬の事故では、街灯が倒され

まして、まだ今、街灯がそのままになっていますけども、あそこは１９年ごろから、かなり町

でも手を入れてもらっていることは承知しております。警告看板、赤色回転灯、あるいは段差

舗装などをしていただいて、かなり前よりかはよくなっているということは承知しております。

ただ、やはり事故があるわけでして、この間の長沢の区長さん、小林の区長さん、米の区長

さん、平林の区長さん、北部のほうの区長さんと、そこに住んでいる町会議員が連名で、その

へんの赤色点滅の信号の設置をということで、要望書を町に出したり、警察署に出したり、ま

た公安委員会のほうにも出してあるんですが、その後その返事というか、検討をされたのか、

お伺いいたします。 
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〇議長（望月邦彦君） 
 総務課長、志村廣文君。 

〇総務課長（志村廣文君） 
 長沢新町の町道米小林２号線と町道長沢青柳線、これは廃軌道です。この交差点につきま

しては事故多発個所ということで、道路管理者として、これまで路面表示や道路標識、赤色回

転灯の設置など、安全対策を講じてきたところであります。 

 しかし、今年の２月に同交差点で事故が発生しましたことから、４月に赤色点滅信号機の設

置要望書を受けましたので、早速、鰍沢警察署に信号機の設置についての要望を行ったところ

であります。これまで鰍沢警察署においては、再度、交通量の調査、それから交差点現場の現

況調査を実施した結果、信号機設置を県の公安委員会に上申いたしました。こうしたことから、

要望された皆さまには公安委員会の結果が出た段階で、回答を行うこととしております。 

 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） 
 分かりました。では結果が出たあとということで、承知いたしました。 
 次に移ります。有害鳥獣について伺います。 
 町でも有害鳥獣防除施設補助金として、農産物を有害鳥獣から守る助成として、施設費に７割

の補助を行っております。そういうことをしていても、そんなに多くの人が利用していないと

いうことの中で、農家の人たちがせっかく作った農作物が収穫の間際になって被害に遭う。非

常に農家の人たちにすれば、悔しい思いをしているわけです。簡易柵を作ればということの中

で、７割の補助があっても、それでもそんなに毎年同じくらいの人数の人しか利用していない

ということで、悔しい思いがある、しかしこういうものがあってもあまり利用していないとい

うところがあると思うんですけど、このへんについて課長いかがでしょうか。見解をお聞かせ

ください。 
〇議長（望月邦彦君） 

 農林振興課長、堀口進君。 
〇農林振興課長（堀口進君） 

 齊藤議員のただいまの質問にお答えします。 
 近年、鳥獣による農作物の被害が急激に拡大し、山間地を中心に全域で発生し、営農意欲の

低減、農業生産力の低下が危惧されているところであります。 
 富士川町においては、有害獣の対策としまして有害獣防除用施設設置事業の補助金のほか、

平成１８年度より県営事業により侵入防護柵の整備を進めてきています。米、最勝寺間の約

６キロメートルが完成しまして、維持管理を各地区で行っているところであります。また穂積

地区は昨年度から、それから鹿島、箱原、柳川、鳥屋地区においては本年度より県営事業を取

り入れ整備をすることとしています。 

 その他、未整備の地区については受益面積の関係もありますけれども、地区の実情に応じた

補助事業を検討し、順次、整備のほうをしてまいります。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ４番、齊藤正行君。 
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〇４番議員（齊藤正行君） 
 私の質問の出し方が悪かったんですけども、まず今、町で補助金を出していますよね。７割。

これがあんまり利用されていない。このへんのことについて、まずお聞きしたかったんです。 

〇議長（望月邦彦君） 
 農林振興課長、堀口進君。 

〇農林振興課長（堀口進君） 
 助成制度につきましては、２１年度につきましては５０％の補助ということで、それから昨

年、２２年度につきましては７０％という補助でございました。２２年度の実績につきまして

は１１件、約４６万円の補助のほうをいたしております。これにつきましては、予算計上満額

の利用実績でございます。役場のほうへ問い合わせにくるお客さんのほうは非常に多いわけな

んですけども、なかなか管理が大変ですというような話をしますと、申請のほうをしてこない

という方が非常に多いのが現状でございます。しかしながら農事会等、また関係団体と連携し

ながら、さらなる周知を図っ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） 
 ４番、齊藤正行君。 

〇４番議員（齊藤正行君） 
 たしかに、そういうことだと思うんですよね。私もちょっと調べてみましたけども、イノシ

シの対策であれば、２本の線があれば、それでいいようですね。これだと、大体１千円以下で

できそうですね。メーター数の長い、短いはあると思いますけども、サルとかシカなんかにな

ると、今度はメーターで４千円から５千円ぐらい資材費がかかると。７割補助していただいて

最高２０万円だということのようですけども、田んぼを囲みましょうと。１軒の家の人がやろ

うとしたら、すごい金額になるんですね。ちょっと考えてしまうという金額になってしまうん

ですね。実は私も平林のほうへ、今やっているんですけども、３畝を囲う、今やっているんで

すけども１０万円かかると。７万円補助してもらって３万円だと。その３万円で、うちで食べ

るものを作っているわけですね。ジャガイモとかカボチャとかナスとかキュウリとか。やっぱ

り考えるんですよね。その３万円という部分で、３万円出して、だったらいいや、平林に作ら

ないで、私は小林で作ればというような、そんなようなことになるわけでして、非常に、ちょっ

と困っている人たちに対して何か方策がないかなというようなところがあります。 

 平林なんかでも活性化組合があります。みさき耕舎の運営については、町と指定管理契約を

結んでいるわけですけども、平林のみさき耕舎の中では農業体験をやっているわけですね。ジャ

ガイモの植え付けから収穫、棚田オーナー事業では田植えから稲刈り、ダイコンの種まきから

収穫と、こういう事業をやっていまして、簡易の柵はある程度のところは張ってあるんですけ

ども、すでに今年、ジャガイモを掘られています。やっぱり、それは委託を受けているもの、

貸し農園でやっているところといって、貸し農園を掘られると、その人たちは次から借りてく

れないですよね。おそらく。そういうようなことの中で、この事業に対しても非常に影響が出

てくるんではないかなと。私はそういうことを心配しているところでございまして、なんとか

簡易の柵では駄目であればということになれば、先ほど言ったように最終的には穂積でやって

いるような侵入の防護柵のような形でいくしかないんだろうと。そんなふうに思っているんで

すけども、補助事業が減っているということの中でもって、なんとかしていただきたいという
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のが平林の人たちの意見でした。 

 また議会の懇談会をしたときにも平林区からもありましたし、五開地区でも要望があったと

いうことを聞いていますので、なんとか早く設置をしていただければと思っております。補助

金がないというわけではないんですよね。何か方法があるという理解でいいんでしょうか。 

〇議長（望月邦彦君） 
 農林振興課長、堀口進君。 

〇農林振興課長（堀口進君） 
 町の補助の中での補助金というのは、合併を境に２０％積み上げまして、７０％ということ

で、現状、この制度を立ち上げているわけなんですけど、これについてはよっぽどというんで

しょうか、相当の意欲のある農業生産者でないと、なかなか管理面のことを考えると手を挙げ

られないということの現状があります。今、行っている穂積地区、それから今年度から実施す

る五開の柳川とか鳥屋なんかにつきましては、県営事業を取り入れております。これにつきま

しては地元負担率ゼロということで、非常に手を挙げやすいというところがあります。しかし

ながら、管理していく上で組合組織をつくって管理しなければならない。それから電気柵の接

近している３メートルぐらいは、もう伐採しなければならないということで、このへんが非常

につらいところというんでしょうか、大変なところで、一部、もう鹿島とか箱原、それから鳥

屋に話をしてきたんですけど、２区ぐらいは手を挙げている。それから、あと１区については、

ちょっとほかの先進地を見ながら様子を見ていきたいと。ここ１年では、まだ手を挙げたくな

いという区もあるのが現状でございます。 

 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ４番、齊藤正行君。 

〇４番議員（齊藤正行君） 
 時間がないようなので終わりますけども、平林地区においては活性化組合という中でもって

やっていますので、手を入れるということについては、かなり取り組みについては取り掛かり

やすい地域だと思っていますので、ぜひともそういう補助金があるであれば話をしていただき

たいと、このことをお願いしまして終わります。ありがとうございました。 

〇議長（望月邦彦君） 

 以上で通告４番、４番、齊藤正行君の一般質問を終わります。 

 続いて通告５番、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、被災者支援システムの導入について伺います。 

 １９９５年の阪神・淡路大震災で、壊滅的な被害を受けた兵庫県西宮市が独自に開発した被

災者支援システムは災害発生時の住民基本台帳のデータをベースに被害者台帳を作成し、被災

状況を入力することで、罹災証明書の発行から支援金や義援金の交付、救援物資の管理、仮設

住宅の入退去など一元的に管理できるシステムです。２００９年には、総務省が被災者支援シ

ステムを納めたＣＤＲＯＭで全国の自治体へ無償配布いたしました。しかし、このたびの東日

本大震災前までに、同システムの申請があったのは約２２０の自治体に留まり、被災した東北

した地方では、ほとんど導入自治体はありませんでした。今回の震災後、被災者の情報を一元
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的に管理する被災者台帳の必要性への認識が高まり、同システムの導入を申請する自治体が増

え、５月２６日現在で３００に達したと伺っています。 

 災害発生時、何よりも人命救助が最優先です。しかし、その後はきめの細かい被災者支援が

求められます。中でも家を失った住民が生活再建に向けてなくてはならないのは、罹災証明書

です。罹災証明書を発行するためには住民基本台帳と家屋台帳、そして被災状況を確認して新

たに作成した調査結果、この３つのデータベースを付き合わせる必要があります。富士川町に

おいても事前に確認したところ、この３つのデータベースは独立して存在しております。仮に

このような大きな災害が起きた場合、富士川町においても大量の罹災証明書の発行が必要にな

ると思われますが、今のままでは確認に手間取り、被災者を長時間待たせる等、負担を強いる

ことになりかねません。今回の震災で、改めて平時から災害時に住民本意の行政サービスが提

供される体制づくりを進める必要性が高まっています。 

 そこで災害時被災者救援のため、迅速な行政サービスのできる被災者支援システムの導入に

ついて、当局の見解を伺います。 

〇議長（望月邦彦君） 
 総務課長、志村廣文君。 

〇総務課長（志村廣文君） 
 堀之内議員の質問にお答えします。 
 災害時における災害者支援につきましては、阪神大震災の経験から平成２１年１月に地方自

治情報センターから被害者支援システムが、全国自治体に配布されたところであります。本町

においても、その配布を受けて導入しております。このシステムの内容としては、被災者の住

所・氏名の基本情報管理、罹災証明の証明発行の処理、緊急物資の入出庫管理、避難所の入退

所情報の管理などの機能があり、災害時には迅速な行政サービスの提供が可能であります。本

町においてもこの支援システムを活用して、災害時における被災者の支援に努めてまいりたい

と考えております。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 １０番、堀之内美彦君。 

〇１０番議員（堀之内美彦君） 

 あと一度、課長に伺いますけども、今、では現時点において、この被災者支援システムは、

本町の場合はもう運用しているわけですね。 
〇議長（望月邦彦君） 

 総務課長、志村廣文君。 
〇総務課長（志村廣文君） 

 ３月１１日の被災後のものは入っておりません。ですが、その前のバージョン４というんで

すかね。そこまでは入っております。 
 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） 

 本町の場合、２００自治体しか入っていないところがもうすでに入っているということで、
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活用しているということで本当に安心しました。これのほうも本当に重要だと思いますから、

また今後も活用できるようによろしくお願いします。 
 では、次に移ります。 
 次に、防災士の育成について伺います。 
 東日本大震災の甚大な被害を目の当たりにして、被害への日ごろの備えと心構え、被災者へ

の迅速な対応を改めて痛感いたしました。そんな中、注目を集めているのが防災士であります。

平成２０年議会で質問いたしましたが、今は考えていないとの答弁でした。今、未曾有の震災

に見舞われ、防災士の重要性を改めて痛感いたしました。この防災士資格認定制度は２００３年

にスタートし、背景には阪神・淡路大震災の際に社会全体に広がった市民防災意識の高まりが

ありました。同制度は日本防災士機構が認証する民間資格であり、スタート時、全国で１，

６００人でしたが、今年３月末で４万４千人と増えております。首都直下地震、東海・東南海・

南海地震をはじめ、火山の大規模噴火や風水害、日本の国土は甚大な被害を及ぼす巨大災害の

脅威にさらされております。大震災など災害の発生を防ぐことはできませんが、これらの災害

に対する十分な知識と万が一発生した場合の対応知識を備えることにより、生命や財産に対す

る損害を大幅に軽減させることが可能です。 
 地域団体組織の中で数多くの防災リーダーが活動し、災害に対する備えをすることが必要で

す。防災士に期待される役割として大きく分けて３点あります。１．災害時の公的支援が到着

するまでの被害拡大の軽減。２．災害発生後の被災者支援の活動。３．平常時の防災意識の啓

発。自助・共助活動の訓練となっております。長沢区では５月、防災講演会を開き、さらに７月

には消防学校一日入学で、災害時の救助訓練を行うと聞いております。 
 防災意識は高まりつつあります。災害時にはまず自助・共助です。そのためには多くの防災

士資格が必要と考えます。町において職員の方々が、また各区においては区役員の方々が、さ

らに町では資格取得者希望者を募り、多くの防災士を育てることによって、防災災害時の適切

な対応ができると考えます。 
 そこで伺います。町として、一般町民および町職員に対して防災士の必要性、育成を考えて

いるのか伺います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 総務課長、志村廣文君。 
〇総務課長（志村廣文君） 

 今の堀之内議員の質問にお答えします。 
 全国で４万４千人の防災士の方が、防災のリーダーとして活躍されていることは町のほうで

も承知しております。現在、地域の防災活動については、消防団それから自主防災会の会員さ

ん、それから日赤奉仕団の皆さん、それから建設業の関係者など多くの方々、各地域の防災リー

ダーとして活躍をしていただいているところであります。地域の防災力の向上を図る上で、防

災士も含めた地域防災リーダーの存在は非常に重要であります。このことから、防災士の制度

について、もう少し、この町民の方に広報等を通じて広く周知を図っ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。 
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〇１０番議員（堀之内美彦君） 

 ここにインターネットで調べた報道がありますので、紹介します。 
 栃木県栃木市は平成１９年１０月、市長をはじめ全職員６１８人を対象に防災士資格を取得

させると発表している。当時、東京都荒川区が一部職員に防災士資格の取得を実施していたが、

全職員が資格取得を目指すのは全国で初めてであった。約７００万円かけて５カ年計画で全職

員が防災士取得することを決め、同年１１月実施された防災士資格取得では、市長以下５３人

の職員が取得していると報じております。 
 本町では、この資格取得には約６万円かかるんですけども、仮にこれから実施する場合の役

場の職員、それから区の役員さん、それから一般町民に対して、この６万円に対して補助する

考えはあるかどうか伺います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 総務課長、志村廣文君。 
〇総務課長（志村廣文君） 

 この防災士という防災のリーダーというものを、もう少し町民に理解していただいたりする

中で考えていくところになりますので、今、その資格取得について支援するというようなこと

は現状では考えておりません。 
 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） 

 ぜひ、検討をよろしくお願いします。 
 次に移ります。次に、救急医療情報キットについて伺います。 
 情報キットはＮＰＯ法人 メンタルケア協議会で出しているもので、オレンジポットともい

います。中には緊急受診のための情報として、氏名、血液型、生年月日、家族構成、緊急時の

連絡先などの個人情報、かかりつけ医、病歴、アレルギーや薬の副作用などの医療情報をメモ

した用紙、本人の写真、健康保険証や診察券のコピーなどを入れておきます。災害時はもちろ

ん、平時においても緊急事態が発生した場合、本人の病歴や服用している薬などの情報が容易

に入手でき、迅速な緊急医療の提供につながるものであります。このキットは冷蔵庫に保管し、

いざというときに救急車が駆けつけた場合、冷蔵庫を開ければキットがあり、情報を早急に確

実に得ることから、この緊急医療情報キットは命のバトンともいわれております。また救急隊

員がキットを探しやすいように保管場所は冷蔵庫に統一し、キットが冷蔵庫にあることが分か

るように玄関と冷蔵庫にステッカーを貼ることとしております。 
 平成２０年に東京都港区が全国初の事業として始まった取り組みは、現在、全国に広がって

おります。そこで本町でも要援護者、一人暮らしの高齢者に緊急医療情報キットを配布し、安

全・安心の確保が大事と思いますが、見解を伺います。 
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、救急医療情報キットの配布についてのご質問にお答えします。 
 高齢化が進む本町におきましても、一人暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯、また要援護者

 ６１



世帯も増加しております。日常生活の中で、緊急時の対応に不安を抱えている災害弱者の皆さ

んがこうした医療情報キットを備えておくことで、急病や災害時の安全・安心が期待されるも

のでありますので、配布に向けて、対象範囲等について検討してまいりたいと考えております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 １０番、堀之内美彦君。 

〇１０番議員（堀之内美彦君） 

 ぜひともよろしくお願いします。 
 次に移ります。次に、防災無線について伺います。 
 富士川町内であらゆる地域の伝達方法として、これまで長い間、防災無線が使われてきまし

たが、幾度となく難聴地域の解消についての改善を重ねていただきましたが、いまだに町内に

はあちらこちらで聞き取りにくい、また聞こえないなどの声を聞きます。富士川町においては、

いつ起きてもおかしくないといわれている東海地震が心配されます。こうした自然災害はもち

ろんありますが、あらゆる町からの連絡内容が把握できないとなると、とても不安になります。

こうしたことから、町では町民が安心して生活できるための１つとして、放送について難聴地

域を解消するための今後の取り組みについて伺います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 総務課長、志村廣文君。 
〇総務課長（志村廣文君） 

 町民の方から聞き取りにくいというふうな声は、こちらのほうに寄せていただいたり、苦情

も寄せられたりしているところであります。原因としては、子局と子局の狭間の地域であると

か、それから雨や風の気象条件、それから今の建築の二重窓というような建物の構造の変化な

どによって、そういう防音効果の向上などによる原因が考えられております。 
 これらを解消するために難聴地域の現況調査を行い、現地において音の特性を調べ原因を究

明し、拡声器の取り付け位置や方向の調整、部品の交換、音圧レベルの調整などを今、実施し

ております。また、これらの対応でも改善ができない場合は子局の移設や増設、子局の中に付

いているものを移設、また増設も検討して難聴地域の改善を図っていきたいというふうなこと

でおります。 
 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） 

 これは市川三郷町の例なんですけれども、難聴地域の解消に向けた取り組みなんですけれど

も、市川三郷町では防災無線が聞き直せるようにできるサービスを行っているんです。これは

電話を設置しまして、フリーダイヤルで、町がこれは放送したものを町民の方たちが自由にい

つでも聞ける方法なんです。山梨県ではなかったんですけども、ちょっと忘れたんですけども、

人口７万人くらいの市で、電話を２本設置することによって、これはフリーダイヤルですから、

町のほうの電話で負担になるんですけども、やっぱりこうやって、難聴地域の解消のためとい

うことになると、すごく大事なことかなと思っているもので、またこれのほうも１つ、考えて

いただければと思いますけども。 
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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） 
 難聴地域の解消ということも必要でしょうけども、実際に災害といいますか、大雨等がきて

避難命令、あるいは避難指示をするときに、雨の強いときにはいくら野外の放送でやっても、

たぶん聞こえないと思うんですね。雨が降っていればドアをみんな閉めておきますし、特に台

風のときには雨戸も閉める。そういうときにいくら役場で放送しても、いくら拡声器を増やし

ても無理だと思うんですね。つい先般も大雨警報が出たときに、こっちは言った、住民は聞こ

えないと、こういう問答がありました。これから全家庭に一気にというのは無理でしょうけど

も、土石流の危険流域にお住まいの方、あるいは水災害に危険なハザードマップの方、それら

のところを順次、家庭内で聞こえる装置を設置していく。そんなことも今、検討に入っている

ところでありますので、窓を閉めていても、家の中にいて、町からのそういった、特に災害に

関する情報だけになるかもしれませんけども、それは各家庭に届けられるように検討を進めて

いきたいと思っております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 １０番、堀之内美彦君。 

〇１０番議員（堀之内美彦君） 

 町長より本当にいい答弁をいただきまして、ありがとうございました。 
 以上で終わります。 

〇議長（望月邦彦君） 
 以上で通告５番、１０番、堀之内美彦君の一般質問を終わります。 
 一般質問の途中でありますが、ここでしばらく休憩します。 
 再開は午後１時とします。 

休憩 午前１１時４４分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午後 １時００分 
〇議長（望月邦彦君） 

 休憩を解いて、再開します。 
 一般質問を続けます。 
 なお、報道機関から写真撮影の申し出がありました。これを許可しましたので、ご了承くだ

さい。 
 続いて通告６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） 
 一般質問を申し上げます。 
 まず１の農業振興について、国は食料・農業・農村基本計画を、県は山梨農業ルネサンス大

綱を策定して、未来につなぐ山梨農業の再生と振興を進めています。当町内農業は、働き手の

高齢化や担い手問題など年々営農環境は厳しさを増し、耕作放棄地は増え、脱農業の兆しさえ

見え隠れしています。この現状をふまえ県策に沿った当町農業の再生・振興への支援、援農の

考え方をお伺いいたします。 
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〇議長（望月邦彦君） 
 農林振興課長、堀口進君。 

〇農林振興課長（堀口進君） 
 保坂議員の、ただいまのご質問にお答えします。 
 県では平成１９年度に、１０年後の県内農業の将来像を示した山梨農業ルネサンス大綱を策

定しました。本町でもこの大綱に沿って、中山間地域の直接支払い交付金事業や農地・水環境

保全対策事業などを取り入れ、農地の維持管理や地域の活性化を図っております。 
 また担い手および耕作放棄地対策として荒廃農地を町が借り上げ再生し、新たな担い手とし

て新規農業従事者に農地の貸し付けを行っています。今後も農業者や生産者団体、農業委員、

農事会、ＪＡなどの関係団体と連携を強化し、山梨農業ルネサンス大綱に沿った事業を積極的

に取り入れ、農業従事者への支援を図っ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） 
 １５番、保坂實君。 

〇１５番議員（保坂實君） 
 再質問をお願いします。 
 耕作放棄地再生活用５カ年計画、これは町にあるわけですね。これに基づいた農業関係団体

とか、企業と連携した当町農業の再生と振興への取り組み状況をお伺いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 農林振興課長、堀口進君。 
〇農林振興課長（堀口進君） 

 耕作放棄地再生活用５カ年計画につきましてはございます。しかしながら、ちょっと数値的

には把握できないような数値が載っておりまして、一番新しい平成２２年農業センサスのデー

タより、富士川町の耕作面積は２５８ヘクタールで、耕作放棄地面積は５２ヘクタールとなっ

ております。耕作放棄地率は約２０％であります。耕作放棄地は有害獣の繁殖、それから農村

環境の悪化等、農業生産への悪影響があります。今後も関係団体と連携し、農業再生への取り

組みを強化してまいりたいと考えております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 １５番、保坂實君。 
〇１５番議員（保坂實君） 

 ありがとうございます。 
 次に都会で働いて田舎で暮らす、週末は富士川町にいますというような形の都会人が増えて

いると思います。この２地域居住文化生活に沿った都市住民との交流ですね。そして、その都

市住民の方を定住化へ結び付けていく環境づくり、そして農村人口を増やして農業再生と農業

振興へ結びつける、この考え方をお伺いしたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 農林振興課長、堀口進君。 
〇農林振興課長（堀口進君） 

 お答えします。 
 山梨農業ルネサンス大綱にある、６番目のメニューの中に観光と連携したふれあいの郷づく
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りというのがございます。これにつきましては、農村の持つ資源を生かしながら都市住民のニー

ズに即した交流体験ですか、それから交流の拠点となる施設の整備等を図っていきたいと考え

ているというような趣旨がございます。その趣旨に沿いまして、都市農村公園の推進、それか

ら交流拠点等の整備ということで、農村情報の県内外への発信等を強力に推しはかっていきた

いと考えております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 １５番、保坂實君。 
〇１５番議員（保坂實君） 

 再々になって恐縮です。 
 ゆずの生産日本一の四国の馬路村ですね。ここでは経世済民効果で、ゆずの郷、馬路ブラン

ドを作成しまして、年商大体３５億円ぐらいの農村振興をやっているんです。当町の中山間地

にも穂積地区や五開地区のゆずの生産地があるわけですが、そのような面を考えての農業振興

ですね。次に、この地産のゆずを加工した商品開発を地元の県立高校の生徒の皆さん方が非常

に取り組んでおりますし、地産のラフランスを使ったパイを商品化して富士川ブランドを援農

していただけるし、なお多忙な収穫時には全校生徒での援農活動に汗を流していただいており

ます。そのほかに、当町には年商１５０億円の県内一のあぐり企業もございますし、峡南４町

にわたる１万農家を出資者とする農業団体があるわけですね。これら企業や団体の皆さんと提

携した農業振興を今後とも頑張っていただけるような形の何か方策、お考えはございますか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 農林振興課長、堀口進君。 
〇農林振興課長（堀口進君） 

 当町につきましては、農村の女性の企業活動グループとして穂積地区にゆずの里があります。

そこでは県の事業を取り入れながら、農村女性の新商品開発支援事業というのがありまして、

地域農産物を利用した商品開発等を非常に活発にしているということでございます。町でもこ

うした間接的な支援をしてきたんですけども、女性活動グループが育つ環境づくりなんかも、

さらに支援の強化を図っていきたいということを考えております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 １５番、保坂實君。 
〇１５番議員（保坂實君） 

 大変ありがとうございました。これからも頑張って、農業振興をお願いしたいと思います。 
 次に２番目の電話通信のメッセージエリア拡大について、発議したいと思います。この発議

は提案型発議ですので、あらかじめご了承をお願いします。 
 まず当町内０５５６のメッセージエリアは、富士川町はもとより隣町の旧六郷町、旧下部町、

旧中富町、早川町を同一市外区域として営業しております。町内０５５６の市外局番から末尾

の６を市内局番に移し変えて、市内局番の２０、２２、２７をそれぞれその頭へ末尾の６をつ

けまして、６２０、６２２、６２７の３数字とします。これは技術的には、もう可能なんです。

ただ問題は、法の改正が必要になるわけですね。それらを考えて、０５５のメッセージエリア

は、隣の市川三郷町や南アルプス市を含む甲府メッセージエリア全域に及びまして、総合便益

となり、生活圏、経済圏と合致し、一向二面の効果が期待できます。さらなる、町長のお考え

の将来計画を見据えた総務省、事業者等への働きかけをする考えがあるかどうか、お伺いした
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いと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 企画課長、齋藤和彦君。 
〇企画課長（齋藤和彦君） 

 それでは保坂議員の、電話通信のメッセージエリア拡大についてというご質問にお答えをい

たします。 
 グローバル時代におけるＩＣＴ政策は、国において光の道構想として２０１５年ごろをめど

に、すべての世帯でのブロードバンドサービスの実現に向けての方向性が示されております。

この構想においては、加入電話と同水準の光ＩＰ電話をユニバーサルサービスの対象とするこ

とや電気通信事業者の見直しということも検討をされております。この構想が実現されること

により、情報通信の便利さや経済効果の発展につながっていくものと予想されます。 
 ご質問にありました現在の通信網を活用したメッセージエリアの拡大も１つの方法ではあり

ますけども、本町ではいまだに光通信網が整備されていない地域もあります。このために情報

通信基盤整備による地域間情報格差の解消等についてということを喫緊の課題といたしまして、

国・県の施策および予算に関する提案、要望項目に毎年掲げております。このようなことから

全町への光通信網の敷設をはじめとする情報格差の解消等について、今後も国へ働きかけをし

ていきたいと思います。 
 また同一の市町村において、メッセージエリアが異なるということが合併した時点で、そう

いう事実があるわけでありますけども、富士川町の場合には市内局番が旧鰍沢、増穂、同じ市

内局番ということで、そうしたメッセージエリアの別になるということはありませんので、そ

のへんの不都合は生じておりません。 
 そして、ご質問にありましたメッセージエリアを０５５、いわゆる甲府局まで拡大をすると

いうことにつきましては、これは加入者の意向によるものというふうに考えておりまして、多

数の加入者がそれを望んでいる時点で、検討をしてまいりたいと考えております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 １５番、保坂實君。 
〇１５番議員（保坂實君） 

 再質問を申し上げます。 
 ただいまの当今の情報化社会は、映像と通信が法の改正を伴いながら一体化して進化してい

ます。地デジ放送は来月２４日の正午からアナログからデジタルに移行し、都市部と地方の情

報格差も光ケーブルや光通信の導入によって、逐次、格差解消の図りが見られますが、電話通

信のメッセージエリアはアナログ時代の所産として残り、市町村合併による行政エリアと、そ

れ以前に設定したメッセージエリアとは必ずしも一致しておりません。先ほどのご回答のとお

り、こういう状態は非常に隣町の市川三郷町だけではなくて、甲府市や笛吹市や県下全体にわ

たって行っておりますから、こういう、山梨県ぐらいの小さい県ですから、０５５、１つに市

外局番、メッセージエリアをしていただいて、広域的な情報が使えるような、そういう形をす

る考えがあるかどうか、その点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。 
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〇町長（志村学君） 
 メッセージエリアの拡大についての再質問にお答えいたします。 
 かつて記憶にあるところは、０５５２というところから、甲府が１つあり、櫛形地域があり、

隣の市川地域もそういったあれです。特に町村合併とは関係なく、これはＮＴＴが主体で

０５５２、５２とか２７とか８３というところを、０５５からしましたから、今、甲府は０５５、

２３７とか２２２とか２５４とかとなっていますが、この富士川町は先ほど企画課長が言いま

したように、頭がすべて０５５６で統一をされています。これは０５５になれば、もう峡東地

域もどこも全部一緒になってくるわけですから、私どももかつてＮＴＴさんにそういうことが

できませんかという話をしましたら、今、ちょっと無理でしょうと。ＮＴＴさんも市外の通話

料が取れなくなりますね。そんな形で、総務省のほうに言うよりも、まず事業者であるＮＴＴ

さんがその気になっていただかなければ、これは無理だと思います。 
 私は市川三郷との合併も視野に入れましたから、向こうともし一緒になったときには、同じ

町内で市外局番を使うことは非常に不便になりますので、そういうときにはまた行政としても

強く事業者、あるいは国のほうへ要望していかなければならないと思いますけども、今はそう

いったＮＴＴの線引きの中でされておりますので、ちょっと無理ではないかなと、こんな感じ

でおります。 
〇議長（望月邦彦君） 

 １５番、保坂實君。 
〇１５番議員（保坂實君） 

 大変、ありがとうございました。頑張ってください。お願いします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 以上で通告６番、１５番、保坂實君の一般質問を終わります。 
 続いて通告７番、３番、秋山貢君の一般質問を行います。 
 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 それでは、一般質問させていただきます。 
 まず、山王の土地区画整理事業ということで、５月２６日の全員協議会で初めて山王土地区

画整理事業について、町長から説明を受けました。議員の同意が得られたら事業を進めたいと

いう話でありました。いただいたのは、この２枚の図面をいただきました。それで何分、急な

お話だったので、その場で質問はあまり出なかったんですね。予算が伴えば、今回、定例会で

議論する機会もあったんでしょうけども、この事業の予算計上はなされておりません。今回、

一般質問という形で、この事業についてお伺いいたしますので、お願いいたします。 
 まず１点目ですけども、町長の説明では山梨県から黒沢バイパス建設に伴い、土地区画整理

事業の話を持ちかけられたという内容でありました。地権者の皆さんの合意が得られたという

ことでありますから、進めるという話なんですけども、富士川町として実施しようと決めた１番

の理由を、まず町長にお伺いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 秋山貢議員の、山王土地区画整理事業についてのご質問にお答えいたします。 
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 山王土地区画整理事業の地域であります掛山地域と通称、呼ばれていたようですが、この地

域では以前から土をとるなど、地権者が宅地開発に向けた準備を行ってきたと聞いております。

また面整備については、平成１２年から１３年ごろに区画整理事業の導入を図りたいとして、

地権者がまとまって勉強会を重ね、もう一歩で民営化というところまできたところですが、途

中で頓挫してしまったという経緯があります。地権者の間では、当該地域の土地の有効活用は

本当に長い間の懸案事項だったと聞いております。 
 そうした中、笛吹ラインの延長であります黒沢バイパス、市川大門下部身延線という路線に

なりますが、これは県道で走っておりまして、この路線がなかなか、どこへ造るか決まらなかっ

た。本来であれば笛吹ラインからまっすぐ、六郷のほうへ向かっていけばいいんですが、今回

もそこのところ形状、あるいは地形の形で、いったん富士橋のほうに戻りながら、そしてまた

途中から割石峠のほうに向かっていくという、そういった苦肉の策みたいな形になりましたが、

やっとその黒沢バイパスの幹線道路が、路線が決まりました。それを実際に地形にしていきま

すと、バイパスと現状の土地所有者の間に段差がすごく出てしまって、せっかく道路が通って

も、あとの土地利用がうまくいかないということから、県も一緒に、では土地区画整理をやっ

て、面的整備をしたらいかがでしょうかと。ただ富士川町の地盤もありますし、市川三郷町も

ありますから、地権者がまず、その気になること。そして両町が協力をしてもらわなければで

きないということから、この話がありましたけども、そういった道路が縦貫することによりま

して、不形成な残地が発生いたします。土地の有効な活用が図れなくなってしまうということ

から、自分たちの土地を半分、供出してでも、残地の有効活用を図っていきたい。そして、しっ

かりしたまちづくりをやっていきたいという、こういう地権者がまとまって、組合立の土地区

画整理をやっていきたいということで準備委員会ができ、そして皆さん、地権者がやる気にな

りまして、両町にも協力要請があったところであります。 
 このような地権者の熱意のほかに、町とすれば、少ない平坦地でありますので、そして県道

もバイパスが通りますので、あの地域はＪＲ身延線の鰍沢駅にも近く、県および隣町で連携と

か協力体制等、総合的な見地から当該事業は面的整備を図るべきということで判断をしたとこ

ろであります。 
 まだ、これから詳細な計画が出てくると思いますけども、少ない土地の中で有効活用を図っ

ていきたい。そして地権者の思いも叶えていきたいということからであります。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 そうすると、残渣が出るから有効に土地利用をするには区画整理が一番いい手法であるとい

うことでありますけども、建設課長の説明では昭和４０年代から、この話はあったということ

ですけども、それで町長の話で、区画整理組合の認可まで、あと一歩だったというところで事

業ができなかった。その要因というのはなぜ、そこまでいって事業が進まなかったのか、お願

いします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
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〇町長（志村学君） 
 土地区画整理事業というのは、自分たちのお金だけでは事業が成り立たないわけであります。

そこに当初はまちづくりと、たぶん、宅地分譲の土地区画を考えていたんではないかと思いま

すけども、当時は。それに黒沢バイパスの計画が入ってきて、そして当時は宅地分譲だけです

と、中にもしっかりした道路が造れないし、そんな、ただ単に分譲地の面的整備だけでは、頓

挫してしまったと。今回はそこに県道が１本、入ると。その県道をまた、この市川三郷町にし

ても、富士川町にしても有効活用をするのがいいだろうという中から、県主導で町のほうにも

こういう面的整備を図ったらいかがでしょうかという話があり、地元の皆さんもこういうふう

になるんであれば私たちも協力したいということから、再度、では組合立土地区画整理事業を

やっていこうという話に盛り上がってきたと思っております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 それでは、２の質問に移ります。 
 ５月中には市川三郷町に事務所を設置して、当町の職員１人を派遣するということだったん

ですけれども、この職員はもうすでに派遣しているのか。どのくらいの期間、派遣するのか見

通しをお伺いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 建設課長、堀内尚巳さん。 
〇建設課長（堀内尚巳君） 

 それでは、秋山議員のご質問にお答えいたします。 
 現在、地権者から８人の役員が選出されまして、山王土地区画整理準備会が組織されており

ます。三役も決定しておりまして、事務所につきましては、この会長さんから準備委員会で市

川三郷町に置くことを決定し、事業認可後は市川三郷町の役場の庁舎の一室を事務所として利

用させてもらうことになったと報告を受けております。また当該事業にかかる両町の業務支援

の人的体制につきましては、準備期間中は両町の建設課の職員が応援し、事業認可申請後は両

町で職員を出し、専任でこの業務に当たらせる予定で、富士川町としては１人を考えておりま

す。現段階では、期間は事業認可申請後から事業完了予定の平成２４年から平成２７年度まで

の４年間ほどを見込んでおります。 
 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） 
 再質問で、そうすると、その２４年から２７年の４年間で、その職員を派遣することによっ

て、人件費はどのくらい見込んでいるのか、お願いします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 建設課長、堀内尚巳さん。 
〇建設課長（堀内尚巳君） 

 この区画整理事業につきましては、コンパクトな区画整理を目指しているということがあり

まして、その人的な、これからの話はなるんですけども、両町で相談しながらやっていくとい
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うことになると思うんですけども、人件費については区画整理の中で考えるということではな

くて、両町のほうの出向みたいな形で、職員を専任させるみたいな形になるのかということで、

まだこのへんにつきましては、これから市川三郷のほうと話をして進めていくという状況であ

ります。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 そうではなくて、建設課から１人派遣するわけですよね。その４年間の期間の職員の給料は

いくらかとお聞きしているんですけども。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 職員は４年間、１人、専任職員として派遣する予定でおります。今、市川三郷のほうに事務

所を構える。市川のほうが１人なのか、２人なのかちょっと分かりませんが、うちのほうは今

のところ１人を予定しています。職員を派遣しても、そこでまた組織形成をしなければなりま

せんから、どちらがリーダークラスを出すなのか、ちょっとそのへんは詳細が決まっておりま

せんけども、仮に１人出して１年間５００万円の給料だとすると２千万円、このくらいかかる

と思っています。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 そういうことをお聞きしたかったので、それでは３番の来年には黒沢バイパスの建設に着工

すると説明も受けました。今後、土地区画整理事業の施工区域を都市計画決定するとか、いろ

んな手続きがあると思うんですけども、これからの流れを平成２４年から２７年という期間と

お聞きしましたけども、簡潔に教えていただけますか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 建設課長、堀内尚巳さん。 
〇建設課長（堀内尚巳君） 

 それでは、お答えいたします。 
 まず準備期間中の主な手続きとしましては、市川三郷の一部に６，５００平方メートルぐら

いの農振の農用地が入っております。この除外を進めるということ。それから、あと臨時開発

の行為の許可。それから河川協議や交差点の協議。県や市川三郷町と富士川町の工事の範囲。

組合への公管金。組合の事業計画、これは認可申請の書類といたしまして収入支出、資金計画、

減歩率、期間等、こういうものを精査していくということ。それから全地権者の同意書。保留

地先の企業の確保。このようなことを準備期間中は業務をしていきます。これらの手続きが、

事業内容が確定して、平成２３年度中に事業認可の申請が行うことができれば、その後、２４年

から２６年度におきまして、組合の設立、それから仮換地指定、保留地売買契約、道路整備や

造成工事等を施工し、最終年度の２７年度に区画整理の登記、それから組合解散というような、

そんなふうな流れになるものと思われます。 
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〇議長（望月邦彦君） 
 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 そうすると２７年度ですから、２８年の３月３１日までには事業が終わる見込みという解釈

でよろしいですか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 建設課長、堀内尚巳さん。 
〇建設課長（堀内尚巳君） 

 現段階のところでは、そのようなスケジュールを組んでおります。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 それでは、（４）の質問に入ります。 
 本来、土地区画整理事業は道路や河川などの公共施設を整備改善して、土地の区画を整え宅

地の利用増進を図る、こういうことを目的としております。当然、宅地の配置が優先されるべ

きものだと解釈しています。町からいただいた区域案の図面を見ても、どうもしっくり来ない。

なぜ、そう感じるのか。ほかの区画整理地や分譲地の図面を見ると、ほとんどの区画整理地や

分譲地で南北、東西に道路を通しているんですね。今回のいただいた図面を見ると、宅地の区

画を、まず道路が真ん中を横切っているんですね。それから、きっとこれを中心にして宅地の

区画を、道路に従って決めていくようになっているんですけども、僕の経験の中ではそういっ

た区画整理というのはあまり見たことがないんですね。ですからこの図面を見ると、違和感を

覚えているんですけども。この事業は、先ほど言ったとおり、宅地の利用増進の事業というよ

り、一番最初、黒沢バイパスというものを建設すると。それを重視して、当然、それがメイン

の道路になるわけですから、それに沿って、道路を偏重した考え方の区画整理事業だと僕は解

釈しているんですけども、町長の考えをお伺いします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 秋山議員のおっしゃるとおりだと思います。通常の土地区画整理事業というのは、公共施設

を持っている管理者が負担金を出して、公共がやろうが、事務組合がやろうが、そこがそういっ

たそれぞれの負担率に応じて、負担金をいただきながら、それをもとに全体の経費を見込み、

減歩率も決まってくるというのが普通ですが、今回の場合は先ほど言いましたように、黒沢バ

イパスがまず通ることが確定しました。そして、その残地が不形成になるということで、それ

では、その道路を活用しながら面的整備をやっていこう。あとから区画整理が出てきたわけで

すから。本来は先に、道路も計画に入れながらの面的区画整理をやっていけば、一番、通常ど

おりの区画整理になると思うんですが、今回の区画整理は、まず県道が主体になっております

ので、県道の部分は、県が用地買収をしてあります。そこは、もう地権者には全部、お金がい

くわけであります。その残りの部分をどうしようかということから、減歩率が５０という、非

常に高くなったわけでありますけども、そのまま土地が残るよりも、それを５０出しても、面

的区画整理をやったほうが土地の有効活用が図れるということから、先ほど言ったように地権
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者の皆さんが全員合意をされ、それでは組合立でやろうと。通常の区画整理事業は、そういう

資金計画を立てて、例えば県が負担する部分をそこがいただいて、そしてまた町の、町道が入

る部分は町が公共施設の管理者ですから町が出して、組合が施工する場合がほとんどなんです。

今回の場合は県道は県がし、そして町道は町のほうが整備すると。区画整理の皆さんは、そう

いった、あと諸手続きの経費とか、あと１００区画を一応、する予定でありますけども、その

うちの３５区画が分譲できれば、ここの資金的計画は立つという中から、この計画が出てきま

した。町はいずれにしても、住民が住むところであれば、町道も引かなければなりません。水

道も下水もやっていかなければなりませんので、その皆さんの計画に合う、その図面をしっか

り見させていただいて、当然、町も助言したり、修正もしたりしていきますけども、それで最

終的な案をつくりながらやっていこうと。 
 おっしゃるとおり、ちょっと普通の土地区画整理とは若干、違うと思いますが、最終的には

同じような形になると思っています。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 それでは、再質問をさせていただきます。 
 黒沢バイパスを整備することにより、どのような効果があるのか。山梨県では当然、事前評

価をしています。現状の県道の１日の交通量が約８，６００台の計画です。バイパスを整備す

ることによって、１日の計画交通量が８，５５０台くらいといわれております。平成１９年の

１０月の国交省の調査で、大体、塩の華の前の５２号線の交通量は上下線の合計で約１万８千

台といわれております。そうすると、その半分ぐらいの車が黒沢バイパス、住宅地の真ん中を

行き来するわけですね。そうすると、その数というのは、決して少ない台数ではないと思うん

ですよ。当然、峡中地域と峡南地域を結ぶ重要な幹線道路でありますから、当然の交通量だと

思います。だからバイパスを整備することによって、現在の県道は通行車両の減少により、歩

行者の通行を含めた生活道路としての利用が可能となって、排気ガスや騒音なども軽減される

ということをいっているんですね。 
 バイパスは、円滑で快適な自動車の走行環境を創出する事業。それから区画整理は良好な住

環境を形成すべき事業。これが山王の土地区画整理事業では、相反する機能を併せ持った事業

というふうに考えるんです、私は。そうすると、この２つの事業をどうやって共存させていく

のか、大変、ここは工夫が必要だと思うんですけども、町としてどういうふうにそれはすり合

わせしていくのか、考えをお願いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 今回の黒沢バイパスといいますのは、県道市川大門下部身延線、この中で富士川町からいっ

て、鰍沢口の線路踏切を渡ってＴ字路になりますが、あれを右折して、ホテル ニューオオギ

から先がちょっとカーブをしていますから、左側が民家、右側が線路。そんな中で、あそこが

拡幅できないと。大型車がすれ違いができない状態でありますので、それらを解消するのと、

ここまで広くしてきた笛吹ライン。そしてまた割石トンネルもそれらを視野に広くしてありま

すので、これが六郷のインターチェンジに向かっていくという道路になります。山王地区の皆
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さんが今、交通で渋滞しているからどうこうではなくて、大きな中での県道整備であります。

その道路が走るから、交通の利便性と住環境の整備という話もありますが、今、寿、宝地区も

既存の旧国道を、和戸町竜王線という路線名を使っていますが、あれを広げながら、かつての

傘をさすと歩けないような通路を救急車が入れるような道路にしていくとか、そこに人が住む

んであれば、これから車社会、まだまだ続くと思いますので、やはり住環境は車社会の中の住

環境ですから、人に住んでいただくには、やはり救急車あるいは消防車が入れるような道路も

必要となってくると思います。 
 今回のところは、その県道の幹線道路に隣接しているところですから、ぜひ町としても、そ

の地域はただ単に県道が通って終わりではなくて、やっぱりそれだけの住民の皆さんも意欲を

持っていますから、町としてもしっかり市川三郷とも協力しながら、また県とも連携をとりな

がらやっていきたいということですから、あまり車社会の利便性と、そしてまた住環境、住環

境は必ず守れると思っています。 
 今現在の状況で、車両台数を予測しますと、今、議員さんがおっしゃられたとおりですが、

これから中部横断自動車道も入ってきますし、そして社会実験が終わってくれば、国道５２号

のほうも通る車が出てくるだろうし、富士川筋に通じて、国道５２号線に代わる災害時の代替

道路として、市川大門下部身延線も県のほうで整備をしてもらっていますので、そうした大き

な意味で私は必要になってくるんではないかなと思っています。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 それでは、５番の質問に入ります。 
 土地区画整理事業の減歩率を、少ないんですけども調べました。南アルプス市の柿平区画整

理事業３０％、中央市の医大南部土地区画整理事業３２．１％、今回の山王は５０％とおっ

しゃっております。当然、黒沢バイパスの用地分が減歩増になっていることは明白ですけども、

総面積が約４．５ヘクタールで、減歩率５０％で、２．２５ヘクタールが正味、使える土地と。

そうすると計画では１００区画ということですから、１区画２２５平方メートルで約６８坪。

１区画、条例では７０坪になっているので、７０坪かなと思いますけども、何期に分けて、こ

の区画を販売するのか、お聞きいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 建設課長、堀内尚巳さん。 
〇建設課長（堀内尚巳君） 

 それでは、お答えいたします。 
 たしかに土地の半分が減歩という事例は、これまで県内にはないと聞いております。ここま

ではいかないと思っておりますけども、いずれにしても減歩率としては高くなるんではないか

と思われます。 
 それから区域の中では、黒沢バイパスも含めて面積を４．５ヘクタールとカウントしており

ましたが、減歩率につきましては、黒沢バイパスを除いた残地の面積に対して、平均減歩率

５０％ということで見込んでおります。そのように準備委員会のほうからは聞いております。 
 また計画画数の１００区画は地権者に残す区画、それも含めて、すべての区画数を入れて

１００区画ほどを考えているということで、そのうち３５区画につきましては、保留地として
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販売する計画で、この保留地の販売につきましては、組合の設立前にすべて販売先を確定して

事業認可を受ける予定であり、工事を着手するときには、保留地は完売した状況になるように

進めていく方針だということで聞いております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 そうすると、保留地の３５区画をこの２４年から２７年、事業をやっていく中で、この区画

整理を解散するときには完売すると、こういう見通しのもとにやるということですか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 建設課長、堀内尚巳さん。 
〇建設課長（堀内尚巳君） 

 やはり、この保留地の販売が造成の資金というような形で見込みますので、販売先を先に確

保してしまって、それでそれを見込んで実施をしていくというような状況の区画整理になる見

込みです。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 それでは７番に移りますけども、例えば南アルプス市を例に出して申し訳ないんですけども、

土地区画整理組合が解散するときに、このときどうしたかというと、組合の銀行などの借入金

４億７４０万円を支援して、残った２６区画の保留地を買い取ったんですね。市の計画では平

成１９年度に８区画、それから２０年度に６区画、２１年度に６区画、２２年度に６区画販売

して完売予定だったんですね。旧増穂町では、長沢の・・・。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ６番が飛んでいます。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 すみません。そういう話が出たから、ついこっちへいってしまったんですけど、では６番の

総事業費に対する町の費用負担はいくらになるのか、お伺いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 建設課長、堀内尚巳さん。 
〇建設課長（堀内尚巳君） 

 それでは、お答えいたします。 
 準備委員会の現段階の原案ですが、総事業費を５億円と見込んでおります。そのうち区画内

道路に関わる築造費や用地費が町の負担となります。原案では、両町の費用負担はおおむね２億

円。富士川町の負担は１億２千万円ほどとなります。このほか関連事業としまして、上下水道

の敷設費用が入るわけなんですが、これも概算ですけども、７，５００万円ほど考えておりま

す。合計しますと富士川町の負担として１億９，５００万円、約２億円ほどを想定しておりま

す。費用につきましては、今後、認可申請までに事業計画の中で山梨県や市川三郷町とともに

圧縮できるところは圧縮するなど指導精査を行い、熟度の高いものにして認可申請を受けたい

と考えております。また本町の負担分につきましても、社会資本整備交付金や過疎債の活用な

ど一般財源の軽減を考えております。 
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〇議長（望月邦彦君） 
 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 分かりました。できるだけ有利な交付金等を使っていただいて、一般財源をできるだけ抑え

ていただきたいと思います。 
 それでは、大変失礼しました。７番の質問に移ります。 
 先ほども説明したとおり、南アルプス市ではこの区画整理組合を解散するときに４億７，

７４０万円を組合に払って、２６区画残っていたものを買い取ったんですね。そして市の計画

では平成１９年に８区画、２０年に６区画、２１年に６区画、２２年度６区画販売して完売予

定ということだったんですけども、今現在１４区画、１億４，８９８万円の土地が残っている

んです。旧増穂町では、この長沢の区画整理組合、解散するときどうだったかというと、町が

５，３００万円の補助金等を支出し、同額を旧甲西町も支出をしております。このほかに設計

を担当したコンサルタント会社に旧甲西町分の６区画、２，０４７．４４平方メートルを購入

してもらって、区画整理組合を解散したということなんです。 
 区画整理組合を解散するときにどんな議論が出るかというと、区画整理をして人口も増えた

し、税金も入ってきて、町の発展のために尽くしているんだから区画整理組合を解散するとき

に、地権者だけに赤字を負担させているのは申し訳ないと。一方的ではないかと。どうしても

そういった議論が起きやすくて、旧の増穂町、それから隣の南アルプス市でも市から財政支援

をしようということになってしまうのも事実だと思うんです。社会情勢や事業規模が違うので、

一概に比べることはできないと思いますけども、富士川町でもそういう支援をすることもある

のか、お伺いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 建設課長、堀内尚巳さん。 
〇建設課長（堀内尚巳君） 

 それでは、お答えいたします。 
 準備委員会では、先ほど５番でお話したとおり、当該区画整理事業につきましては、組合設

立前に保留地の販売先を確定する方法をとっていきたいと考えておりますので、銀行等からの

借入金はしない方針と聞いております。このため、現段階では町が借入金の支援をすることは

ないと考えております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 ３５区画を、その事業年度の中で、２７年度までに完売する予定だというのは、なかなかこ

の厳しい中で難しいと思うんです。鰍沢町ではいろんな分譲をしてきて、今まで、すべて完売

をなさっていますけども、やはり３５区画というものを、この事業年度の中で本当に販売でき

るのかというのを本当に私は危惧します。 
 それでは、８番の質問に移ります。 
 今から１４年前に当時、大月短大の田中収教授がちょうど、この場所で活断層を発見しまし

た。新川の左岸、活断層はほぼ東西に走って、幅約１００メートル、長さ２、３キロといわれ

ておりました。この付近には、このほかにも東西に走る３本の活断層があるといわれておりま
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す。合わせて、大木活断層群と呼ばれております。地震防災上の対策をしっかりする必要があ

ると考えますが、町の見解をお伺いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 建設課長、堀内尚巳さん。 
〇建設課長（堀内尚巳君） 

 お答えいたします。 
 釜無川流域沿いの平地や台地につきましては、皆さんもご存じだと思いますけども、糸魚川

静岡構造線の活断層系が走り、富士川町はこの断層の上に乗っているということになります。

それから笛吹川の流域沿いの平地や台地には、曾根丘陵の断層帯が走っております。さらには

盆地の中側では液状化現象が心配され、山間地では断層や土石流の危険個所、地滑り地区も多

く、山梨県は自然災害を受けやすい立地条件にあります。平成９年に新川の河川改修の工事現

場で断層の露頭が発見されたということで、大同地区付近には四尾連湖断層や水船断層など大

木活断層群が走っていることは承知しております。 
 今後、県の指導を仰ぐ中で、市川三郷町とともに準備委員会において東海沖地震等、地震災

害への対応について、種々検討を行っていく必要があると考えておりますが、まずは主体力の

高い工事や的確な排水処理など、造成工事をしっかり行うことだと考えております。 
 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） 
 私も田中先生に電話してお聞きしたんです。たしかに図面は、富士川町のほうにも送りまし

たということをおっしゃっていました。あとから、やはり現地を見てみないと、確かなことは

言えないと。例えば１メートルずれれば全然影響ない場合もあるし、約１００メートルあれば、

現場を見てみないと分からないと、そうおっしゃっていたんですね。例えば、この間のテニス

コートのときもそうですね。下の地質調査をしないで工事をしたら、結局は中が空洞になって、

あれだけの補正予算をやって工事をやり直したと、こういう経緯もありますので、やはりそこ

は、ではこの断層がどこを走っていて、どういう、例えば上下のずれなのか、横のずれなのか、

そういったことの確証を得て、ここは安全だということであれば、安全という証明をその専門

家からいただくと。こういう調査を僕は絶対するべきだと思うんですよ。見えないところであ

れば、なおさらです。工事をしっかりするからいいという問題ではないと、僕は思うんです。

ぜひ、その調査を専門家、田中先生にお聞きしたら、私は講演でとても現地へ行く暇がないと。

もし、やるであれば専門家を紹介するから、そちらでやってほしいということをおっしゃって

いたんです。ぜひ、それをやってもらいたいんですよ。なぜ、そういうことを言うかというと、

神奈川県の横須賀市は、活断層の上への建物の建築制限を開発事業の中でやっているんですね。

指導して、その開発事業者は道路とか公園とか建物というのは造らないで、駐車場とかそうい

うふうに利用しているんですね。いたずらに不安を煽るべきではないんですけども、やっぱり

そういった調査をして安全なら安全だ、危険ならそれなりの対応をするというのが僕は必要だ

と思うんですけども、いかがですか、課長。 
〇議長（望月邦彦君） 

 建設課長、堀内尚巳さん。 
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〇建設課長（堀内尚巳君） 
 おっしゃるとおりだと思います。たしかに山梨県の地質図とか、それからあと産業技術総合

研究所などが発行しております活断層マップなどでは、当該地につきましては断層が入ってい

ないんですけども、たしかにこれから開発していく区域ということもありますので、これから

山梨県や、それから市川三郷町、それから準備委員会とも相談する中で対応につきましては検

討していくような形をとりたいと考えております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 ぜひ調査については、やっていただきたいと思います。 
 それでは、次の２の富士川町河岸跡朝市について、お伺いいたします。 
 まず１の実行委員会形式で、富士川町商工会が運営を行うということであります。２３年度

の当初予算で、鮮魚売り場設置工事等５２５万円、鮮魚売り場開設備品等２１０万円、山梨農

業ルネサンス総合支援事業１００万円を計上しておりますけども、予定では７月開催ですけど

も、進み具合についてお伺いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 商工観光課長、矢崎仁君。 
〇商工観光課長（矢崎仁君） 

 それでは、秋山議員のただいまの、予定では７月開催だが進み具合について、お伺いしたい

というご質問にお答えをいたします。 
 総事業費８３５万円で、２３年度当初予算に計上いたしました河岸跡朝市は山梨県の県単事

業であります。山梨農業ルネサンス総合支援事業を取り入れる中で、実施を考えております。 
 事業の進め方としましては、やはり事業を実施する上において、協力等をいただく各種団体

等からなる実施組織を立ち上げ、そして必要なソフト面および施設等を整備して朝市の開催に

なると思います。 
 現在、関係団体との話し合いを進めており、できるだけ早いうち、この実施組織を立ち上げ

ていきたいと考えています。また開催時期につきましても、補助事業の交付決定と諸条件が整

い次第、早期に開催できるよう努力してまいりたいと思っています。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 再質問ですけども、そうすると７月開催という触れ込みでやってきたんですけども、例えば

出店を予定している方から、予定していたんだから早く７月に実施してほしいという要望はな

いんですか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 商工観光課長、矢崎仁君。 
〇商工観光課長（矢崎仁君） 

 やはり組織を立ち上げて、内外的には活性化組合とか、または生産者組合のほうに、農協と

か、そういう部分を通して、今度、朝市をやるから、開催するときには出店を願いたいという
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ＰＲをしていますけども、ただ、先ほど申し上げましたように、実行委員会形式を予定してお

りますけども、それを立ち上げておりませんので、例えば広報誌とかホームページとか、そう

いうふうなものを使って、まだ完全なるＰＲをしておりませんので、直接、私のほうはそうい

う話は出店者からは、今のところは聞いておりません。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 そうすれば７月予定といって開催しなくても、どこからも苦情が出ない。さして重要でもな

い。それから急ぐこともない。こういった事業が今回の朝市事業なのかなと私は思うんですよ。 
 次の質問に移りますけども、２番の予算計画を見ると販売用プレハブ１棟３３６万円、倉庫

用プレハブ１棟１６８万円。冷蔵庫３５万円。流し台１５万円。仮設電気水道２０万円などと

予定の企画書を見てもらったら書いてあるんですよ。勝沼の朝市を先日、見に行ったんです。

ちょうど矢崎課長さんもいらっしゃったんですけども、ほとんどの出店者が自前で用意してい

て、テントの人もいればテーブルだけの人もいる。営業許可を取得したキッチンカーの人も数

台ありました。予算計画をしているプレハブなどは、商工会の事務局長さんが町の元副町長さ

んですよね。そういう方がいる事務局と十分な連携をしてきたのか。私は全然、連携とれてい

ないと見えるんですよ。設備に金をかけてやれば、いい事業ができると限らないんですね。やっ

ぱり、そうであれば、商工会のほうでお金をかけなくても参加できるように、そして一般の方

も参加しやすいように、もっと気軽に参加できるような朝市を、例えば軽トラ朝市のように、

自分たちの車や冷凍車を持ち寄って開催したほうが、こんな施設ばかりにお金をかけて、では

いつまでやるのか。それで朝９時から１２時ですよ。月２日、日曜日。それだけのことに、こ

んな設備をかけてやる必要があるのかなと、私は思うんですよ。ぜひ、このへんは予算をつけ

たから消化しなければ困るということではなくて、もう一度、今、各団体等、連絡調整してい

る、協議しているということであれば、予算をつけたけども、これを消化しなければ駄目だな

んてことを思わないで、これは使わなくてもいいですから、もっともっと商工会とか農業生産

者がやりやすい朝市、これを考えていただきたいと思いますけど、課長、いかがですか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 では、答弁で終わります。 
 商工観光課長、矢崎仁君。 

〇商工観光課長（矢崎仁君） 
 先ほど議員さんのほうから金をかけなくてもというお話ですけども、私もこの計画を一番の

当初ですけども、叩き台としてやったときには、例えばテント１つにしても、どうしてもわれ

われが当初考えたのは、１０万円もするようなテント、お祭りで使うような、例えばそういう

ふうなテントをどうしてもイメージしたがる。でもやはり、いろいろ開催しているところを見

ますと、議員さんの言われるように、それぞれが持ち寄って、持ち寄れない部分はこちらが貸

すは、それは仕方がないにしても、そんなに立派なものを、はい、どうぞといって貸すような

形をとらなくても、自分の車で自分の必要なものは自分で持ってきてやる。そういうふうな形

は、やはり考えていかなければならない。これは当然だと思います。 
 予算を盛ったから、それを全部使わなければ、その考えは毛頭ございません。ただ１つ、こ

の朝市で、先ほど事業費、施設的にお金がかかるという部分があるんですけども、この河岸跡
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朝市、まだ仮称でございますけども、河岸跡での朝市というもの、やはりそれぞれの朝市には

それぞれ、そこの特色なり、いろんな色を出している部分がございますよね。そういう中で、

この朝市もできるであれば、これは当初からですけども、海産物、要するに信州と駿河と甲州

の要所の地であったというような部分を考えて、そいつを実施していきたいということであり

ます。 
 保健所等に行きましたら、海産物、そういうふうなものをしていく上においては、テントで

はできないよと。ある程度の冷蔵庫もあり、シンクもあり、そういうふうな施設でないとでき

ないよという指導のもとの中で、この部分に多少の費用がかかりますけども、その実施につい

ては、富士川町として朝市を開いていく。この場所で開いていく上において、特色を出してい

きたいという部分のものでございます。また、商工会ならびにＪＡふじかわ、ここの部分につ

きましては、やはり、この事業をしていく上におきましては絶対的な団体ですので、今も十分、

協力体制を得ておりますけども、さらに実施に向かって詰めて、協力体制をさらに強力にして

もらいたいと思っています。それから、この朝市につきましては、出店者の皆さんの協力を得

ながら、長く続けていきたいというふうに考えております。出店のときの方法につきましても、

自分たちの車でもいい、なんでもいい、そこへ地面に敷いてもいい、そういうふうな形態を考

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） 

 これで、質問を終わります。 
〇議長（望月邦彦君） 

 以上で通告７番、３番、秋山貢君の一般質問を終わります。 
 ここで、暫時休憩します。 

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

再開 午後 ２時１３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、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、まず通告に沿って行っていきたいと思います。 
 １つ目は、先ほどから幾人かの議員さんから出ていますけども、防災対策ということで、私

はいわゆる複合災害という点について、お伺いしたいと思います。複合大規模災害対策におけ

る住民の安全確保。 
 ３．１１東日本大震災に直面し、防災対策あるいは防災計画の見直しが喫緊の課題となって

います。本町においても見直し作業に着手するというような話も伺っております。地震、火災、

火山噴火、あるいは土砂崩落、水害、土石流から住民の命を守るための避難誘導が第一義的に

重要であると考えます。 
 現在、その点について、どのような形で見直し作業を行っているのか、伺いたいと思います。 
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〇議長（望月邦彦君） 
 総務課長、志村廣文君。 

〇総務課長（志村廣文君） 
 齊藤議員の質問にお答えいたします。 
 富士川町地域防災計画は平成２２年度に策定し、現在、運用しているところであります。３月

１１日の東日本大震災以降、防災計画の大幅な見直しが求められております。現在、山梨県の

地域防災計画もこの震災を受け、５年ぶりに大幅な見直しを行っており、防災関連の各種法令

も順次見直しの検討が始まっております。町の防災計画も、県の防災計画と足並みをそろえて、

東海地震の被害想定を引き上げた内容で、改定案の検討を行っております。 
 見直しの内容については、緊急情報を即時に提供できる情報通信手段の確立、指定避難地の

安全性の確認、救援物資災害復興に向けての各種団体との災害協定の充実、対策本部を中心に

地域も含めた防災体制づくりなど、検討を行っております。 
 また今回の災害を見ると、地震、火災、土砂崩落、土石流など複合型災害も想定した避難路

の設定や避難所の安全性についての対策も必要だと考えております。また地震や大雨等による

土砂災害や洪水被害の状況を想定し、地域住民の防災リーダーを中心に避難誘導を行い、避難

行動、防災活動ができるように地域防災組織の育成強化も含め、早急な防災体制の強化に取り

組んでまいりたいと考えております。さらに本町では防災計画に併せて、災害発生時には各区

の実情に見合った行動ができるよう、区ごとの災害対策マニュアルを策定することとしており

ます。 
 今後は東海地震が想定される中で、しっかりとした防災計画、発災時の対応について取り組

んでいきたいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ６番、齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 先ごろ、つい１カ月ほど前ですか、先ほど言われた２２年度に策定した防災計画、私たち議

員はみな、いただいたんですけども、あれを作成したのは、今回の震災の前ということで、見

たときに、一番先に感じたのが避難する場所がいくつか各地区に指定されています。ですけど

も、いわゆる津波と地震という複合災害を考えたときに、私がそこですぐ思ったのは、この山

梨県内、集中豪雨がくる。そうすると、県内の多くの水は富士川に流れ込む。あるいは戸川や

大柳川、あるいは長沢川といったようなところの水害の規模が非常に危険になったときに、仮

に地震がきたときに、それらは一体どうなるんだろうと。例えば、そういったことを考えたわ

けですね。そういったときに、先ほど区ごとにマニュアルをつくるとか、あるいは避難所の安

全性の確認というようなお話が出ていましたけども、私、地震発生直後、あるいは発生以降の

対策というのは、たしかに今までいろんな形でつくってきていますけども、その避難所の安全

性、あるいは避難場所、この点についての対策というのが、まず今回は一番重要なのかなと思っ

ているんですけども、その点については具体的にどんな形で今、作業を進めようとしているの

か、お願いしたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 総務課長、志村廣文君。 
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〇総務課長（志村廣文君） 
 今、先ほどちょっと説明しましたけども、複合的な災害につきまして、今までの防災計画の

中では、多少は想定しておりますけども、今回の災害を見た中では影響が大きいと思いますの

で、特に災害のときの避難路、それから避難所、これらについては、もう一度、検証をさせて

いただきまして、それらの災害を見据えた上での見直しも行っていきたい。また地域の災害対

応マニュアルを地域の人たちでつくっていただくときにも、その地域の人たちに、その中で意

見を聞いたりして、それも反映していこうかなと思っています。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ６番、齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 今言ったことは、直接人命に結びつく話なので、早急に本当に、その避難場所の指定の見直

しだけは、まず早急にやっていただきたいなと。これはいろんな話を聞くことも必要でしょう

けども、まず危険と思われる場所については、今一度見直しということを早急に、１カ月、２カ

月の間にはしていただかないと困るなと思います。 
 先ほどから深澤議員なんかのときにも出ていましたけども、避難所として町民会館が指定さ

れていると。庁舎が重要だという話があった中で、要は町民会館の場合、特にそうですけども、

避難所としては使えないから差し当たり削除したいなという、たしか町長の答弁がありました。

合併ということもあって、もうちょっと長期的に、建て直し等の判断は長期的ということをおっ

しゃられましたけども、実際、日中、多くの方が利用されて、あるいは夜なんかもいろんな方

たち、大ホール等々使っています。かつてから危ないということも言われてきた。東海地震に

限らず、むしろ断層型の直下型の地震、震災のあと富士宮ですか、私たちが寝ている時間帯に

あって、役場の天井が落ちたと。あれが昼間、落ちたんだったら大変だったなという話もあり

ましたけども、そういったことを考えたときに、町民会館、その避難所から削除するのはいい

でしょう。だけども問題は、もし削除するのであれば、人命優先を考えるんであれば、私がい

つも聞いているのは、大ホールの真ん中の部分ですけども、あのへんの使用も制限すべきでは

ないかと思うんですけども、そういった対策というのはどうでしょうか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 地域防災計画は、基本的には国、県、市町村、そしてこれらの災害関係に付する団体との連

絡体系、そして事前に、防災ですから、避難所を指定したりということで規定しているのが地

域防災計画であります。この地域防災計画、相当前につくったもので、耐震促進法が改正され

る前からあるものですから、旧鰍沢にしても旧増穂町にしても、耐震化されていない体育館が

避難所になっていたり、耐震化されていない役場なり、町民会館が避難所になっていったわけ

であります。それが連綿と、ただ単に作成年度が変えてこられたということで、今回、東北地

方の災害を機に全面的に見直していく。その中で、私ども富士川町も本当にそこに避難をして

いただいていいのかどうなのかということをしっかり見ながらやっていきたいと。それで実際、

地域防災計画の場合は、最初から指定しているところですが、今回、見直しをする中で、災害

対応マニュアルというのを１つ、つくっていきたい。例えば長沢地区と平林地区では、たぶん
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災害時の対応の仕方が全然違うと思うんですね。そして避難所といっても、平林地区でも一歩、

家を出るだけでも安全が確保される場合もあります。長沢地区の場合は家を出ると、かえって

瓦が落ちてきたりというところもありますから、そのへんも地域の人が地域の実情に合った、

本当の使える災害対応マニュアルをつくっていきたいと思っておりますので、そうした中でも

また地域の皆さん、これも役場がつくって、地域に提案するだけであると、大体、読んでいた

だけませんので、地域の皆さんがみずから汗を流しながら一緒につくっていただく対応マニュ

アルにすれば、いろんな問題課題も浮き上がってくると思います。そういう中で、より現実的

な防災計画、あるいは災害発生時の対応マニュアルをつくっていきたいと、こんなふうに考え

ておりますので、またご協力のほどをよろしくお願いしたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ６番、齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 もう１点、ちょっとお伺いしておきたいんですけども、私は十谷地区というのは、合併する

まで様子もよく分からなくていたんですけども、今回、県道が崩落すると。あのときに話を聞

いていたら、あのへんの山間部ではかなり山が古くなったというか、風化しているということ

で、崩落の危険というのはかなりある地域だと。どこまでが、その地域なのかということは、

これは非常に大事な話で、この富士川町で考えたとき、あの十谷近辺の山というのは、地質調

査を早急にやっておかないと大変なことになるんではないかということで、それなら当然、専

門家に依頼するなりなんなりと、予算の問題も出てくると思いますけども、その点について今、

どのように考えているのか、お願いします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 十谷地区は、かつてから地滑り地区ということで、県もしっかり地質調査をやっております。

そして地滑りがしそうだということで、約４０億円ほどかけてピンも打ってありますので、そ

うはいいましても、自然の力ですから、人間の造作だけでは、また動いてきます。そういった

意味で、東大の地震研究所の人たちも、あそこには地滑り計、傾斜計なんかも入れてあるはず

です。そういった人たちのデータもいただきながら、町が直すべきところ、県がすべきところ、

こんな形で今後も対応をしていきたいなと思っております。 
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） 

 しっかりとした対策を練っておいていただきたいと思います。 
 それでは続きまして、２つ目の質問に移りたいと思います。 
 鰍沢病院についてということで、どうもこの一般質問をしたときから状況が変わって、いろ

んなことが新聞記事になっていますけども、それはそれとして、通告に沿う形で質問だけはし

ていきたいと思います。 
 １つ目、病院の統合運営について。 
 合併前、ＲＦＯの売却・廃止の方針に対し、鰍沢病院の存続と医師の確保を求めて活動して

きました。その後、県から地域医療再生計画が示され、ＲＦＯの方針を前提とした病院の統合
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再編の業務がされてきました。今国会では存続を前提とした法案が、議員立法で出されるよう

でありますが、今、本町で行われている議論は、存続ということよりも、むしろ存続から病院

の機能の充実へと、内容がだいぶ、変わってきたのではないかというふうに感じています。 
 この議論を前提とするならば、病院の買い取り、経営ということになります。そして財政負

担が極めて大きい。ＲＦＯ以前の存続を前提とした対策を練るべきではないかと考えておりま

すが、どのようにお考えなのか、伺いたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 鰍沢病院の統合運営についてのご質問にお答えをいたします。 
 鰍沢病院につきましては、国から年金、健康保険、福祉施設の売却を進める整理機構、いわ

ゆるＲＦＯに移管をされまして、全国社会保険病院連合会が運営をしておりますが、病院がな

くなっては困るという思いから、旧鰍沢町を中心に山梨医大の分院化を求めるほか、国に病院

の存続と医師確保、地域医療の充実を求めた署名を添えての陳情など、さまざまな活動が行わ

れてまいりました。 
 こうした要望に対して、山梨医大からは医大の分院化は無理との意向を示されましたが、政

府は病院の売却を進めるＲＦＯの方針を転換し、社会保険病院などの存続法案について、一昨

年５月に衆議院を追加しておりましたが、首相の突然の辞任表明等の混乱によりまして、同年

６月に参議院で廃案となった経過がありました。 
 こうした中、医師不足による救急医療が困難など峡南地域の医療を再生するため、地域医療

再生交付金を活用した医師確保や救急医療体制の確立など、峡南北部地域の医療のあり方につ

いて調査検討をしてきたところであります。先般、調査検討委員会から検討結果案がまとめら

れたところでありますが、その一方で再度、ＲＦＯを施設等の整理合理化を目的とした組織か

ら病院等の運営等を目的とした組織に改組する改正法案が６月１０日、衆議院の本会議で可決

をされまして、現在、参議院に送付されていることから、今国会で成立するのではないかなと、

こんなふうに考えております。 
 同法案は、ＲＦＯの存続期限である明年の９月後、地域医療機能推進機構に改めて救急医療、

災害時医療ですね、それと僻地医療、周産期医療、小児医療、リハビリテーションのほかに地

域において必要とされる医療および介護を提供する機能の確保を図ることとして、病院の設置

と運営業務を行うこととしております。私は所信表明の中でも言いましたが、社会保険病院を

抱える市町村にとりましては、夢のような法案であります。鰍沢病院がこの法案どおりに移行

できるとすれば、この地域の医療問題も解決するのではないかと思っております。 
 一方、この法案には機構が必要とされる医療、介護を提供する機能が確保されるものは譲渡

することができる旨の規定もされています。また病院の新設はしないこと。機構に対して国費

を投入しないこと。こんなことが修正、追加されたほかに、ＲＦＯが改組されるまでの間は現

行の設置目的に沿って、病院の譲渡に向けた取り組みを推進する。こういった附帯決議を付け

られております。 
 しかし、同一県内に複数のそういった社会保険病院が存在する場合、また国費は投入しない

としておりますけども、現在の赤字病院はどうするのか。また医師確保などの詳細の点には一

切触れておられず、医師確保が病院任せでは、救急医療にも災害時医療にも、ましてや周産期
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医療など、本当にできるのかといった懸念も残っております。本会議前の衆議院の厚生労働委

員会では、施設の譲渡や経営権などについて質問があったようですが、地域医療を担うものだ

けに、最終的には地域住民が決めるべきだと、こんな論議もあったようであります。 
 いずれにしても、この地域の住民の命を将来にわたって、しっかりとした医療体制で守られ

ることが重要であると考えておりますので、法案が成立後に私もみずから行きまして、鰍沢病

院はどうなるのかを確認してまいり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） 

 町長のおっしゃるとおり、本当に夢のような話が、しかもその内容がまた、私たちが議論し

てくる過程では出ていないような内容の医療までしてくださると。するというような形の内容

で、非常に夢のような話なんですけども、そうなればありがたいと思います。 
 これまでは、かなり昨年の１２月、私の一般質問のときに、もう廃止されるんだから、だか

ら考えなくてはいけないんだという話だったんだけども、これはちょっと事情が変わってし

まったということですけども、当然、そういう意味ではいったん様子を見なくてはいけないと

いうことで、この問題については、もちろん注視していかなくてはいけないんでしょうけども、

今、検討委員会が案を出し、この間、両町議会で議論をしましたけども、当面これについては

どのようにしていくのか、お願いします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 調査検討委員会から両町に調査検討委員会の検討結果案について、意見をいただきたいとい

う文書をいただきました。両町とも議会のほうにも問題が問題なだけに、方針を決める前に議

会のご意見もいただきたいということで、６月３日を期限とした、お願いをしたところであり

ますが、今、申し上げましたように、国のほうでこれまでの方針とまた違った考え方が出てき

ておりまして、その法案が今国会で通るという状況であります。 
 先ほど言いましたように、２２日が最終日でありますので、この議会が終わりましたら、私

も国のほうへ行って聞いてこようかなと。この法案が議員立法だけに、今、厚生労働省へ行っ

ても、社保連へ行っても、ＲＦＯへ行っても、私どもでは分かりませんという返事だけですの

で、法案が通ってから、しっかりそこのところを確認していきたいと。そのときには私だけで

はなくて、議員さんももしよろしければ数名一緒に行っていただいて、国の本心を聞いていた

だければ、今後の判断ができるんではないかなと思っております。調査検討委員会からは６月

初旬といっておりましたが、こういう状況になりましたので、これらの話を聞いてからという

ことにしていただ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） 

 情報を収集して、その後、様子を見てということだろうと思います。そういう中で、こうい

う質問もいかがかとは思いますけども、一応、質問で出していますので、お聞きしますけども、

それはそれとして、万一ということもありますから。病院の買い取り、あるいは経営を行うと
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いうことになった場合に、いくつかのシミュレーションも出されています。夢の話が実現すれ

ば、これはボツですけども、その場合の予想されている財政負担ということについて、お伺い

しておきたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 福祉保健課長、深沢茂樹君。 
〇福祉保健課長（深沢茂樹君） 

 齊藤欽也議員のご質問にお答え申し上げます。 
 地域医療体制調査検討委員会において実施したシミュレーション結果をもとに、３病院の統

合、再編パターン別に富士川町としての地域負担額を次のとおり見込んでおります。 
 まず市川三郷町立病院と鰍沢病院、峡南病院の３病院の機能を集約して、鰍沢病院を利用し

た場合、富士川町の地域負担額は最大で平成２７年度に２億３，１００万円が見込まれますが、

平成３２年度には最小で黒字経営化に転換されることが想定され、地域負担額はなくなるもの

と見込んでおります。 
 次に３病院の機能を集約して、市川三郷町立病院の施設を利用した場合、富士川町の地域負

担額は最大で平成２７年度に３億５，７５０万円が見込まれますが、平成３２年度には医師が

増加され、地域負担額が縮小され、最小で５，４００万円を見込んでおります。 
 また富士川町が単独で鰍沢病院を購入し、峡南病院と統合した場合、富士川町の地域負担額

は平成２７年度、平成３２年度ともに１億１，５００万円を見込んでおります。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ６番、齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 国があてにならない、地域で医療をやっていこうという判断が出た場合には、今言った金額

がシミュレーションの中では出されるということなんでしょう。ただ、私はいつもシミュレー

ションというものは、なぜか知らないけど、非常に不信感を持って見ていまして、高速道路に

しても数量が、県や国の話からすると実際には半分だったとか、明野の産廃もうまくいかなかっ

たとか、このシミュレーションというものが非常に事業を進める上で、特に大きな事業の場合

には財政的な裏づけとして出されてきていますけども、このシミュレーション自体、もう一度、

私は検証する必要があるんではないかなという。一番思っているのは、峡南地域というのは人

口がどんどん減少していくということ。それと正直、患者さんが病院を選ぶという、近いとこ

ろに医大等々があるということがある。病床利用率にしても６０何％とか、約６０％前後で非

常に高い病床利用率になるんだよというようなことをもとにして、シミュレーションを出され

ていると。 
 あるところで、ちょっとお伺いしたんですけども、かつて鰍沢病院を買い取ってもいいかな

といった民間の医療法人があったそうで、そこが現地を見に来たときに、一番言ったのが人口

の問題と、私たちにとって遠いか近いかは別として、その医療法人にとっては非常に比較的に

近いところに大病院が実際にあるということで、これは話にならなかったというようなお話が、

かつてあったという話を聞きましたけども、その点について当局のほうで、このシミュレーショ

ンの前提条件についてどこまで精査したのか、ちょっとお伺いしたいと思います。 
 

 ８５



〇議長（望月邦彦君） 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 シミュレーションは、あくまでも予測でありますから、どんぴしゃにあたるときはまず、そ

んなにないんではないかなと思います。そしてまた、想定といいますか、そこに入れる過程の

条件によって、大きく変わってくるものです。ある程度、将来の形を、当たらずとも遠からず

の形で見るのがシミュレーションではないかなと思っています。 
 今、質問にありました人口も当然減ってきますから、人口問題研究所の将来予測の人口を使

いながら、将来人口は減っていくというのも予測を入れながら、そして前提が今、いる医師の

数が確保されてという前提でやっております。医師が１人減れば、がたがたと崩れるし、医師

が１人多くなれば、利益が、負担額も減ってくるということもありますけども、この一番の問

題は、やはりシミュレーションでの負担ということも大切でしょうけど、私はやっぱり、この

地域でしっかりとした医療体制が築けるかどうかということではないかなと思っております。 
 病院というのは、いくらＰＲをしてもお客さんが来るものでもありませんし、例えばあそこ

の病院は、こういう病気にはすごい権威がありますよといえば、ここからでも東京の病院へも

行きますよね。それと同じように、ここの人口がうんぬんというよりも、やはりいい医師に来

ていただいて、いい医療をしていただく、それが地域の人たちの安心であろうし、また病院の

経営にもつながってくるものだと思っております。 
 先ほど答弁いたしました中で、仮に富士川町が単独で鰍沢病院を購入した場合のシミュレー

ション、平成２７年も３２年も１億１，５００万円という数字をしましたが、これは峡南病院

にお医者さんがまだ２人しかいないときの、そのお医者さんをもってきてのシミュレーション

ですから、こういうシミュレーションですが、現在３名おります。もし、この３名が来ていた

だければ、たぶん平成２７年は３，２００万円ぐらいの赤字、３２年度は黒字になるという。

これもやっぱりシミュレーションですから、医師１人置くか、置かないかで動いてくるもので

すから、あんまりあてにはならないといわれればそれまでかもしれませんけども、１つの判断

をする目安として考えていただ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） 

 この議論はまた追って、続けてやっていかなくてはいけないんだろうと思います。 
 次に最後ですけども、３番目、財政計画・予算編成のあり方ということについて、少しお伺

いしておきたいなと思います。 
 町の総合計画が今、策定中です。当然、そこには予算と事業計画というものを作成すること

となっているわけですけども、先ほど出ていましたわが町が将来にわたって、医療をしっかり

と担っていくんだという決意を持ったときには、当然、そこには当面の間はいくらかの負担と

いうことを覚悟していかなくてはいけないと。そしてまた、防災計画ということで、町民会館、

あるいは庁舎建て替え、あるいはまた建て替えにあたって、先ほどちょっと出ていましたけど

も、旧パチンコの跡地をなんとかできるものであれば、そういうことも含めて考えていかなく

てはらないということになりますと、かなりのお金がここで、長期にわたって必要になってく

ると思います。その点で、今後のそういったことを含めて、今現在、財政計画なり、あるいは
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財源確保ということをどのように当局は考えているのか、お願いしたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 財政課長、川住資農夫君。 
〇財政課長（川住資農夫君） 

 齊藤欽也議員のご質問にお答えをさせていただきます。 
 総合計画は、一般的に１０年間の施策を盛り込むことが通常とされており、その施策が財政

的に可能であるという、なんらかの形で明確化されていなければなりません。総合計画の作成

に併せて、今後、具体的な事業が掲載される３カ年の実施計画を作成することになります。こ

の実施計画を参考に町では当初予算編成に着手することとなり、事業の必要性や緊急性、後年

度の財政負担を考慮しながら、新規事業の予算計上を行っていくものであります。また実施計

画は毎年度ローリングをする方法で見直しを行いまして、新たな３カ年計画がつくられるもの

であります。 
 本町は防災対策や福祉の充実など、喫緊の課題があります。今後、町の財政負担に大きな影

響があることから、十分な調査・研究を行うとともに、関係機関への補助要望を働きかけるな

ど、安定的な財政確保に努めてまいりたいと考えております。 
 財政計画は後年の財政予測をいたすものでありますが、社会や経済の変化に伴い、当然、予

測できない状況も考えられ、毎年度の見直しが必要となります。不測の事態に迅速に対応する

ため、情報公開に努めまして、健全な財政運営に努めてまいりたいと考えております。 
 以上でございます。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ６番、齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 総合計画、たしか予定では今度の９月をめどにということでなっていると思います。先ほど

今、３カ年の実施計画ということですけども、総合計画は町民の意向も非常に聞きながらやっ

て、かなり進んできているんだと思いますけども、今言った、例えば病院の買い取りというの

はかなり具体的な話でして、ここずっと出てきているわけですけども、これは今言った実施計

画、９月あるいは１０月をめどにつくる実施計画にはもうすでに盛り込まれているのかどうか、

そのへんはどうでしょうか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 まだ方針が決まっておりませんので、実施計画の中にも総合計画の中にも入っておりません。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ６番、齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 ３カ年計画、実施計画をつくって、そして各年度にローリングをしながら見直しをやってい

くという、財政課長の話ですけども、そのローリングをしながら見直しをやる場合、当然、財

政計画ですから、単年度の町の予算があって経常収支比率があって、そして起債があり、償還

がありということで計画を練っているんですけども、ローリングをするという場合に、実際、

金額的にいうと、どのくらいまでローリングができるんですか。 
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〇議長（望月邦彦君） 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 こうやって議会をやるたびに、議員さんからの要望もありますし、また住民の皆さんからの

要望もありますので、今年、決めたものがまた来年、多少、膨らむ場合もあります。膨らむと

きには、先ほど財政課長が言いましたように、ただ単に町の財源、全額使うんではなくて、い

ろんな補助事業を確保したり、また有効な起債をそこへ入れたりしていきますから、金額的と

いうのは、あまり言えないと思いますね。ここで例えば１０億円の災害がきたら、１０億円組

みます。それはまだ想定できません。３０億円の災害がきても、３０億円の復興費を積みます。

それは町の財政負担にはならないはずですので、財政負担と予算の総額というのは若干違うと

思っておりますので、今ここで来年はどうなるとか、再来年はどうなるとかというのは、本当

に分かりませんので、これから総合計画は１０年の計画ですから、例えば病院のことにしても、

病院を買い取るとかどうとかということは、ないと思います。地域の住民の医療は、しっかり

守っていくんだというふうな文言で入るんではないかと思います。そういう中で、具体的にど

うしていくかという、これが実施計画になりますけども、そこにはもし買い取りという判断と

か、市川三郷町の病院と一部事務組合とかそういうふうになっていくと、それなりの実施計画、

これを毎年ローリングしていきます。一度決めたから、これで３年間いくというものではなく

て、新しい施策なり対応が出てくれば、そのつくった実施計画を変えながら、時代の要請に合っ

た、また住民のニーズに合った事業展開ができるようにやっていきたいということであります。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ６番、齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 ここで総合計画をつくっていくと。ちょうど、そのタイミングにこの医療の問題と防災対策、

庁舎等を含めた、実際には建物等の強化と施設の強化と。あるいは整備ということでしょうけ

ども、当然、今のこの状況になってくると、これらは具体的に早い段階で盛り込んでいかなく

てはならないだろうと、私は思うわけですね。ですから、その点はお願いという形でしておき

たいと思います。 
 最後に先ほどから出ている耐震化の問題ですけども、庁舎等の問題ですけども、これについ

て具体的にいつをめどに判断するのか。町長が前の質問の中で、合併の判断を、するか、しな

いかという判断をした時点で具体的な結論をすると。この時期というのはいつになるのか。私

は早急にしてもらわないと、耐震化という問題が進まないなと思っているんですけども、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） 

 この問題につきましては、市川三郷町とうんぬんではなくて、私が就任をしたときから合併

を視野にいっているという中で、鰍沢町との合併は一応終わりましたが、先ほど来、出ていま

す富士川大橋の先に駅がほしいとか、いろんなそういった広域での要望があります。そういう

のも私も必要だと思っておりますので、今しばらくどういう状況になるかを見極めて、そうは

いっても、先ほど言いましたように、当時と比べると合併という機運が世間全般に、ちょっと
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下火かなという感じもあります。そうは言いましても、広域でできるものはできればやってい

きたいし、一緒の町であれば、病院の問題もそんなに難しくはないし、同じものをつくるんで

あれば、２町で同じようなものを、中途半端なものをつくるよりも、やはりしっかりしたもの

をつくっていければ、経費的にも効率化が図れるんではないかなというのがあります。 
 いずれにしても、今しばらくする中で、そうはいっても早いうちに、その問題を１つ決着し

ていかなければ、先ほど来お話がありますように、東海地震の問題もあります。それに伴う耐

震化の問題もあります。それと、また町民の皆さんにも新たな公共施設という要望もあります

ので、それらを片付けていくには、そう遠くない時期に判断をしていかなければならないでは

ないかなと思っております。 
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） 

 町民の生命、財産が守られる、特に命が守られるよう庁舎、町民会館の耐震化を早急に進め

るための決断というものを一日も早くやっていただいて、前に進めていただきたいと思います。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 以上で通告８番、６番、齊藤欽也君の一般質問を終わります。 
 続いて通告９番、８番、永井寛子さんの一般質問を行います。 
 ８番、永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 これまで、何人もの方が防災に関する質問をしております。私も今回、防災一本に絞って質

問をしようと思っておりますけれども、前の方と重複しないような形で質問したいと思います。 
 ３月１１日の東日本大震災は、自治体のこれまでの防災計画に大幅な見直しを迫るものとな

りました。本町においても、今回の大震災から何を学び、そしてそれをどのように今後に生か

していくのか、これからの防災施策をお伺いしたいと思います。 
 まず１番最初ですけども、震災の現場にボランティアで入った職員は何人いるのか。そこか

ら何を学びとってきたか。それを本町にどう生かしていくのかということで、お伺いしますけ

れども、これまでに町長のお話からも看護師派遣というのがありました。それから支援物資を

運んだという話もお聞きしております。あるいは、行きたいという希望者がいたけども、待っ

たがかかったという話も聞いております。いろいろ思惑があるようですけども、その物的支援

は町民からたくさんいただいたということですけども、人的支援のところで、全体像がどうも

見えてきておりません。実際のところはどのような形なのか、それから今後はどうなのか、教

えていただければと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 総務課長、志村廣文君。 
〇総務課長（志村廣文君） 

 永井議員さんの質問にお答えします。 
 今回の震災におきまして、災害時にボランティアで入った職員は現時点ではおりません。し

かしながら、先ほど永井議員さんがおっしゃいましたように、人的支援として保健師１名を宮

城県の名取市へ、また救護物資を輸送するために職員５名を宮城県気仙沼市の大島というとこ
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ろへ派遣しました。 
 もう１点、希望があったかどうかということで、山梨県の市町村会を通しまして、役場の職

員でなければできない支援ということで希望がありました。そうしたら、うちの役場で４３名

がそういうところへ行ってもいいということで、山梨県の中でも多数の希望者があったという

ことですけども、実際は被災地のほうで人数が足りているということで、実際には行きません

でした。 
 そんなようなことで、いずれも被災地を見た中で、いずれも被災地は想像を絶する惨状であ

り、言葉がなかったとのことです。行ってきた方々ですけども。名取市へ入った保健師は、体

育館等の避難所で被災者の健康相談や感染症予防にあたることになりました。この名取市では、

災害時に備え、事前に新潟県と保健師の人的支援協定を結んでいたため、今回の山梨県からの

派遣を待たなくても発災時、すぐにピンポイントで新潟県から保健師の派遣を受けることがで

きたそうです。これにより避難所の被災者へのケアは、ほとんど派遣の保健師が対応し、地元

名取市の保健師は、子どもや老人等への通常業務に専念できたということであります。このた

め富士川町でも災害時に備え、県外の市町村と保健師等の支援体制を事前に整備しておくこと

が必要ではないかということを実感したということです。 
 また気仙沼市大島へ行った５名の職員は現地の災害対策本部を訪れ、本部長の話を聞くこと

ができました。その一例としてですけども、大島では火災が発生した際に、子どもからお年寄

りまで、足腰の立てる住民全員が出て、防火隊となり道をつくり、町を火災による延焼から守っ

たそうです。この話を聞き、これからは役場が何をしてくれる、消防団が何をしてくれるとい

うことだけではなく、町民みずからが協力しあい、一体となって地域を守るというふうな防災

理念を持つことが大切であるということを実感したそうです。 
 こうしたことから、富士川町でもこれらの教訓を生かし、災害時における保健師等の人的支

援体制の整備、町民、職員の初動体制の整備を図ることが必要だと考えております。 
 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） 
 今、役場職員でなければできない仕事があるんだということで、行政のプロですよね。実は

昨日、ある福祉施設の職員とたまたま立ち話をしたんですけども、そのとき、その方がおっしゃ

るには、今、現地では一人でも多くの職員がお手伝いにきてほしいんだということで、何はで

きなくてもいいから、とにかく人手がほしいんだということで、県内の各福祉施設が順番に人

材を派遣しているという話を聞きました。 
 それから何週間か前ですかね、こういう記事も載っていました。市町村職員が不足している

ので、義援金の配分にも遅れが生じていると。マンパワーを確保しなければいけないというよ

うなことも載っていました。そこで私は、この町ではどうなのかなということをお聞きしたわ

けですけども、４３名もの行ってもいいよという志願者がいらしたと。これはやる気のある職

員がたくさんいるんだなということを感じるわけですけども、市町村会を通して、向こうがいっ

ぱいだから結構ですといわれたから行かなかったというお話ですけども、市町村会を必ず、こ

れは通さなくてもいけないんですか。それとも自分たちの独自のルートというのを開発して、

必要なところに派遣するということはできないのでしょうか。 
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〇議長（望月邦彦君） 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 災害時のボランティアにつきましては、通常、一般業務であれば災害ボランティアセンター

というのがすぐ立ち上がります。これは社会福祉協議会、地元の社会福祉協議会が中心になっ

て、今、どこでどういう人たちが必要とされているのか。誰でもどんどん入っていくわけには

いきませんので、まずそこに行って、今日ある仕事を聞いて、そして現地に行くということに

なります。これは一般の例でありますけども、役場の職員、一時期、罹災証明とか住民票がど

こかへいってしまった、そういうのを復元する、こういうことに必要だということで、山梨県

町村会も県下の町村に職員派遣をお願いし、富士川町は今言ったように４３名が手を挙げたわ

けですが、全体で１７名ずつ、常時送ろうという計画でおりました。全国町村会を通じて、地

元の被災された町村会に必要なところには、山梨県町村会が自前で全部行きますよという連絡

をとりました。４月中は結構です。人が余っていますから結構ですと。５月に入っても、もう

十分、足りていますからいいですということで、必要があれば向こうから連絡をいただくと、

こういう体制になっております。うちのほうでは、町村会のほうの予算もつくりながら、こち

らでバスを仕度して、各町の人たちを集めながら山梨県町村会として、鋭意、呼ばれたところ

はいつでもいける体制が今でも整っておりますが、現地のほうからはありません。 
 この、ない理由の１つとして、今、現地で雇用が非常に求められていますね。岩手県なんか

の例によりますと、地元で軽作業については臨時職員として雇用をしている。これ以上、よそ

からきてもらってもやる仕事がないという情報を受けていますので、また現地からそういう要

請があれば、うちも４３名行くつもりでおりますので、県の町村会を通じながら、ずっと行きっ

ぱなしというわけにもいきません。常にローリングをしながらやっていかなければなりません

ので、そういう準備はできているのは確かであります。 
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） 

 本当に必要なところに必要な支援がきちんと届いているのかどうかということが、今のお話

を伺っても、どうなのかなということは感じます。本当に連携がどこが中心になって、マッチ

ングをするところがどこなのかというところもあるんでしょうし、どうもそこらへんの連携が

うまくできていない部分もあるのではないかということも感じますけれども、支援はこれから

息の長い活動になっていくと思いますので、ぜひ積極的に続けていただきたい。 
 と申しますのは、職員が行くということは、一般の住民がボランティアで行くのとは、ちょっ

と訳が違うと思います。そこに行って支援をすると同時に職員はこれを学び、そして本町にお

いて、富士川町において、これをどう生かしていくかということを、しっかり身につけてきて

いただきたいという目的もありますので、今後そういう機会を、これからも長期にわたっての

支援が必要となりますので、ぜひそういう機会をつくっていただきたいというふうに思います。 
 ２番にいきます。 
 自助・共助・公助のうち、初期の混乱期は今回の大震災を見ましても、公助はまったく機能

しませんでした。役場が震災にあったとか、職員がばらばらになってしまったとか、公助は機

能しなかった。そこにいくと、やっぱり共助の重要性が認識されてきたわけですけれども、町
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として自主防災組織の育成とか、地域のこういった活動へのサポートをどのように行おうとし

ていらっしゃるのか、お伺いします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 今回の東日本大震災を見ますと、まさに発災直後は公助は機能していなかったと思います。

そして、その後は地元の自治体を中心に住民の避難、あるいは避難活動、復旧・復興活動に自

治体が中心になってやっていただいていると思います。先ほどの人的派遣にしても、こうした

広域で各都道府県、市町村が被害を被ったときには、私は政府がいち早く現地に乗り込んで、

現地に対策本部をつくりながら、政府がそういった人的支援を、音頭をとるのがいいんではな

いかと思っております。 
 災害時における初動体制の確立というのは、非常に重要であります。まさに自助、共助によ

る地域住民の自主防災活動は必要不可欠であります。これは今回の震災に限らず、どんな、今

までの震災にしても必要だと思います。大きな災害の場合には、災害対策本部が機能するまで

は、地域住民による初動活動が柱となります。その中心となる自主防災組織の主体的活動につ

いて、町としても早急に取り組む必要があると考えております。 
 このことから、各区にある自主防災組織を中心に地元関係者等によりまして、地域の実情に

応じた地域における災害対応マニュアルを作成し、災害直後の初動対応や応急対応等について

検討をお願いしたいと考えております。マニュアル作成にあたりましては、地区ごとに災害の

状況が違いますので、また対応の状況も違いますので、基本となる防災マニュアルの雛形は町

で提示をいたします。町の職員も参画した中で、その地域に合った災害対応マニュアルという

ものを作成してまいりたいと考えております。また、防災訓練時や災害時における自主防災活

動に必要な資機材の点検や修繕等のサポートも行い、自主防災活動の向上に取り組んでいきた

いと考えております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ８番、永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 まさに、その地域ごとによって内容が違うということはそのとおりだと思いますし、それぞ

れの実情に合った防災マニュアルというのを、自分たちで考えながらつくっていかなくてはい

けないというのも、そのとおりだと思っています。 
 実はある区というより組ですね。そこで最近、自主防災調査表というのを作成することにな

りました。自主防災員を中心に検討会を重ねながら、どういうものを自分たちでつくっていけ

ば、まずは自分たちの近所の人たちの命をとりあえず３日間というのがありまして、３日間は

生きることができるものを町にお願いするんではなく、自分たちでやっていこうという動きが

始まっています。まず調査表を各戸でつくりまして、これは個人情報ですからマル秘ですけれ

ども、そういうことから始まって、これは以前、新聞にも出ましたけども、防災５人組という

のをつくりまして、地域の中で何軒か、３軒とか５軒とかまとまって、いざというときはそこ

がぱっと助け合う、そういう組織をつくっています。責任者がいて、班長がいて、副班長がい

て、その人の指示に従って動くというようなことを、今、動き出しています。 

 自分たちが必要なものは、もちろん災害のときの資材、機材だけではなくて、食品の備蓄も
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必要ではないか。あるいは、生活必需品も必要ではないか。あるいは、トイレのようなものも

必要ではないかということで、それを全部、洗い出して、それを準備する段階に、今、きてい

ます。これは私、かなり先進例として、町内でこういうことを徐々に広めていけば、それこそ

自分たちの実情に合った防災マニュアル化ができ、そこでもう防災訓練する日も決まっていま

す。自分たちで。だからそういうことを私は先進例として、ぜひこの町に広げていければいい

なと思っていますけども、これを準備する、例えば水とか食品関係、生活用品というのを自分

たちで用意しなくてはいけないんですけども、こういったことに町のほうで助成制度があると、

すごくあちらこちらで取り組みやすくなる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） 
 今、議員さんのおっしゃるような動きは、町内いろんなところで出ています。実際には笛を

配って、みんなで笛で危機を知らせるとか、午前中、質問の出た室内に防災無線、あるいは区

の放送が入るような組織を自分たちでやろうというふうな話もありましたので、それは役場で

も考えていますから、ただ役場、一気には入りませんので、危険区域を中心に今後、設置をし

ていきたいという話もしております。 
 いろんなところで、いろんなあれがありますけども、役場とすれば、やはり、そこの区の統

制は区長さんにしていただきたい。区長さんの下に、そういう組織がいくつ出ても、これは構

わないと思います。役場で、そういう班長さんから情報を集めるわけにもいきませんので、

１９ある区長さんから区の様子をまずいただいて、そこに必要な支援を役場がすぐ対応できる

ようにしていきたい。役場のする分野と、また区長さんのする分野、また組のする分野、ある

いは班でする分野というのがあります。今回そういったことがありますから、地域に合った災

害、防災でなくて災害対応マニュアルをつくっていきたい、こんなふうに思っております。 
 そういう中に、どういうものが必要になってくるのか。これは水もあるでしょうし、発電機

もあるでしょうし、いろんなものがあります。そういうものを洗い出していただく中で、地区

の防災組織に、また役場としてできるだけの助成制度を考えていきたい。そして、これらすべ

て役場が整備するわけにもいきませんので、地区地区に合った、例えば平林地区で水というも

のは川さえあれば、浄水器も今いっていますから、水はいいと。それよりも違うものがほしい

と。そういうこともあると思いますので、防災の備蓄品も含めて、今回の災害対応マニュアル

を検討する中で、それぞれの地区に必要なもの、合ったものを出していただければと思ってい

ます。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ８番、永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 地区に合ったやり方で、ぜひみんなで知恵を出し合いながらやってほしいと。もう、それは

始まっているということで、それぞれの地区でアイデアを出し合いながら、またそれをみんな

で共有できるものはしていくというようなやり方をしていけばいいのかなと思います。それを

財政的に町のほうで、少し支援をしていただければありがたいなというふうに思っております。 
 ３番にいきます。 
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〇議長（望月邦彦君） 
 一般質問の途中でありますが、ここで暫時休憩します。 

休憩 午後 ３時１５分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午後 ３時２５分 
〇議長（望月邦彦君） 

 休憩を解いて、再開いたします。 
 ８番、永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 あと３番から８番までを２０分間で、これからやりたいと思いますので、答弁のほうもご協

力のほどよろしくお願いいたします。 
 ３番ですけども、一言、町長からご答弁いただければありがたいです。といいますのは、３月

議会で長澤議員が防災の質問をしています。そのときに、備蓄倉庫を各区に設置してほしいと

いう質問に対して、町長は備蓄倉庫は各区でやるよりも町で備えると。そして重点的に物資が

送り込めるようにしていくというお話だったんですけども、そのとき私が感じたのは、この震

災でみんなで感じていることは、１カ所に大きなものを造るんではなくて、それぞれの避難所

に備蓄倉庫が必要だというふうに感じた人が多かったと思うんです。今の、先ほどの町長のお

話だと区でやってほしいということをおっしゃっていまして、これは前回の町長の答弁と微妙

に変化したというふうに感じて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） 

 町が中心に大規模な備蓄はしていかなければならないと思っております。今、食料とか生活

雑貨等の備蓄につきましては、各地区によって備蓄している区もありますし、全然していない

区もあります。バラツキがありますので、町が所有する備蓄については、３カ所に備蓄倉庫を

持っていまして、そこに水、乾パン、非常食を中心に備蓄しております。今後も町がする部分

と、そうはいっても町が届けられないところもあると思いますので、今回、先ほど言いました

地域の災害対応マニュアルで、この地域ではどんなものが必要なのか。そのへんも検討してい

ただく中でやっていただければと思っております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ８番、永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 もう１点、お願いします。 
 中山間地は孤立するおそれがあるということで、中山間にある学校の先生がぜひ子どもの数

の寝袋がほしいという要望があったわけですけども、これは最もだなというふうに思いました

けども、町長いかがでしょうか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 今回の災害対応マニュアルの中で検討していただければ、そういった今ある補助金制度の中
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でできるか、新たな助成制度をつくるか、いろいろしながら。ただ、学校の子どもたちにつき

ましては、これは町が責任を持ってやっていかなければならないものだと思っていますので、

地域でいろんな意見を出していただきながら、一気にできるか、数年かけてできるか分かりま

せんけども、できるだけ災害に対応できるようにやっていきたいと思っております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ８番、永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 ４番にいきたいと思います。 
 要援護者の災害時支援はどうなっているのかということで、特に障害者に対して、社会福祉

協議会とか民生委員との日ごろからの連携はできているのか。ここがとても重要なものになる

かなというふうに思いますけども、いかがでしょうか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 福祉保健課長、深沢茂樹君。 
〇福祉保健課長（深沢茂樹君） 

 永井寛子議員のご質問にお答えを申し上げます。 
 災害時における要援護者支援につきましては、現在、町内で１８０名の方が登録をされてお

り、災害発生時には町と地区担当民生児童委員、近隣支援者および自治会組織等において、迅

速な支援、救護活動ができるよう要援護者情報の共有化を図っております。また未登録者の登

録を呼びかけるため、広報７月号で要援護者登録制度について周知するとともに、各担当地区

の民生児童委員が該当者宅を訪問し、要援護者の把握および登録へのお願いととりまとめを行

うこととなっております。 
 なお登録にあたっては、個人のプライバシー保護に配慮し、本人の希望により登録を行って

おりますが、登録され次第、近隣支援者、区長、組長さん方へ情報提供を行い、災害発生時に

おける要援護者の救護支援をしてまいりたいと考えております。 
 要援護者のうち障害者、特に重度の皆さんについては、日ごろより町と福祉協議会、峡南圏

域相談支援センター等が連携する中で、ケアカンファレンス等による生活および介護支援を

行っております。 
 また災害時には町と社会福祉協議会が連携し、重度障害者の身体状況等の確認を行い、医療

機関等への連絡調整および移送等の対応をとれるようにしております。災害により避難所対応

が必要となる要援護者につきましては、町内の社会福祉施設等へ要援護者用避難所を開設し、

移送することとしております。 
 町では平時からこのような対応をとっておりますが、災害時に要援護者等の救護支援活動を

円滑に行い、高齢者や障害をお持ちの皆さまが災害弱者とならず安心して暮らせるよう、しっ

かりした支援対策を講じてまいりたいと考えております。よろしくお願いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ８番、永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 大変、心強い答弁をいただきました。災害のときに、最も弱者となるのは障害者だと思いま

す。特に重度の障害者の場合は、医療施設とか福祉施設との関係というのが非常に重要になっ

てくるので、今、この町はどういう姿勢なのかなということで伺いました。 
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 この重度障害者の中には、例えば私もちょっと詳しくは分かりませんけども、呼吸器とか電

気が停電になったときに、即、命に直結するような事故というのがあると思うんですけれども、

そういう人の把握は。例えば何人で、どこに誰がいるというようなことは把握しているのでしょ

うか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 福祉保健課長、深沢茂樹君。 
〇福祉保健課長（深沢茂樹君） 

 お答え申し上げます。 
 電力を使用する人工呼吸器や吸引機、酸素使用等を行っている方は町内で１４名ほどおりま

す。このうち在宅の方が１１名で、先般の計画停電時には、在宅での医療機器使用者に町から

発電機の貸し出しが必要かどうかという確認をとらせていただきました。その中で１名は東電

からの貸与で間に合うということです。７名の方はバッテリー対応が可能とか、夜中に利用す

るから心配ないということでした。自宅での対応が、発電機等がなくて対応できない３名の方

に私どものほうから発電機の貸し出しを行わせていただきました。 
 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） 
 ありがとうございます。次にいきます。 
 保育所、小中学校の避難対策は十分できているのでしょうか。最近聞くところによりますと、

増穂中学では宿泊を想定した食料の備蓄を考えていると聞いております。入学のときに自費負

担で購入して、卒業のときにそれを、何も使わなかった場合は自宅に持って帰るというような

システムをとっているということで、これは非常に一歩進んでいる取り組みだというふうに考

えるわけですけれども、ほかでもできるところはやったほうがよいのではないか。それから、

この考えはどういう経緯を持って、こういう取り組みを始めたのか。そのへんのところも、

ちょっと伺いたいと思っています。 
〇議長（望月邦彦君） 

 教育総務課長、川手貞良君。 
〇教育総務課長（川手貞良君） 

 それでは、永井議員のご質問にお答えさせていただきます。 
 町内の保育所、小中学校では３月１１日の東日本大震災を受け、再度防災計画の見直しや防

災備品の点検を行うなど、防災対策の見直しを行っております。また児童生徒が在園・在校時

に震度５以上の地震が発生した場合は、保護者の迎えによる帰宅とすることといたしました。

この震災による交通網の麻痺などの理由により、保護者がすぐに迎えに来られない場合、児童

生徒の安全確保のため、保育所や学校で待機することとなります。このような事態に備えて保

育所では１回分の食料、間食用のおやつ、水の備蓄を行っております。また西小学校では学校

で収穫した米を備蓄しており、増穂中学校では長時間による待機の場合、簡単に摂取できる乾

パンと保存水を保護者のご理解で各自負担による備蓄とすることといたしました。 
 今後はこれらの取り組みを参考として、ほかの学校におきましても、学校の規模や地域の実

情を考慮した防災対策に取り組みを指導していきたいと考えております。先ほど申し上げまし
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たように、この備蓄というのは保護者が迎えに来られない場合に、学校で待機する、生徒の非

常用の食料ということで考えております。 
 以上でございます。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ８番、永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 このお話を聞いたときに、私は大変、学校として真っ先に児童生徒の命を預かる者としての

責任というものを非常に感じまして、特に増穂中学では、先ほどもお話にありましたように、

キッズＩＳＯを去年取得して、大変新聞に大きく載りました。そういう意味では進んだ取り組

みをやっていて、内外にこういうことをきちんと発信するということは必要かなというふうに

思っております。ほかの町ではどうか分かりませんけれども、うちの町では帰宅難民となった

保護者が出ても、とりあえずは大丈夫だというふうに思っております。 
 次に６番目にいきます。 
 まず、自助から始まる防災意識の向上に向けて啓蒙・啓発活動が必要と思いますけれども、

町の考えを、基本的なところをちょっとお伺いしたいと思います。どのような形で、家族の中

で話し合ってルール作りをしようとか、今回の震災でそういうこともあちらこちらで聞いてお

りますけども、町としてはいかがでしょうか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 総務課長、志村廣文君。 
〇総務課長（志村廣文君） 

 それでは、永井議員の質問にお答えさせていただきます。 
 災害発生時の初動期の活動につきましては、自助から始まる住民一人ひとりの防災力が求め

られています。したがって、常時、東海地震などによる大災害の発生を想定した防災意識を強

く持ち続け、普段から防災活動に対しての準備が必要であると考えます。このことからも今回

の東日本大震災を教訓に住民の防災面での関心が高いうちに積極的に防災対策の実施、展開を

図ってまいりたいと考えております。今回の４月、５月、６月の広報につきましても、このこ

とを特集させていただいております。 
 今後は各地域において、先ほど町長のほうから説明がありました、防災対策マニュアルの作

成時に多くの住民に参画していただきながら、防災意識の向上につなげていきたいと考えてお

ります。また町でも広報やホームページ等を活用して防災情報の周知を継続的に行い、防災意

識の向上に努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） 
 ８番、永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 昨日か一昨日ですか、テレビでたまたま見たんですけれども、津波に関して、大人たちのか

つての経験よりは、子どもたちが学校で受けた防災教育のほうがずっと役に立つということを

言っていました。津波がきたならば、すぐこうしなければいけない。なんか３つ約束事を決め

て、子どもたちはしっかりそれを守る。そして親たちに向かっても、自分を探さないでくれ。

迎えに来なくてもいいよということを。まず、自分で逃げよう。それをやって成功したという、
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命が助かったという例がいくつもありましたけども、ここでもやっぱり学校の防災教育、子ど

もを教育することによって大人が影響を受けるという、これ今回のことでいろいろ分かってき

たことです。ぜひ、そういう形でお願いしたいと思います。 
 最後に防災の計画の見直しがなされれば、当然、その訓練のやり方も見直す必要があると思

うんですけども、そのへんのところは何か、新しい訓練のやり方という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、志村廣文君。 
〇総務課長（志村廣文君） 

 永井議員さんのご質問にお答えします。 
 町では、９月の防災の日に総合防災訓練を実施しておりました。また地域においても自主防

災組織を中心に防災訓練が実施されているところであります。しかし防災時には停電、通信の

途絶などで、危険な状況下の中で応急対応活動が思うようにできない場合があります。ついて

は、こういった災害時に近い状況を想定して、自助・共助・公助による災害対応訓練が必要で

あると考えております。自助においては発災時、自分の身の安全、自分の家族を守る行動をとっ

ていただき、共助においては近所や避難所等における地域住民と協力しての実践的な災害対応

訓練に取り組んでいただきたいと考えております。また公助においては、本町では災害予防対

策の強化も含め、災害時の応急活動体制の確立を想定しての対策本部運営訓練、情報伝達訓練、

救援・救助訓練などの災害時の対応訓練を実施して、災害体制の強化に努めてまいりたいと考

えております。 
 今回の東日本大震災を契機に、今までの防災訓練の内容を見直し、訓練内容で不足している

部分につきましては、改善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。２分を切りました。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 では、これで終わりますけども、新しい訓練をすることによって、新たな課題が見えてくる

ということもあると思うんですね。例えば３月１１日、まさにこの場所で地震が起きました。

あのとき私たちは非常階段を下りて、外へ出てくださいという指示をもらったんですけども、

みんな出て行ったけども、そこはカギがかかっていて、外に実際は出られなかったと。そうい

うことを経験しておくと、次にこうなったときは、ここはこうなんだということが自分たちの

実践で分かっていくということがあると思います。そういう意味で、実践的な訓練というのが

非常に必要だなと思いますし、本町の実情に合った計画をぜひつくっていただきたいというふ

うに思います。 
 以上です。終わります。 

〇議長（望月邦彦君） 
 以上で通告９番、８番、永井寛子さんの一般質問を終わります。 
 続いて通告１０番、７番、井上光三君の一般質問を行います。 
 ７番、井上光三君。 
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〇７番議員（井上光三君） 
 それでは質問の最後ですが、もうお疲れのことと思いますが、まだしばらくお願いをいたし

ます。 
 まず１点目、県道高下鰍沢線の拡幅について。 
 その１番目ですが、この路線の全線拡幅は地域住民、特に穂積地域の住民の長年の念願であ

ります。現在、町のご尽力をいただき、高下地区の拡幅が計画されており、山間部における拡

幅は着々と進められているところであります。しかし、この路線の最も重要なところである県

道の入り口部分、国道５２号線から小室山入り口を入りまして、すぐに狭くなっておりまして、

大法師公園入り口付近までは、一部では車両の交互通行ができないほどの狭さでございます。

ここの拡幅については、長年、要望しているにもかかわらず、実現の先行きが見えない状況に

なっております。 
 町長は、町の観光ルートを３筋に位置づけておりました。その１つが穂積筋であり、そして

穂積筋へのアクセスがこの道路でございます。昨年、穂積で行ったあじさいまつりの２日目の

日曜日にバスが２１台入ってきました。また今年の大法師さくらまつりの最終の日曜日は、見

物客の車が県道につながって渋滞となりまして、一般車両の通行ができない状態となりました。

まさしく産業観光の振興や地域の活性化のための要の道路であり、早期の拡幅を願っていると

ころであります。 
 また地域住民にとりましては、この部分の拡幅がこれまで実現しなかったのは、これまで２つ

の町に分かれていたことにより意見集約ができなかったためで、今回、合併して町が１つになっ

たことにより、拡幅が進展するんではないかという期待を持っています。拡幅は県道ですので

県の事業になるわけですが、町が１つにならないと実現しないわけでもありますので、この拡

幅について、まず町長の考え方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） 

 井上光三議員の、県道高下鰍沢線の拡幅についてのご質問にお答えいたします。 
 県道高下鰍沢線は黒沢、小室、高下等、地区の生活を支える幹線道路であるとともに桜の大

法師公園やあじさい寺の小室山、ダイヤモンド富士の高下など、町が提唱している富士川町観

光３筋の１つ、穂積筋を振興する上で最も重要な路線であります。 
 旧町時代、旧増穂、旧鰍沢、両町におきましてもそれぞれ県に要望活動を行ってきたところ

であります。昨年度も峡南建設事務所や県道整備部に要望を行っておりますが、道路の底地処

理に課題があると聞いております。今後この課題の解決に向け、県と連携して整備手法を検討

してまいりたいと考えております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ７番、井上光三君。 
〇７番議員（井上光三君） 

 これまでも旧町時代にそれぞれ要望を行ってきたという経緯でございますが、これまでの要

望の方法と、これから新しく合併して、１つの町になったということで、これまでの要望です

となかなか実現しなかったという経緯がございますので、これから要望していくのには、何か

もっと違う方法があるのかどうか、そのへんをちょっとお伺いします。 
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〇議長（望月邦彦君） 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 この路線のことについては、県のほうでも長年のことでありますから、十分承知をしており

ます。道路敷きとしては、一応の確保はしてあるようでありますが、そこに現実として家が存

在をする。かつて、その家の中でも、道路敷きの部分を下げて、うしろへ造った人もいるやに

聞いております。こういう人たちは、みずからのお金で下がっていると。そして今回、道路を

拡幅していくときに、今ある家を下げるときに、そこに補償金を出すと、前、下がった人たち

との金銭的なものが出てくるというのが、先ほど言った課題が残っている部分でありますが、

一度には開けられないところだと思っております。それを、かつての人たちには補償料を払わ

ず、今度、動く人には補償料を払うというのは、どうも不均衡が生ずるような問題が地元で残っ

ているようですので、そのへんをまた地域の皆さんにもご理解をいただく中で、また一気に、

そういったことが無理であれば、中に待避所、道路敷きになっている部分は待避所にできるか

どうかも含めて、県といろいろ詰めていきたいなと思っております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ７番、井上光三君。 
〇７番議員（井上光三君） 

 大変難しい状況があるということですが、では２点目に入りますが、この県道の拡幅が困難

な場合、これは住民の意見なんですが、拡幅が、早期実現が不可能な場合、鰍沢警察署の前の

町道戸川沿い１号線から峡南教習所のところに入る町道最勝寺小林１号線、小室道橋から黒沢

橋のルート、こちらを主要道路にできないかという意見がありまして、この場合、ここを使う

こととなると、小室道橋、黒沢橋の拡幅が必要となってきますが、この道路は県の森林総合研

究所へのアクセス道路にもなっております。このルートを県道に変更できないかという意見も

ありますけども、こういった実現性も含めて町長のお考えをお願いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 旧増穂町時代になかなか開かないものですから、穂積地区の利便性を図るために、馬門から

教習所のほうに道路を広げながら、これを県道にという動きがあったことは事実であります。

ただそれを県道にするがために、ゴルフ場のところを拡幅したんではなくて、あれはやはり、

向こうがなかなか広がらないから、交通の利便性を図るためにあそこは広げたものであります

けども、県におきましても、そこを県道にする場合には橋梁が２つあります。その２つの橋梁

の架け替え等、費用対効果のハードルをクリアすることは非常に困難であると考えております

ので、町としても現状の路線拡幅のほうが実現性ははるかに高いと思っておりますので、今後

も妙法寺さんからの県道鰍沢高下線、この路線の改良整備に全力を挙げていきたいと思ってお

ります。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ７番、井上光三君。 
〇７番議員（井上光三君） 

 先ほど２番目に質問したルートですが、ここのルートは現在、観光地の案内、それから町の
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施設の案内板が鰍沢警察署の入り口のところ、それからそちらから通っていきますと、峡南教

習所へ曲がる手前、黒沢橋の手前に看板がありますが、この看板の設置はどういう経緯であそ

こに看板を付けたのか、ちょっとお伺いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 これは県の補助金を活用して、観光振興のために付けたものですが、旧増穂町時代に付けた

ものでありまして、増穂町の地内しか付けられませんので、あそこへ付けた。同時に大型バス

等々が動くには、こちらにほうが便利なのかなと。乗用車にしてもそうですが、すれ違いがで

きない地域を通るよりも、こちらのほうが便利なのかなと。その点と、先ほど言った旧増穂町

が設置したものですから、あそこに高村光太郎の碑の看板とか、そういうのが付いている。そ

れから誘導して、また黒沢のところにぶつかる手前に右へ行くような看板が付いているという

ことであります。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ７番、井上光三君。 
〇７番議員（井上光三君） 

 分かりました。 
 これは１点だけ、町長に確認したいんですが、旧増穂町時代にあそこに看板を付けたという

ことで、町長はそちらを主要と考えているのか。あくまでも県道のほうを主要と考えているの

か、これは町長の考えで結構です。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 今言いましたように、増穂町時代に付けたものですから、増穂町内の敷地にしか付けられま

せん。今になれば一緒の町ですから、富士川町ですので、県道高下鰍沢線を拡幅していきたい

と考えております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ７番、井上光三君。 
〇７番議員（井上光三君） 

 ぜひ、難しい状況だと思いますけども、拡幅についてはご尽力いただきたいと思います。 
 では、次に移ります。 
 次は森林保全につきましてですが、２点ほどお伺いいたします。 
 まず１点目、富士川町は山林の面積が８０％以上であります。また耕作放棄地に植林された

部分も含めますと、おそらく８５％以上ではないかというふうに思われていますけども、そう

して山に囲まれている美しい自然あふれる町ですが、この山が非常に今、荒れています。森林

は木材などを生産するだけでなく、土砂災害や洪水などを防ぎ、水や空気をきれいにし、地球

温暖化防止など、地球規模での環境保全に役立っています。山の荒廃はこうした広域的機能を

低下させるとともに、里山に暮らすものにとっては、野生動物の被害をもたらすなど、深刻な

問題となっており、森林保全は重要かつ喫緊の課題となっています。 
 昨年１２月の議会におきまして、神田議員から里山整備の質問がありましたが、このとき町
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からは民有林については森林整備地域活動支援交付金制度があり、こうした交付金制度の充実

強化を働きかけていくという答弁がございました。また町長は、町として将来にわたって計画

的な対策を講じていく考えがないという答弁がありました。私は民有林においては、補助金事

業があったとしても、個人で対応が非常に困難だというふうに考えています。また個人の所有

物だから手がつけられないと、行政が何もしないでは森林保全は進まないと思っています。行

政が長期にわたって計画を立て、場所の選定も含めて総合的に判断しながら、抜本的な対策を

講じていく必要があると考えています。 
 今、県では森林環境税の導入を検討していますが、この新税はまさしく森林の保全に使われ

るものであり、改めて町はどのような対応を考えているか、お伺いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 農林振興課長、堀口進君。 
〇農林振興課長（堀口進君） 

 井上議員のただいまの質問にお答えいたします。 
 個人財産である民有林につきましては、森林所有者が林業公社や森林組合を通じて、国およ

び県の森林整備の交付金を活用し、整備することとしております。町ではこうした交付金を活

用しての整備を取り入れた場合、個人負担分が多いことから、その一部を助成しているところ

であります。 
 一方、県では平成２４年度から森林環境税を導入し、その財源を民有林の再生等に活用する

ことを考えておりますので、今後、導入される新たな森林環境税の使途に注視してまいりたい

と考えております。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ７番、井上光三君。 

〇７番議員（井上光三君） 
 民有林については、個人で任せておくとなかなか進まないというふうに私は思っています。

個人所有ですから、狭い範囲で山がいくつもあるわけですね。例えば補助金があったとしても、

整備されている山と整備されていない山があれば、まったく保全にはなっていかないわけで、

これは行政が長期的にわたって、この区域を何年度から何年度までに整備するというふうなや

り方を総合的に計画していかなければならないというふうに思っていますけども、これから県

で導入しようとしている新税がどのように使われるかによりますけども、これから行政として

取り組んでいただきたいと思っています。 
 では、２点目に入ります。 
 森林保全を講じていくためには山間部の林道、それから町道、これは通年いつでも利用でき

るように整備をしておく必要があるかと思いますが、町で管理する道路の整備は必ずしも十分

とは言えない状況であります。林道は森林と人間の距離を縮め、森林との接し方を考える道と

いわれております。 
 私は恩賜林保護組合の仕事をしている関係で、年何回かこうした林道や町道を通りますが、

土砂が流れ込んでいたり、木が倒れていたりということはよくあります。これまでの整備方法

を見直していく必要もあると思いますが、今後の維持管理、整備方法について、町のお考えを

お伺いいたします。先ほどの深澤議員の、午前中の町道八丁山線の道路修復についても年２回
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の維持管理とありましたけども、これだと通ってみて足りないということですので、そのへん

をお伺いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 農林振興課長、堀口進君。 
〇農林振興課長（堀口進君） 

 お答えいたします。 
 山間部の町道および林道の維持管理につきましては建設課の作業班、それからシルバー人材

センターおよび関係区に委託し草刈り等を行い、一部路線については業者に委託して路面整正

をし、維持管理に努めているところであります。 
 また大雨と異常気象時の土砂の崩落等、異常個所については早急に対処しているところであ

ります。しかしながら年間を通じ、必ずしも管理が十分とは言えない路線もあります。今後は

通行に支障がないように、適正な管理に努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） 
 ７番、井上光三君。 

〇７番議員（井上光三君） 
 ぜひ、これまで以上の維持管理、それから整備等を進めていただきたいと思います。 
 それでは、大きな３点目の質問に移ります。 
 少子化対策についてですが、その１点目。町は少子化対策として、これまで子育て支援をは

じめ、多くの事業に取り組んでいるところでありますが、出生率はさらに低下をしています。

この出生率の低下の原因の１つに、晩婚化や結婚しない若者が増加していることが挙げられて

います。これはさまざまな社会状況がありますが、若者たちの結婚に対する考え方も昔とだい

ぶ違ってきていると。ともに出会いのチャンスが減ってきているということも挙げられるよう

です。ただ多くの中には、結婚したくてもできない人がいるということです。これは個人のこ

とだから個人の責任でと考えるのではなくて、行政としてなんらかの手を差し伸べるべきだと

いうふうに思っています。 
 現在、町には結婚相談員が配置されております。これまで結婚相談所の開設やふれあいパー

ティーの開催事業等が行われてきましたが、結婚支援については成果が表れていない状況にあ

ります。 
 婚活という言葉がありますが、かつて東北の農家の嫁不足が深刻になり、町村単位で嫁探し

の事業を行ったということが話題になりました。地方においては、婚活は個人の問題としてで

はなく、行政としてもっと積極的に取り組む必要があるかと思います。これまでの対応を見直

すとともに、全国に先駆けたような富士川町独自の婚活支援活動を導入していく考えがあるか、

お伺いをいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町民生活課長、依田正一君。 
〇町民生活課長（依田正一君） 

 それでは、井上議員の質問にお答えします。 
 現在、町独自の婚活支援として、結婚相談所を開設しております。結婚相談所は旧増穂町に

おいて、昭和６１年から取り組み、現在、増穂地区に１２名、鰍沢地区に２名、併せて１４名
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の方々に結婚相談員を委嘱し、相談業務を行っています。活動内容は毎月第２日曜日に結婚相

談所を開設し、平成２２年度の相談件数は７件ありましたが、これまでも成立がなく、なかな

か結婚に至らない状況であります。 
 こうしたことから昨年度の内部評価において、所期の目的を達成したものと判断し、現委員

の任期満了となる平成２３年度末をもって廃止という、内部評価をしたところであります。し

かし、住民評価委員会で評価をいただいたところ、継続するという多数の意見がありまして、

現在も、その制度は継続しているところであります。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ７番、井上光三君。 

〇７番議員（井上光三君） 
 今、２番に予定しているところまで回答をいただいたようですけども、この実績がないとい

うところなんですね。この実績が、相談件数が２２年度７件あって、これが実現できなかった

という話ですけども、このところの問題点というのは何があるんでしょうか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町民生活課長、依田正一君。 
〇町民生活課長（依田正一君） 

 相談に来ましても、なかなか登録をしない方が多い。登録をしますと、町は当然ですけども、

各市町村のほうにも登録をするということで、プライバシーの問題とかそういうことがござい

まして、なかなか相談員さん個人には相談をしましても、登録のほうはちょっと勘弁してくれ

というふうな方が非常に多いです。そのようなことがありまして、うちでも年に１回とか２回、

ふれあいパーティーを行っているわけですけども、去年の実績によりますと、女性の方がなか

なかいなくて中止になった次第です。今年も７月の月末にふれあいパーティーを予定しており

まして、そのチラシとか、各近隣の市町村にチラシ、それからお願い、相談員さんにもお願い

して、積極的に会員を募っておりますけども、なかなか若い人たちが集まってもらえないよう

な状況になっております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ７番、井上光三君。 
〇７番議員（井上光三君） 

 私は方法が悪いのかなと思うんですね。実際に登録もなかなかしてこないというのは。実は

議会懇談会で平林地区に行きましたときに、平林の方からこの婚活について、結婚しない、し

たくでもできない人がいるので、町としてなんとかしてほしいという意見もございました。 
 民間の結婚相談所は、かなり結婚率というんですかね、結ぶ率が高いということですけども、

私は独自の婚活支援活動というのは、町で例えばそういった結婚相談所と連携するとか、これ

はホームページで見たところなんですが、行政にお願いするのは安心感があると。結婚相談所

は費用も高いと。行政でやっているところが多いので、行政にお願いしたいとそういう意見も

あるわけですから、ぜひこのやり方をもう一度考えてやっていただきたい。 
 それから、もう１つ。結婚支援については、これまでいろんな、少子化も含めて、町長は特

に子育て支援等を進めていただいているわけですが、例えば結婚、この町で結ばれた方の優遇

という形で住宅支援であるとか、雇用対策であるとか、あるいは税制優遇であるとか、総合的
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な支援をしていく必要もあるかなと思いますので、ぜひそういうところをこれからも検討して

いただきたいと思います。 
 それから、先ほど２点目の回答をいただいたんですけども、ここのところをもう少し詳しく

聞きたいんですが、この結婚相談員事業、事業評価で、内部で廃止ということになった理由は、

ただ単なる実績がないからなのでしょうか。そのへんをもう一度、詳しく。実績がなかったか

ら、それともこれからこういう方法があるからということで廃止と考えたのか、内部で。実際

には継続になっているんですが。内部の、まず判定された理由をお願いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 企画課長、齋藤和彦君。 
〇企画課長（齋藤和彦君） 

 それでは、ただいまの井上議員のご質問にお答えをします。 
 内部評価で廃止というふうな結論が出たわけでありますけども、これは先ほど、町民生活課

長がお答えをしたとおりであります。その中の理由としては実績がないというふうなこと。あ

るいは民間にも、そういった相談所があるから、そちらのほうにシフトして、任せてもいいで

はないかというふうなことで、内部評価としましては、今、所期の目的が達成したというふう

なことで、廃止というふうな結論を得たわけであります。 
 ただし、外部評価において、それは外部評価の理由としては、民間の結婚相談所を活用する

のではなくて、町が取り組んでいくことが大切であるというふうな意見がございました。さら

に提言をいただいておりまして、継続に向けては相談員を公募し、幅広い世代とすること。あ

るいは相談員さんの他市町村との積極的な交流と研修などを行って、そういった活動内容を改

善することというふうなことが提案されております。 
 以上でございます。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ７番、井上光三君。 

〇７番議員（井上光三君） 
 内部では実績がないということと民間にもあるということなんですが、これは先ほどから申

し上げているように、行政でなんとかしなければいけないということも多分にありますので、

ぜひ考えていただきたい。また外部評価で復活した理由を聞こうとしたんですが、今、回答が

ありましたけども、外部評価の結果、復活して継続ということになったということですから、

ぜひこれまでのやり方とは違う方法を、ぜひ考えていただきたい。また同じです。これだと。

やり方は、結婚相談員を１４人配置して同じ登録制度でやると実績がまた、ないという形にな

りますから、ぜひいろんなところを調べていただいて、行政で結婚支援で婚活という言い方で

いいのかどうか分かりませんが、やっているところが増えてきているんです。先ほど旧増穂町

ではふれあいパーティーとかをやったということですが、これもあまりうまくいかなかったと。

このパーティーのようなやり方も成功している例もあるので、ぜひそういうところを調べてい

ただいて、住民の中にはぜひ町でなんとか考えてほしいということをいっているところが多い

わけですから、ぜひ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） 
 以上で通告１０番、７番、井上光三君の一般質問を終わります。 
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 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、これにて散会いたします。 
 ご苦労さまでした。 

 
散会 午後 ４時１４分 
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開会 午前１０時００分 
〇議長（望月邦彦君） 

 平成２３年第２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２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。 
 質疑の回数は、会議規則第５５条の規定により３回までとなっていますので、議会運営にご

協力をお願いします。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第２ 承認第１号 専決処分の承認を求めることについて（富士川町国民健康保険税条例の

一部を改正する条例） 
   日程第３ 承認第２号 専決処分の承認を求めることについて（富士川町国民健康保険条例の一

部を改正する条例） 
 以上の２議案は条例の一部改正案でありますので、一括して議題とします。 
 これから、承認第１号および第２号の質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑なしと認めます。 
 以上をもって、承認第１号および第２号に対する質疑を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第４ 承認第３号 専決処分の承認を求めることについて（平成２２年度富士川町一般会計

補正予算（第５号）） 
   日程第５ 承認第４号 専決処分の承認を求めることについて（平成２２年度富士川町国民健康

保険特別会計補正予算（第４号）） 
   日程第６ 承認第５号 専決処分の承認を求めることについて（平成２２年度富士川町介護保険

特別会計補正予算（第４号）） 
   日程第７ 承認第６号 専決処分の承認を求めることについて（平成２２年度富士川町介護サー

ビス事業特別会計補正予算（第３号）） 
   日程第８ 承認第７号 専決処分の承認を求めることについて（平成２３年度富士川町一般会計

補正予算（第１号）） 
 以上の４議案は補正予算案でありますので、一括して議題とします。 
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 これから、承認第３号から第７号までの質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑なしと認めます。 
 以上をもって、承認第３号から第７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９ 議案第４６号 富士川町税条例の一部を改正する条例について 
   日程第１０ 議案第４７号 富士川町町営バス設置条例等の一部を改正する条例について 
   日程第１１ 議案第４８号 富士川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条

例について 
   日程第１２ 議案第４９号 富士川町手数料条例の一部を改正する条例について 

 以上の４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４６号から第４９号までの質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 ８番、永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 この条例改正は東日本大震災で被災された方への、喪失に関わる特例ということだと思うん

ですけども、本町において対象者は何人いるんでしょうか。議案第４６号でお願いします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 税務課長、増原俊郎君。 
〇税務課長（増原俊郎君） 

 お答えいたします。 
 現在のところ、対象の方はございません。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ８番、永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 対象者がいないということになれば、もうちょっと細かくお聞きしようと思ったんですけど

も承知いたしました。終わります。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ほかに質疑はありませんか。 
 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 それでは４８号の、ボランティアの休暇を７日間に延長するという条例の改正ですけども、

昨日も永井議員から質問がありましたが、町で募ったら４３人、志願者がいるということです

けども、県のほうと調整して、今のところ間に合っているからいいよという話で行かないとい

うことなんですけども、例えば甲府市にはＮＰＯ法人 災害防災ボランティア未来会というの

があるんですね。山下さんが代表で。そこでは昨日もボランティアを募ったり、１９日もバス

で行くというボランティア活動をなさっているんですね。そういったところへせっかく、これ、

有効期限がたしか１２月３１日までということなので、その４３人の方がそこへうまく入って、
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町の業務に支障がないように行けるであれば、やっぱり行ってきて、物資を輸送した人、それ

から保健師さんの話を聞くと、非常にいい教訓になったと。自分の町にその経験を生かしたい

というお話なので、ぜひボランティアをしたいという意思をできるだけ尊重して、業務に支障

がないように、その人たちをうまくローテーションして、被災地へ行って、ボランティア活動

をしながら本町の町の防災に貢献できるように、ぜひやっていただきたいんですけど、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） 

 ボランティア休暇の件について、お答えいたします。 
 昨日、４３名が手を挙げたというのはボランティアではなく、県の町村会を通じての被災地

の自治体への派遣職員の希望について、４３名が手を挙げたということであります。富士川町

においてはボランティア休暇を活用しながら行こうというのは、県の医師会の中の南巨摩医師

会で１クルー派遣する。それには、役場職員みたいな人も１人ほしいという話がありましたの

で、それには３名、手を挙げてくれました。この派遣とボランティアはちょっと違いまして、

派遣は有給でもありませんし、町のほうで派遣をしながら旅費日当を払いながら行ってもらう、

これは町の業務であります。ボランティアの場合は有給ですが、そういった職務を免除するボ

ランティア休暇になりますが、それには今３名、手を挙げていただいていますが、そのうち１人

は、医師会のほうから要請があればボランティア休暇を取っていくと。今までは５日でしたが、

これからは７日間行けるというふうな状況になります。それぞれが職務を持っていますし、家

庭も持っていますから、役場のほうで強制的にボランティア休暇を取れということはできない

と思いますけども、取りやすいように５日から７日に今回、よその自治体と同じように条例の

改正をするということです。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 派遣とボランティアは質が違うというお話ですけども、これだけ日にちを延ばして、できる

だけボランティアとして参加してほしいということであれば、そういう体制をとってやらない

と、もう１２月３１日と有効期限が決まっているわけですから、できるだけ多くの職員が参加

できるように、ぜひ町としてもそういった支援をお願いしたいと思います。 
 以上で終わります。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ほかに質疑はありませんか。 
 ６番、齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 手数料条例について、これはお伺いしておきたいということなんですけども、県からの事務

移管ということで砕石等、砂利採取の認可権が町に移管されたということなんですけども、現

実問題として本町にはそういったところがあるのかどうか、お伺いしたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 企画課長、齋藤和彦君。 
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〇企画課長（齋藤和彦君） 
 齊藤議員のご質問にお答えをいたします。 
 現在のところ、当町にはこういった採取の現場といいますか、そういうものはございません。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ６番、齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 現在のところはないということで、その可能性のある地域というのは実際あるんでしょうか。

そのへんはどうですか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 企画課長、齋藤和彦君。 
〇企画課長（齋藤和彦君） 

 富士川町の町内、ご覧のとおり富士川もありますし、それから山もあるということですので、

新たにそういうところを使って採取の計画を出すというふうな可能性は、これからないことも

ない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） 

 もう１点、これは本当に確認ですけども、許認可権がおりて手数料を徴収できるわけですけ

ども、この手数料というのは県からの事務移譲ということなんですから、たぶん本町に全部入

るのかなと思いますけども、そこはどうなっているんでしょうか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 企画課長、齋藤和彦君。 
〇企画課長（齋藤和彦君） 

 手数料については町で徴収するものでありまして、町の一般会計に収入します。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ほかに質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑なしと認めます。 
 以上をもって、議案第４６号から第４９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１３ 議案第５０号 平成２３年度富士川町一般会計補正予算（第２号）について 
   日程第１４ 議案第５１号 平成２３年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）に

ついて 
   日程第１５ 議案第５２号 平成２３年度富士川町介護保険特別会計補正予算（第１号）について 

 以上の３議案は補正予算案でありますので、一括して議題とします。 
 これから、議案第５０号から第５２号までの質疑を行います。 
 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、一般会計の質疑をさせていただきます。 
 まず３ページの、教育費の学校費ですね。ここに５８８万円、町内小中学校太陽光発電設置

設備設計業務等ということで載っております。ここに大きい金額が載っているわけですけども、

もう少しその内容についてどんな調査をするのか、細かく教えていただきたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 教育総務課長、川手貞良君。 
〇教育総務課長（川手貞良君） 

 それでは、齊藤議員のご質問にお答えさせていただきます。 
 今回、太陽光発電設備設置設計業務等を計上させていただきましたが、これにつきましては

自然エネルギーの導入、環境教育を推進するため、エアコン設置と並行して導入していくこと

を考えております。 
 その内容につきましては学校の施設の構造上、導入可能か。可能であれば設置場所、設置方

法、設置可能発電容量の調査を行う調査費、それから大規模校であります増穂小学校、増穂中

学校につきましては、設置に向けた設計も行っていくということで設計費を計上させていただ

きました。 
 以上でございます。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ４番、齊藤正行君。 

〇４番議員（齊藤正行君） 
 たくさんの学校があるわけですので、いっぺんにというわけにはいかないと思いますけども、

とりあえず、その設計をということで、今回、予算が出ているということだと思いますけども、

事業をやっていく上につけて計画というか、１回ではとても無理ではないかなという気がする

んですけども、そのへんはどうなんですか。 
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） 

 導入につきましては、２４年度から導入をしていきたいという考えでおります。設置につき

ましては、規模の大きな学校につきましては、事業費によっては２年から３年の数年にわたっ

ての事業実施を考えております。 
 以上でございます。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ４番、齊藤正行君。 

〇４番議員（齊藤正行君） 
 自然エネルギーの導入というようなことは、大変よいことだと思います。経費がかかること

でございますので、そのへんも無理のない計画でお願いしたいと思います。 
 もう１点、お聞きします。 
 一般会計の歳入の中で、雑収入の中に災害時用の作業服職員負担金ということで９０万５千

円が計上されています。説明のときは５千円くらいをというような話ですので、単純に割りま

すと１８１着ということですか。消防費のほうの災害対策費でもって消耗品２８０万９千円。
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これがその服の金額だと思うんですけども、これ１８１で割れば１万５千いくらかの金額にな

ることで、どんな作業服を計画しているのか、お伺いします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 総務課長、志村廣文君。 
〇総務課長（志村廣文君） 

 齊藤議員の質問にお答えします。 
 作業服ですので、ある程度、もののいいものということで、災害のときにケガをしないとい

うことが１点あります。それで上下です。それから帽子、ベルトも一緒に付けてあります。そ

れからあと１点は、この作業服をという意味の中に災害が起きたときに、町の職員が分からな

いというふうなことがないように、背中に富士川町と大きなロゴを入れて目立つような形で、

災害にあったときに、町民の方がすぐ見つけられるような形というふうなものを計画しており

ます。この金額の中には、消費税等も含まれております。割り切れない数字があると思います。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ４番、齊藤正行君。 

〇４番議員（齊藤正行君） 
 いいものを買うということについてはいいと思いますけども、災害はいつ起こるか分からな

いわけでして、冬、夏、春、秋と。そういうときに、背中に富士川町という大きな字を入れる

作業服ということで、当然、下へ着るもの、上着、そういうものも全部、含まれているという

ようなことではないかと思うんですけども、３回しか質問ができませんので、もっと言えばゼッ

ケンみたいものを背中へ付けるというのも、夏場と冬場を考えれば、そういう着替えをする必

要もないし、そういうような形も、そんな意見はなかったですかね。 
〇議長（望月邦彦君） 

 総務課長、志村廣文君。 
〇総務課長（志村廣文君） 

 齊藤議員の質問にお答えします。 
 そういう意見がありましたけども、やっぱり身の安全とか被災地を見ると、こういうサッカー

で着ているような、ああいうふうなものを付けている方もおられますけども、そういうことも

考えましたけども、Ｔシャツにあれを着て作業したとかとなると、ちょっと危ないんではない

かということで、多少暑くてもそれを着ていただくというふうなことで、本当に暑いときは、

７月とか８月だと思いますけども、この身体の安全ということを一点に考えました。そういう

ようなことで服にしてあります。 
 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） 
 それはそういう部分で、安全ということを考えればということかもしれませんけども、職員

から負担を５千円ということでございますので、そのへんの職員とのコンセンサスというよう

なものはとれているんですか。 
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〇議長（望月邦彦君） 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 今回の作業着につきましては、東北地方の震災を見て、住民の皆さんのそういった意見もあ

ります。どれが役場の職員か分からなかったというふうな意見もありまして、うちのほうでも

そういった、住民の皆さんから見て一目瞭然にあそこに職員がいる、分かるような作業服を計

画したわけですが、今おっしゃるように真夏に本当に着られるのか。真冬にあれだけで大丈夫

かということがありますけども、消防の消防服を着るときに同じように、寒ければ下にも着ら

れるし、実際、何もしないときにはその上にまたオーバーがあるかもしれませんが、実際の作

業をすることを目的に今回、購入をするものですから、正規職員のみの１８１という数であり

ます。臨時の皆さん、非常勤の皆さんは実際役場職員と同じように動かすわけにもいかないと

思いますので、正規職員の１８１人のみ。そして作業をやるものですから、どんな状態になる

か分かりませんので、ある程度、防災服に近いような生地で作業服をやる。本来は防災服でも

いいわけですが、どうも聞くところによると、防災服は消防団以外には着ては駄目だというふ

うな、災害対策本部の職員以外は着ては駄目だというあれがあるようですから、今回、作業服

にいたしましたが、当然、ゼッケンでどうだという意見もありました。住民を安全に導くのに

ゼッケンというのもいかがかなという意見もありましたし、今回５千円の負担金をいただくわ

けでありますけども、これは個人の私物にしてもよいと。大きなロゴが入っていますから、そ

れを着て農作業をするわけにもいかないと思いますので、個人の服にしてよいと。今後も個人

の体形が変われば、また買い替えていかなければならない。そういう中で、職員組合とも話を

する中で、個人負担があってもよいということで、皆さんの了解を得て、今回、予算計上をさ

せていただいたところであります。 
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） 

 職員とのそういうものがとれているであれば、それはそれでいいと思います。終わります。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ほかに質疑はありませんか。 
 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 平成２３年度の一般会計の補正予算ですけども、事項別明細の３ページ、消防費ですけども、

ここで災害時の衛星携帯電話５台と、それから無線機１５台ということで、これについてはあ

れですか、電池式なのか、充電式なのか、そのへんはどういうふうな電源なのかお願いします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 総務課長、志村廣文君。 
〇総務課長（志村廣文君） 

 秋山議員の質問にお答えします。 
 無線機につきましては、電池式の無線機。携帯電話につきましても両方できるものを、災害

のときに使いますので、というような形を予定しています。 
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〇議長（望月邦彦君） 
 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 ありがとうございました。 
 それから２ページの、ここに委託料があるんですけども、４２０万円、景観計画策定業務。

これについては、町内のどこをどういうふうに調査するのか、具体的に分かれば説明をお願い

したいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 企画課長、齋藤和彦君。 
〇企画課長（齋藤和彦君） 

 秋山議員のご質問にお答えをいたします。 
 今回、委託料で４２０万円計上をさせていただいたわけですが、景観計画を策定するについ

ての委託料ということでございまして、策定のスケジュールといたしましては、３年くらいか

けて策定をしていきたいということで、最初の初年度、２３年度につきましては、町内にあり

ます景観の基礎資料を町内全般にわたって調査する。具体的には、例えば景観法でいう景観と

いうのは、広い意味の景観があるんですが、地域の歴史だとか文化だとか、土地利用の状況だ

とか、そういったものを総合的に調査すると。これは非常に時間もかかるし、職員の手ではで

きませんので、業者に委託をして初年度、まず富士川町にどういう財産というか、景観財産が

あるかというところを調査する予定でおります。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 そうすると３年間で景観の基礎調査をするということで、２３年度はこの４２０万円で、ま

た２３年、２４年、２５年、それぞれの年度でそういった委託料が発生するのか。それから景

観といっても、広い意味で有形とか無形とか、すべてそういったものについて調べるというこ

とですね。 
〇議長（望月邦彦君） 

 企画課長、齋藤和彦君。 
〇企画課長（齋藤和彦君） 

 委託料の計上につきましては、２３年度のみとして、あと２３年度にそういった町内の景観

財産を調査いたしまして、翌年度はそれをもとに職員の手で、手作りで行っていくということ

になりますので、若干、例えばこの計画をつくるにあたって、例えば委員の委嘱だとかという

ようなことを、必要であれば委員さんの報償なりなんなりという経費は出てきますが、２４年、

２５年については、大きな費用はかからないというふうに見込んでおります。 
 それから調査の内容につきましては先ほども申し上げましたとおり、景観法でいう景観とい

うのは、景観の概念を歴史風土、それから地形だとか生き物、生態系、空気や音、人々の暮ら

し、そういったものを景観の概念として捉えておりますので、そうした広い範囲にわたって調

査をしていくということでございます。 
 以上です。 
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〇議長（望月邦彦君） 
 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 そうすると、そういった非常に幅広い景観のデータを収集して、具体的に町としてそれをど

うやって生かしていくんですか。行政に、どういうふうに具体的にそれを使って、景観の計画

というものを具体的にこういうふうに見える形で、利用するんだというものがあるわけですよ

ね。それについて教えていただきたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 企画課長、齋藤和彦君。 
〇企画課長（齋藤和彦君） 

 ただいま、この景観法ができた背景、建物にしても構造物にしても、いわゆる高度成長期以

来、無秩序にといいますか、そういった地域の調和とか伝統とか、そういうものを無視した建

物が日本各地で建てられたというふうな事実があるわけですけども、そういったことを防ぐと

いうところで、景観計画というものを、まず計画をつくって、そしてそれを規制するための、

例えば景観条例なりというふうなものをつくって規制をしていくと。こういうことで、町の景

観も保たれる。それから住民の暮らしも住みやすい環境が保たれる。こういう形で生かしてい

けるんではないかと思っております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 これで、質問を終わります。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ほかに質疑はありませんか。 
 ６番、齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 それでは先ほど秋山議員が行った景観計画ということについて、少し聞きたいと思います。 
 たしかこの間でしたか、最近、県のほうで予算にこれが含まれたというような記事が載った

記憶があります。今、本町では総合計画を策定していると。当然、総合計画がまちづくり全般、

景観も含めてということだろうと思うんですけども、そういう中で考えたときに、先ほど最終

的には条例をつくって、無秩序なまちづくりをなんとか規制するということが目的だとおっ

しゃいましたけれども、総合計画の関わり合いでいうと、今、なぜ今回の補正予算で、この県

からの補助金２００万円あるとはいえ出されたのか、そこのところをちょっとお伺いしたいと

思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 企画課長、齋藤和彦君。 
〇企画課長（齋藤和彦君） 

 齊藤議員のご質問にお答えをいたします。 
 景観計画につきましては、先ほど言いましたように重要な計画であり必要だというふうに認

識をしております。今回、ここでどうして補正かということでございますが、県でも美しい県

道づくりガイドプランにも示しまして、各市町村にこういった計画をつくってくださいという
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ようなことを推奨しております。県で財政的な支援、かかる経費の補助金の制度もありますし、

あるいは人的な補助、アドバイザーを派遣するというふうなこともあります。資金、それから

人的、両面について現在、補助の支援をする制度があるわけでございますが、これが２３年度

で補助金については、２３年度で終わるというふうなことで、それを活用して、とにかく職員

の手でできないものを補助金を使って今年度やっていきたいということで、今回、補正に提出

をさせていただいたということでございます。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ６番、齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 本年度で補助金制度みたいなものが打ち切りになるということは、たぶん２、３年前からあっ

たのかもしれないんですけども、そうするとなぜ、今ここなのかということをますます、むし

ろもっと早くから考えられてもいいんだろうと。私なんか、例えば県は推奨していますといい

ますけども、仮にも２００万円は町が負担しなくてはいけないと。いろんな計画策定、いろん

なところでいろんなものが策定されたほうがいいという。いろんな計画をつくるにあたって、

策定業務というのはいろいろあるし、県や国もいろいろ推奨しているんだろうと思うんですけ

ども、仮にも２００万円からの金を町が出してまで、今ここでやる必要性があるのかどうか。

私は少しそこのところ疑問に思いますし、なぜ今まであったのにここなのか。あえて、そこを

もう一度、お伺いしたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 企画課長、齋藤和彦君。 
〇企画課長（齋藤和彦君） 

 先ほどから申し上げましたように、景観計画につきましては、必要だということで前から認

識をしていたわけですが、富士川町も２２年に合併して、まず総合計画をとりあえずつくろう

ということで、合併直後ということですので、なかなかそこまで手があかなかったということ

で、今回この補助金を利用して、今年度やりたい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） 

 総合計画ということが今出ましたので、私は本当に必要であれば、町が全額負担して、後日

つくってもいいのかなというふうに思います。 
 そこはそこにして、次に消防費、先ほど齊藤議員が質問されていましたけども、そこについ

て再度お伺いしたいと思いますけども、災害時のために職員が安全に活動できるように、作業

服として利用してやっていきたいという趣旨は非常に分かるんですけども、先ほど齊藤議員も

おっしゃっていましたけども、何も職員の負担を求めて、なおかつわずかな金額ではあるけど

も、２００万円からの予算を出して、あえて今ここでやるということについて、私は非常に疑

問を持っております。予算というのは大事に使っていかなくてはいけないかなと思うんですけ

ども、そこでお伺いしたいんですけども、職員は作業服というものは全員が持っていないんで

すか。まず、そこからお伺いしたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 総務課長、志村廣文君。 
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〇総務課長（志村廣文君） 
 齊藤議員の質問にお答えします。 
 職員は作業着については、持っておりません。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ６番、齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 職員、たぶん持っている方、持っていない方がおると思うんですけども、課の異動等によっ

て必要性があれば持っているんだろうなと思うんですけども、何も全員に作業服を配布しなく

ても災害時において職員であるという形をはっきり明示するということを捉えるならば、私は

何もあえて、こういう形式をとらなくてもいいのではないかということと、それと服装の安全

性ということですけども、これは私たちもみんなそうです。町民もそうですけども、災害時に

外へ出るときには安全な服装をして出ましょうということは、これは非常に徹底されているこ

とですから、服装による安全性ということであれば、何もいわゆる規定の作業服にこだわる必

要はないんではないか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） 

 職員の作業着でありますけども、かつてはどの役場も建設部署みたいなところには作業着を

配布しておりました。そうしたことによりまして、一時期、市民オンブズマン等から作業着を

無償で貸与するというのはおかしいんではないかという意見が出て、それから職員の作業着が

なくなったわけであります。かつては役場も、男性も女性も制服を着ておりました。今もいろ

んな服を着ておりますから多少苦情がありますけども、制服を配布することにも苦情がきたわ

けです。今回も同じ服装をさせるわけですが、全員を公費で出すわけにはいかないという中か

ら、職員と協議をして一部負担をとろうということにしたと。ただ作業着は、農作業をするん

ではなくて、今度ガレキの中に突っ込んでいく人間もいるだろうし、いろんなことを想定する

と、やはりできるだけ、同じ配布する作業着であれば、個人負担も求めていますので、できる

だけ消防服に近いような安全なものを、それでもケガないということは保障ができないわけで

ありますけども、そういったものを配布していきたいと。 
 ですから、帽子と上着とベルトとズボン、ここだけはします。あとは内部で働く人間も出て

くるでしょうし、外に行く。外に行く人間は、本当に安全靴を履かなければいけないと思いま

すけども、そこまではちょっと手がまわらないものですから統一した作業着ということで、今

回、予算を計上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） 

 次に教育費の太陽光発電について、お伺いしたいんですけども、先ほどこれも齊藤正行議員

の質問の中で答弁が出ていますけども、実施する場合の費用ですよね。大体、計画を立てる段

階で、おおよそ全体をやったらどのくらいなんだという話が出たんだと思うんですけども、そ

の金額というのはどのくらいの金額なんですか。 
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〇議長（望月邦彦君） 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 今回、小中学校にはすべてエアコン設置をさせていただくという中で、そうはいっても震災

とは関係なくても、これからの時代、自助努力もしながらエネルギーの確保もしていかなけれ

ばならない。この自然エネルギーを取り入れることにより、子どもたちへの環境教育にもなっ

ていくんだろうと。そんなことで今回５８８万円計上させていただいたのは、小中学校のどの

建物に、どのくらいのパネルが設置できるのか。それがまず１つあります。そのパネルをつく

る場合には、付帯工事として防水工事とか補強とか出てくるかもしれません。それがどのくら

いになるのか。そして付けるとすれば、例えば増穂小学校は１５０枚付ける。その場合に、パ

ネルを付けた段階で、いろいろ経費をつけていくと、また割り増しになりますので、最大、付

けられる枚数に応じて、計器類はセットして、あとはパネルだけを付けていこうと。その総体

がいくらになるかも今のところ分かりませんから、この設計費の中で調査設計ということに

なっております。 
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） 

 実際どのくらいの金額か、相当なるんだろうなと。例えば、すぐ付けるだけでも相当、かか

るだろうし、ましてそのための補強工事というと、相当さらに金額が上乗せになってくるんだ

ろうと。私はこれ自体、先ほど町長がおっしゃいましたけども、震災に関係なくやっていこう

と。これは私も賛成なんですね。必要になろうと、今後。ただ逆にいうと、震災があったから

こそ、むしろ私は前から言っていますけども、町民会館の、庁舎のほうの耐震化という問題が

むしろ優先すべきであって、たしかに原子力発電をストップさせれば、電力の供給が遅れると

いうことはありますけども、それ以前の問題としてそこを考えるべきではないかなと思うんで

すけども、その点についてはどうなんでしょう。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 昨日も一般質問の中で何回かお答えをさせていただきましたけども、私は町民の皆さんにさ

らなる合併ということも訴えながら、当選をさせていただきました。ただ当時、約１年、経つ

わけですが、当時と今では合併に対する住民の機運も多少変わってきているんではないかなと、

こんなふうに思っていますので、今、まだその判断をしない中で、町民会館の建て替えとか役

場の大規模改修とかというのは時期尚早ではないかなと。当然、東海地震の危険性というもの

は承知をしていますけども、ですからできるだけ早いうちにそちらのほうの判断をしながら、

もし単独といいますか、このまま、当分、そういう話が盛り上がらないであれば、やはり役場

の耐震化も考えなければいけないし、役場は耐震化がたぶんできないと思いますから、建て替

えということになると思います。町民会館も耐震化は無理でありますから、建て替えというこ

とになると思いますが、そちらのほうの判断をしてから、その判断が出れば、そちらのほうも

また検討していく、こういうことになると思います。 
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〇議長（望月邦彦君） 
 ６番、齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 これで終わりますけども、合併うんぬんではなくて、人の命をまず守るということに力点を

おいて考えていただきたいということだけ、お願いしておきます。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ほかに質疑はありませんか。 
 ５番、市川淳子さん。 

〇５番議員（市川淳子君） 
 質問させていただきます。 
 何回も同じところで申し訳ないんですけども、先ほどの無線機の部分なんですけども、金額

的にはそのくらいということなんでしょうけども、これを使って具体的にどんなふうに。ただ、

私、いつも思うんですけども、ああいうものを買っても使い方が分からなかったり、配置して

あるということだけで、安気してしまったりするようなことがあったらまずいなと思うので、

どんなふうな活用の仕方を計画していますか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 総務課長、志村廣文君。 
〇総務課長（志村廣文君） 

 市川議員の質問にお答えします。 
 これは、使い方としては災害のときに使うというふうなことで、本部と地区の連絡網という

ことで、無線が一番効率がいいと。電話なんかでは、ちょっと聞こえないときがあるというこ

とで無線ということになります。この無線につきましては、今現状では各区長さんと連絡をと

りながら、これは災害に備えてですけども、訓練で毎月日にちを決めて、月２回、訓練をして

おります。そんなようなことで、災害に備えるという意味で使わせていただいています。 
 これから使うことで、買います。すみません。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ５番、市川淳子さん。 

〇５番議員（市川淳子君） 
 今から買うんですよね。そうですよね。 

〇議長（望月邦彦君） 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 現在もあります。現在も毎月２回やっておりますが、合併をいたしまして、中部区、五開区

にはこの役場から直接届かない。鰍沢の分庁舎から届きますけども、２回やってやると、どう

しても不便を生ずる。ですから、向こうには衛星携帯電話を区長さんに持っていただいている。

ですから五開の区長さん、中部区の区長さん、それから役場に１台、そして消防団長が１台、

そして役場もまた現場へ飛び出さなければいけませんから、その飛び出す車に１台ということ

で、衛星携帯は５台と予定しています。 
 そして所信表明でも言いましたけども、集落が点在しているところ、例えば高下は上高下、
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下高下、仙洞田とどこかに区長さんいますけども、その各集落と大雨のときには行ったり来た

りができませんので、そういう点在している集落にはそれぞれ集落ごとに無線機を置いていた

だく。そこは区長さんと連絡をとっていただく。役場は区長さんと連絡をとる。青柳みたいな

大きなところとか、本町６区、入の地区と駅前地区がありますから、そういうところも富士見

橋を渡らなければ連絡がとれないところには複数台持っていただいて、区長さんとそういった

離れた地域の人たちも連絡がとれるように、今回、衛星電話と無線機を整備するわけです。旧

増穂町で持っていた無線機はすべて利用いたしますし、旧鰍沢町が持っていた無線機も活用し

ながら、不足分を今回、予算計上したということです。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ５番、市川淳子さん。 
〇５番議員（市川淳子君） 

 それは今まで、もちろん旧増穂町で持っていたものが非常に、有効的に活用されたというこ

とで、今、旧鰍沢のほうはないということで、それをやっているということで解釈していいん

ですか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 総務課長、志村廣文君。 
〇総務課長（志村廣文君） 

 実際に災害がないから、これをすぐ使うというわけにはいかないんですけども、ただ町のほ

うとしては区長さんだとか、それから訓練をやっておりますので、その訓練の際に実は先ほど

町長が言いましたように、中部区だとか五開区は通じないということが分かったもので、そう

いうようなことも含めて活用をしていますので、基本的には災害のときに役に立つようにとい

うことになります。活用をさせていただいております。 
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） 

 有効的に活用してもらいたいなと思うし、もちろん災害のときだけは当たり前かもしれませ

んけども、何か訓練をして、即使えるようにしていってほしいなと思います。 
 それから、もう１つ。太陽光のほうなんですが、環境教育ということで、先ほど川手課長さ

んのほうからお話があったんですが、今、震災が起きて両面だと思うんですね。小学校に、あ

るいは中学校の教育の、学校に太陽光を置くというところは非常に教育ということで、そこに

注目したというか、そこを重点的にやりたいというお考えだと私は解釈したんですが、どうな

んですか。 
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） 

 市川議員のご質問にお答えさせていただきます。 
 太陽光の設置につきましては、環境教育ということもそれぞれ学校で必要ということで設置

するわけですけども、このほかにエアコンの設置等もございますし、そういう中で今後は自然

エネルギーの導入ということも含めて、今回の予算計上をさせていただいております。 
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〇議長（望月邦彦君） 
 ５番、市川淳子さん。 

〇５番議員（市川淳子君） 
 せっかく、今、町長の答弁ですごく多額なものがかかるのかもしれないということは思いま

す。よくありますよね、北杜市だって別のところに太陽光をばっとやるとか。でもあえて、私

は学校にするというところに、町長の方針、先々のなんかを感じているんですが、そこがあっ

たら教えてください。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 環境教育用は今、増穂小学校に少しのパネルですが付いております。今回入れるのは環境教

育にも、全学校で使えるようにできるだけ全学校に付けていきたい。付けられるところと付け

られないところがありますから、効率のいいところに付けていこうということで、今回、調査

費用、そしてまた増穂小学校、増穂中学校は屋根が平らですから、受のところだけ付ければ、

もう付けられることになっていますので、あそこには付けられる実施設計を組んでいただく。

鰍沢の学校は屋根が丸いものですから、それに付けられるのかどうなのか。あと壁面がどうい

うふうになっているのか。耐震工事はしてありますから、小中学校は付けられますので、そこ

にまず付けていこうと。あとは公共施設、いろんなものに付けていこうと。県の環境審議会の

計算では、山梨県の付けられる可能性のあるところにすべて付けると、山梨県の消費電力の

１５倍は太陽光だけでも付けられるという結果も出ておりますので、知事のほうも太陽光日本

一にしていこうという方針もあります。この地域もやはり、自然エネルギーをこれからはやっ

ていかなければならないという部分とエアコンは相当の電力を使いますので、それに向けて自

助努力といいますか、自家発電をやっていくように、今回まず小中学校から設計費を出させて

いただきましたが、このあとはほかの公共施設にも、どこにどういうように付けられるのかの

調査費もまた出させていただきたいなと、こんなふうに思っております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ５番、市川淳子さん。 
〇５番議員（市川淳子君） 

 まずは教育の現場のほうからということで、未来を担う子どもたちにそういう意識をしっか

りするということで、どうか教育関係のそちらの部署のほうも、そういうところも含めて、た

だ器具を付けるということだけではなく、そういうことに絡めながら、町長の意図を十分汲ん

で、そしてやっていただきたいなと思います。 
 それからもう１つ、お願いします。 
 これはお願いというか、作業着のことを先ほどからおっしゃっていますけども、もちろん町

の職員ということが必要だと思うんですね。災害時のときに。区とかのところで、もしかした

ならば、そういうビブスというか、例えばこの人に聞けばこれが分かるとか、例えばもし、お

母さんが亡くなってしまったとかあると思うんですよね。もし、そうしたら子どもは誰に言っ

たらいいかとかそういうことも含めて、地域のほうも少し考える、ちょっと予算とは関係ない

かもしれませんけども、そこも含めて、またお願いしたいと思います。 
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〇議長（望月邦彦君） 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 昨日も災害の質問がたくさん出ました。その中でもお答えをさせていただいておりますけど

も、それぞれの地域に合った災害対応マニュアルを今後つくっていきますので、そういう中で

も住民の皆さんがそういったことが懸念されるんであれば、それぞれの地域の中で、また役割

分担を決めていただきながら、例えばそういうことがあっても組長さんにまず言うんだとか、

区長さんにまず伝えるとか、そういった連絡系統図をつくっていただければ、災害時の対応が

スムーズにいくんではないかなと思っております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ５番、市川淳子さん。 
〇５番議員（市川淳子君） 

 ぜひ町民に見える形で予算がつくられて、また本当に有効的に使えれば一番いいなと思いま

す。ありがとうございました。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ほかに質疑はありませんか。 
 ７番、井上光三君。 

〇７番議員（井上光三君） 
 一般会計、ちょっと確認だけしたいんですが、明細の歳入のところで、１ページですね。諸

収入、雑入で光ケーブルの貸付料等というのがありますけども、これは先に穂積地区、平林地

区に引かれた光ケーブルの富士川ＣＡＴＶということでよろしいんでしょうか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 企画課長、齋藤和彦君。 
〇企画課長（齋藤和彦君） 

 それでは、お答えをいたします。 
 おっしゃるとおり、これは平林、穂積地区に敷設しました光ケーブルを富士川ＣＡＴＶに、

ケーブルは町のものですけども、富士川ＣＡＴＶに貸し付けをしているということで、その貸

付料を徴するものでございます。 
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） 

 そうしますと、これは年間で、来年度以降もこの金額になるのか。それから、ここに等とあ

りますよね。この等というのは何を示しているのか、ちょっとそのへんを。 
〇議長（望月邦彦君） 

 企画課長、齋藤和彦君。 
〇企画課長（齋藤和彦君） 

 貸付料は契約をしておりますので、毎年、貸付料が３６万６千円あります。それからあと残

りの６万５千円が光ケーブルを平林地区へ敷設をしたんですけども、県道の拡幅工事によりま

して移設をしたと。県の補償料が入ってきたということで、これが６万５千円でございます。 
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〇議長（望月邦彦君） 
 ７番、井上光三君。 

〇７番議員（井上光三君） 
 分かりました。３回目なんですが、ちょっと確認したいんですが、実は地元の人に質問され

て、私も分からなかったんですけれども、今回、穂積地区にもケーブルを引いていただいて、

すでに各区にも今、工事を進めているところですが、インターネットに入る場合、富士川ＣＡ

ＴＶが独占でやっているので、富士川ＣＡＴＶを介入したインターネットしか加入できないと

いうことの、最初の説明はそんなような感じだったんですが、例えばほかのプロバイダーと契

約することはできないかということ、そこだけ１点、お願いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 企画課長、齋藤和彦君。 
〇企画課長（齋藤和彦君） 

 富士川ＣＡＴＶと契約しているわけですので、そこを介してのプロバイダーの契約となりま

す。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ７番、井上光三君。 
〇７番議員（井上光三君） 

 分かりました。 
 それから介護特別会計の補正のところで、歳出の２ページ。ここに委託料で高齢者情報台帳

データ化業務というのがあるんですが、これは具体的にはどんな情報を、どういう台帳にする

のか、ちょっと教えていただけますか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 福祉保健課長、深沢茂樹君。 
〇福祉保健課長（深沢茂樹君） 

 井上光三議員のご質問にお答えいたします。 
 ここで計上させていただいております、委託料の高齢者情報台帳データ化業務でございます

が、これにつきましては国の介護基盤緊急整備と臨時特例基金事業として県に交付され、県に

おいて基金化された補助金でございまして、市町村が実施する地域支え合い体制づくり整備事

業に対して１０分の１０、１００％交付ということになります。 
 今回の補正でございますが、町内の６５歳以上の全高齢者、人数にしますと４，８３０名ほ

どおりますが、この皆さんについて身体機能とか生活機能、それから要援護状況等の実態調査

を行いまして、その現状を把握し、調査した高齢者情報をデータ化して、今後の介護支援、そ

れから介護予防事業等、これらへの活用、それから全情報が集まるわけですので、体の状況等

も判明してくるわけです。それに応じて災害時の地域支援体制づくりとか、それから認知高齢

者に対する支援等、これらへの活用を図るための事業費として、そのデータ化、調査表を全世

帯へ配布しまして、あがってきたものをデータ化して、今後の介護保険支援活動へ生かすとい

うことで、その業務委託料として、ここにございます３９１万２千円の計上をお願いいたしま

した。 
 なお、それの調査に伴う郵送料ということで、その上にございます７０万円の通信運搬費も

含めて入っております。よろしくお願いいたします。 
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〇議長（望月邦彦君） 
 ７番、井上光三君。 

〇７番議員（井上光三君） 
 そうしますと、６５歳以上は、全員の調査をするということなんですが、体の内容は年々変

化しているわけですよね。そうすると、例えば１年ごとにまた調査するのか。あるいは届け出

制になるのか。こういう変化がありましたというふうに、データがすぐ、個人一人ひとりのデー

タは変えていかなければならないわけですよね。データとしてもっていくためには。どういう

ふうな、１回の調査のあとの、データ化するやり方ですけども。 
〇議長（望月邦彦君） 

 福祉保健課長、深沢茂樹君。 
〇福祉保健課長（深沢茂樹君） 

 １回目の調査で４，８００何十名の把握をいたしまして、それからもとデータに登録される

わけです。それに基づきまして、年々、今おっしゃるように身体状況等も変化してまいります

ので、それにつきましては地域包括センターの中で追跡調査を、該当者について、認知とか介

護予防が必要な方とかそういった皆さまについて、それぞれ実態については訪問等もしており

ますので、それから相談があるとかそういう状況を通じながら、その身体の状況等は把握して、

その方個人のデータの中で状況変化についても入力しながら、一人ひとりの個別の管理をして

いきたいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ７番、井上光三君。 

〇７番議員（井上光三君） 
 分かりました。 
 もう１点、同じページの一番下のところに地域包括支援システムリース料とありますが、こ

れは具体的にはどんなシステムでしょうか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 福祉保健課長、深沢茂樹君。 
〇福祉保健課長（深沢茂樹君） 

 これにつきましては地域包括支援センターのほうで、介護支援計画、この支援を希望される

方で希望があった場合にその支援計画を策定しておるんですけども、そのシステムとなってお

りまして、そのリース料ということでございます。 
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） 

 ありがとうございました。 
 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。 
 ８番、永井寛子さん。 
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〇８番議員（永井寛子君） 
 １点だけ、お伺いいたします。 
 また消防費で恐縮なんですけども、衛星携帯電話を導入ということはおそらく無線が届かな

いところは無線機が役に立たないということで、衛星携帯という判断をされたと思うんですけ

れども、私、今回、一般質問に防災のことをするということで、町田市、防災協定も結んでい

るということもありまして、町田市に勉強に行ってきました。そこでお聞きしたことは、３．

１１の災害のときに携帯も一切つながらなくなりましたね。それは初めてのことだったわけで

すけども、規模大きくつながらなかったというのは今回、初めて経験したことなんですけれど

も、これが町田市でもここを配慮していかなければいけないということで、３．１１後、１００台、

携帯電話を導入したということなんですけども、そのへんのところのお考えをお聞きしたいん

ですけども。 
〇議長（望月邦彦君） 

 総務課長、志村廣文君。 
〇総務課長（志村廣文君） 

 永井議員の質問にお答えします。 
 町田市と比べて、うちの町はもう少しコンパクトで、ある程度見渡せるというようなところ

があります。先ほど町長が言いましたように、衛星携帯電話を最小限、今までの情報のシステ

ムとしては、無線を使ってやるという形でおりました。だけど先ほどちょっとお話をしました

ように、無線が通じないところが、それは本部から通じないところがあると。ということは、

この今の本庁舎からつながらないところ、中部それから五開と、こういうようなところはつな

がりませんので、そこについては衛星携帯電話、それから本部にも衛星携帯電話ということで、

この衛星携帯電話、普通の携帯電話とは違います。普通の携帯電話はつながらなくなりまして

も、これはシステム的に違いますので、衛星を使っていますので、これはつながります。そう

いうことの中であります。それから無線につきましては、全部、その携帯電話にする必要はな

いと。普段、ここで話がとれるものについては無線でやると。衛星携帯電話につきましては、

皆さん携帯電話をお持ちのように、ある程度、基本的な料金もかかりますので、そういうよう

なことを考えながら、今、最小限、皆さんの安全をつくるためには各区ごと、あるいは区の中

に２台とかというような、大きい区についてはそういうところ。今まで区になかったところに

つきましては無線というふうなことで、全体的な計画としては無線を活用しながら、つながら

ないところは衛星電話と、こういうことで計画しております。 
 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） 
 私が申し上げたかったのは、携帯電話がつながらないから衛星携帯電話にすれば確実につな

がりますね。そこで町田市はトランシーバーも駄目だと、こういう判断をされているんです。

そこでトランシーバーに代わって、すべて衛星携帯電話にしたということで、そこまで考えて

いるわけですけども、今のお話だと無線で大丈夫だと。日常的には大丈夫だけど、いざ危機的

状況になったときも、それが大丈夫だという補償があるということですね。 
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〇議長（望月邦彦君） 
 総務課長、志村廣文君。 

〇総務課長（志村廣文君） 
 今、トランシーバーではありません。トランシーバーよりももっと性能のいい無線機です。

これにつきましては確認をしてありますので、これは確実に、そのときつながらないというこ

とはありません。無線機ですので。それについても訓練をしておりますので、確認をしながら

やっております。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ８番、永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 混乱期には何が起こるか分からないということで、ちょっと心配したんですけども、その混

乱期でも大丈夫な無線機ということで。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 市川淳子議員さんの質問にも絡みますけども、一般の携帯電話、そして各家庭の家庭電話、

これが本当につながらないということが今回、よく分かりました。以前も混むということはあっ

たんですが、そうしたことから、町のほうは防災の無線電話を持っています。これがもしつな

がらなければ消防団との連絡もとれませんし、警察等の連絡もとれない。自衛隊等の連絡もと

れない。これは他が入ってこられない周波数を使っています。今のところは旧増穂町だけの周

波数、旧鰍沢町だけの周波数だけですから、今まだ一緒にできませんけども、今、国のほうへ

も申請をしておりますので、その周波数は１本ですから、それは大丈夫です。ですから、先ほ

ど市川淳子さんから質問がありましたように、これがなければ区長さんと役場と連絡がとれな

くなるんです。そのために毎月２回訓練をしながら、災害で使った経験はありませんけども、

いざというときに備えておくために今回、追加の補正をさせていただいているということです。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ８番、永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 確実に大丈夫だという確信が持たれましたので、安心しました。 
 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 ） 
 質疑なしと認めます。 
 以上をもって、議案第５０号から第５２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１６ 認定第２号 富士川町道路線の認定について 
   日程第１７ 認定第３号 富士川町道路線の廃止について 
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 以上の２議案は認定案でありますので、一括して議題とします。 
 これから、認定第２号および第３号の質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 ２番、長澤健君。 

〇２番議員（長澤健君） 
 道路の認定について、お聞きします。 
 天神中条１０号線、これはＪマートの西側の道路で行き止まりの道路だと思うんですけども、

これが町道にする提案理由として民間事業の開発とありますけども、なんか計画があっての町

道認定なんでしょうか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 建設課長、堀内尚巳さん。 
〇建設課長（堀内尚巳君） 

 それでは、お答えします。 
 すでに平成７年の時点で、開発事業者からご寄附をいただいていたんですけども、認定が

ちょっと、うちのほうで漏れていたということがありまして、今回、認定させていただくとい

うことでご了解をいただきたいと思います。ここは４メートルの幅員ですので、行き止まりな

んですけども、旋回場ということで、その部分も含めまして、今回、道路認定をさせていただ

くということです。よろしくお願いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ２番、長澤健君。 
〇２番議員（長澤健君） 

 分かりました。ありがとうございました。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ほかに質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑なしと認めます。 
 以上をもって、認定第２号および第３号に対する質疑を終わります。 
 以上で、本日の日程は全部終了しました。 
 本日は、これにて散会とします。 
 ご苦労さまでした。 

 
散会 午前１１時１６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２回富士川町議会定例会第４日の本会議に、議員各位には大変お忙しいところ、ご

出席いただきまして誠にありがとうございます。 
 また本会議、委員会にと慎重にご審議をいただき、第２回定例会も本日が最終日となります

が、ご審議のほどよろしくお願いします。 
 ただいまから、平成２３年第２回富士川町議会定例会第４日の会議を開きます。 

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

 本日の議事日程は、お手元に配布したとおりです。 
 本日の会議に説明員として出席通知のありました者の職氏名は、先の会議で一覧表としてお

手元に配布しておきましたとおりです。 
 なお、本日、追加案件として人事案３件、意見書案２件、閉会中の継続調査４件が提案され

ています。 
 ご審議くださいますよう、よろしくお願いします。 
 また報道機関から写真撮影等の申し出がありましたので、これを許可しました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第２ 請願第２号 ＴＰＰ（環太平洋経済連携協定）への交渉参加阻止に関する請願につい

てを議題とします。 
 去る６月１０日の本会議で、産業建設常任委員会へ付託しました請願第２号について、産業

建設常任委員長に請願審査の報告を求めます。 
 委員長、齊藤正行君。 

〇４番議員（齊藤正行君） 
―――― 請 願 審 査 報 告 書 の 朗 読 ―――― 

〇議長（望月邦彦君） 
 齊藤委員長、しばらくお待ちください。 
 以上で、産業建設常任委員長の請願第２号の審査報告が終わりました。 
 これから、請願第２号の質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑なしと認めます。 
 以上をもって、請願第２号の委員会審査報告に対する質疑を終わります。 
 齊藤委員長、ご苦労さまでした。自席にお戻りください。 
 これから、請願第２号の討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 以上をもって、請願第２号の討論を終わります。 
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 これから請願第２号 ＴＰＰ（環太平洋経済連携協定）への交渉参加阻止に関する請願につ

いてを採決します。 
 請願第２号に対する委員長の報告は、採択です。 
 この請願は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、請願第２号は産業建設常任委員長の報告のとおり採択とすることに決定しまし

た。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第３ 請願第３号 中部電力浜岡原子力発電所の恒久停止を求める請願についてを議題とし

ます。 
 去る６月１０日の本会議で、総務常任委員会へ付託しました請願第３号について、総務常任

委員長から請願審査の報告を求めます。 
 委員長、堀之内美彦君。 

〇１０番議員（堀之内美彦君） 
―――― 請 願 審 査 報 告 書 の 朗 読 ―――― 

〇議長（望月邦彦君） 
 堀之内委員長、しばらくお待ちください。 
 以上で、総務常任委員長の請願第３号の審査報告が終わりました。 
 これから、請願第３号の質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑なしと認めます。 
 以上をもって、請願第３号の委員会審査報告に対する質疑を終わります。 
 堀之内議員、ご苦労さまでした。自席にお戻りください。 
 これから、請願第３号の討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 以上をもって、請願第３号の討論を終わります。 
 これから請願第３号 中部電力浜岡原子力発電所の恒久停止を求める請願についてを採決し

ます。 
 請願第３号に対する委員長の報告は、採択です。 
 この請願は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、請願第３号は総務常任委員長の報告のとおり採択とすることに決定しました。 
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  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第４ 承認第１号 専決処分の承認を求めることについて（富士川町国民健康保険税条例の

一部を改正する条例） 
   日程第５ 承認第２号 専決処分の承認を求めることについて（富士川町国民健康保険条例の一

部を改正する条例） 
 以上の２議案は条例の一部改正案でありますので、一括して議題とします。 
 これから、承認第１号および第２号の討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 以上をもって、承認第１号および第２号の討論を終わります。 
 これから日程第４ 承認第１号 専決処分の承認を求めることについて（富士川町国民健康

保険税条例の一部を改正する条例）を採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、承認第１号は原案のとおり承認することに決定しました。 
 これから日程第５ 承認第２号 専決処分の承認を求めることについて（富士川町国民健康

保険条例の一部を改正する条例）を採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、承認第２号は原案のとおり承認することに決定しました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第６ 承認第３号 専決処分の承認を求めることについて（平成２２年度富士川町一般会

計補正予算（第５号）） 
   日程第７ 承認第４号 専決処分の承認を求めることについて（平成２２年度富士川町国民健

康保険特別会計補正予算（第４号）） 
   日程第８ 承認第５号 専決処分の承認を求めることについて（平成２２年度富士川町介護保

険特別会計補正予算（第４号）） 
   日程第９ 承認第６号 専決処分の承認を求めることについて（平成２２年度富士川町介護

サービス事業特別会計補正予算（第３号）） 
   日程第１０ 承認第７号 専決処分の承認を求めることについて（平成２３年度富士川町一般会

計補正予算（第１号）） 
 以上の５議案は補正予算案でありますので、一括して議題とします。 
 これから、承認第３号から第７号までの討論を行います。 
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 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 以上をもって、承認第３号から第７号までの討論を終わります。 
 これから日程第６ 承認第３号 専決処分の承認を求めることについて（平成２２年度富士

川町一般会計補正予算（第５号））を採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、承認第３号は原案のとおり承認することに決定しました。 
 これから日程第７ 承認第４号 専決処分の承認を求めることについて（平成２２年度富士

川町国民健康保険特別会計補正予算（第４号））を採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、承認第４号は原案のとおり承認することに決定しました。 
 これから日程第８ 承認第５号 専決処分の承認を求めることについて（平成２２年度富士

川町介護保険特別会計補正予算（第４号））を採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、承認第５号は原案のとおり承認することに決定しました。 
 これから日程第９ 承認第６号 専決処分の承認を求めることについて（平成２２年度富士

川町介護サービス事業特別会計補正予算（第３号））を採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、承認第６号は原案のとおり承認することに決定しました。 
 これから日程第１０ 承認第７号 専決処分の承認を求めることについて（平成２３年度富

士川町一般会計補正予算（第１号））を採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、承認第７号は原案のとおり承認することに決定しました。 
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  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第１１ 議案第４６号 富士川町税条例の一部を改正する条例について 
   日程第１２ 議案第４７号 富士川町町営バス設置条例等の一部を改正する条例について 
   日程第１３ 議案第４８号 富士川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条

例について 
   日程第１４ 議案第４９号 富士川町手数料条例の一部を改正する条例について 

 以上の４議案については条例の一部改正案でありますので、一括して議題とします。 
 これから、議案第４６号から第４９号までの討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 以上をもって、議案第４６号から第４９号までの討論を終わります。 
 これから日程第１１ 議案第４６号 富士川町税条例の一部を改正する条例についてを採決

します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第４６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４７号 富士川町町営バス設置条例等の一部を改正する条例に

ついてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第４７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４８号 富士川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部

を改正する条例についてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第４８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４９号 富士川町手数料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。 
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 したがって、議案第４９号は原案のとおり可決されました。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第１５ 議案第５０号 平成２３年度富士川町一般会計補正予算（第２号）について 
   日程第１６ 議案第５１号 平成２３年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）に

ついて 
   日程第１７ 議案第５２号 平成２３年度富士川町介護保険特別会計補正予算（第１号）について 

 以上の３議案は補正予算案でありますので、一括して議題とします。 
 これから、議案第５０号から第５２号までの討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 以上をもって、議案第５０号から第５２号までの討論を終わります。 
 これから日程第１５ 議案第５０号 平成２３年度富士川町一般会計補正予算（第２号）に

ついてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、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５０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５１号 平成２３年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算

（第１号）についてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、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５１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５２号 平成２３年度富士川町介護保険特別会計補正予算（第

１号）についてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第５２号は原案のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第１８ 認定第２号 富士川町道路線の認定について 
   日程第１９ 認定第３号 富士川町道路線の廃止について 

 以上の２議案は路線の認定案でありますので、一括して議題とします。 
 これから、認定第２号および第３号の討論を行います。 
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 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２号および第３号の討論を終わります。 
 これから日程第１８ 認定第２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２号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第１９ 認定第３号 富士川町道路線の廃止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３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２０ 議案第５３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５３号の質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑なしと認めます。 
 以上をもって、議案第５３号に対する質疑を終わります。 
 これから、議案第５３号の討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 以上をもって、議案第５３号に対する討論を終わります。 
 これから日程第２０ 議案第５３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。 
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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５３号は原案のとおり適任とすることに決定しました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第２１ 同意第２号 富士川町カラマツオ外三十山恩賜林保護財産区管理会委員の選任につ

き議会の同意を求めることについて 
   日程第２２ 同意第３号 富士川町カラマツオ外三十山恩賜林保護財産区管理会委員の選任につ

き議会の同意を求めることについて 
 以上の２議案については人事案でありますので、一括して議題とします。 
 町長から、本案について提案理由の説明を求めます。 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
―――― ２議案の提案理由朗読説明 ―――― 

〇議長（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２号および第３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２号および第３号に対する質疑を終わります。 
 これから、同意第２号および第３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２号および第３号に対する討論を終わります。 
 これから日程第２１ 同意第２号 富士川町カラマツオ外三十山恩賜林保護財産区管理会委

員の選任につき議会の同意を求めることについてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり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２号は原案のとおり同意することに可決しました。 
 これから日程第２２ 同意第３号 富士川町カラマツオ外三十山恩賜林保護財産区管理会委

員の選任につき議会の同意を求めることについてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり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３号は原案のとおり同意することに可決しました。 
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  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第２３ 意見書第２号 ＴＰＰ（環太平洋経済連携協定）への交渉参加阻止に関する意見書

提出についてを議題とします。 
 意見書第２号の提出者の説明を求めます。 
 委員長、齊藤正行君。 

〇４番議員（齊藤正行君） 
―――― 意見書の提案理由朗読説明 ―――― 

〇議長（望月邦彦君） 
 齊藤委員長、しばらくお待ちください。 
 以上で、産業建設常任委員長の意見書第２号の提案理由の説明が終わりました。 
 これから、意見書第２号の質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑なしと認めます。 
 以上をもって、意見書第２号に対する質疑を終わります。 
 齊藤委員長、ご苦労さまでした。自席にお戻りください。 
 これから、意見書第２号の討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 以上をもって、意見書第２号の討論を終わります。 
 これから日程第２３ 意見書第２号 ＴＰＰ（環太平洋経済連携協定）への交渉参加阻止に

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２号は原案のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第２４ 意見書第３号 中部電力浜岡原子力発電所の恒久停止を求める意見書提出について

を議題とします。 
 意見書第３号の提出者の説明を求めます。 
 委員長、堀之内美彦君。 

〇１０番議員（堀之内美彦君） 
―――― 意見書の提案理由朗読説明 ―――― 

〇議長（望月邦彦君） 
 堀之内委員長、しばらくお待ちください。 
 以上で、総務常任委員長の意見書第３号の提案理由の説明が終わりました。 
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 これから、意見書第３号の質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑なしと認めます。 
 以上をもって、意見書第３号に対する質疑を終わります。 
 堀之内委員長、ご苦労さまでした。自席にお戻りください。 
 これから、意見書第３号の討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 以上をもって、意見書第３号の討論を終わります。 
 これから日程第２４ 意見書第３号 中部電力浜岡原子力発電所の恒久停止を求める意見書

提出についてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、意見書第３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２５ 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２６ 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２７ 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２８ 議会運営委員会の閉会中の継続調査申出書について 

 以上の４議案は閉会中の継続調査案でありますので、一括して議題とします。 
 総務常任委員長、教育厚生常任委員長、産業建設常任委員長、議会運営委員長から会議規則

第７５条の規定によって、お手元に配布しました申出書のとおり閉会中の継続調査の申し出が

あります。 
 お諮りします。 
 各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、委員長から申し出のとおり閉会中の継続調査とすることに決定しました。 
 以上をもちまして、本定例会の議事日程は全部、終了しました。 
 平成２３年度の補正予算をはじめ、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２回富士川町議会定例
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会を閉会します。 
 ご苦労さまでした。 

 
閉会 午前１０時４０分 
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