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開会 午前１０時００分 
〇議長（望月邦彦君） 

 富士川町告示第３８号をもって招集されました、平成２３年第３回富士川町議会定例会に議

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

とうございます。 
 ただいまから、平成２３年第３回富士川町議会定例会を開会します。 
 これから、本日の会議を開きます。 
 第３回定例会に先立ちまして、一言ごあいさつ申し上げます。 
 先の大型で強い台風１２号はその速度の遅さも手伝って、日本列島に大きな被害をもたらし

ました。各地で記録的な雨量となり、土砂災害や水害などにより死者・行方不明者が多数出ま

した。常日ごろからの体制づくりなど、備えの大切さを改めて感じました。 
 さて去る８月２９日には民主党代表選が行われ、決選投票の末、新代表に野田佳彦財務相が

選出されました。翌日、菅内閣は総辞職、野田代表が第９５代、６２人目の首相に指名され、

その後、内閣の陣容も決定しました。今後の東日本大震災の復興対策、福島第一原発事故への

対応、景気対策などに期待をするところであります。 
 アメリカでは８月に米国債の信用格付けが最上級から格下げされ、世界的な株価の暴落が起

きました。米国債のデフォルトという最悪の事態は回避できましたものの、雇用や住宅市場の

本格回復に目途が立たず、景気後退が取り沙汰されています。 
 さらにユーロ圏の債務危機がアメリカの金融システムに普及しかねないとの懸念も意識され

始めました。ニューヨーク外国為替市場では、欧州の景気に対する不安を背景に円が買われ、

戦後初めて１ドル７５円台に突入しました。現在も円高水準が続いており、日本経済に一段の

下押し圧力がかかるリスクが強まっています。 
 県内では甲府財務事務所が発表した最近の山梨県の経済情勢によりますと、全体としては東

日本大震災の影響により厳しい状況にあるものの、このところ上向きの動きが見られるとのこ

とです。しかし求職者数は増加傾向にあるものの、有効求人数は減少傾向にあり、雇用の回復

にはまだ時間がかかりそうです。 
 議会においては御前崎市議会が８月３日、行政視察研修のため広報常任委員会を訪れました。

地域医療を守る特別委員会は９月１日、地域医療体制調査検討委員会の検討結果案に対して意

見集約をしたところであります。 
 各常任委員会、特別委員会とも研修や議論を重ね、諸問題に取り組んでいます。今後も開か

れた議会、信頼される議会を目指すとともに、さらなる安全・安心なまちづくりの実現に向け

て活動していきたいと思います。 
 本定例会は、富士川町になって初めての単独決算の議会であります。また議会改革の一環と

して常任委員会にほかの委員会に所属している議員が出席して質疑ができるようにしました。

各常任委員会では平成２２年度決算について、審議をお願いすることになります。会期も長く

なりますが、議員各位におかれましては健康に十分ご留意され、活発な議論を行ってください

ますようお願い申し上げ、開会のあいさつとします。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 
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 会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定によって、 
 ８番 永井寛子さん 
 ９番 神田 智君 
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２８日までの２０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２８日までの２０日間と決定しました。 

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

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

配布したとおりです。 
 なお、川住道夫代表監査委員には大変お忙しい中、ご出席をいただき、誠にご苦労さまです。 
 なお、本日の議案はお手元に配布したとおり報告案２件、条例の制定案１件、条例の改正案

３件、補正予算案１０件、工事の変更契約案１件、決算認定案２件の計１９件が提案されてお

ります。 
 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６月２８日に５月分の例月出納検査、７月２９日に６月分の例月出納検査、

８月２６日に７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７月６日に後期高齢者医療広域連合議会臨時会、９月２日に中巨

摩地区広域事務組合議会運営委員会、９月５日に三郡衛生組合議会運営委員会が開催されまし

た。 
 次に県町村議会議長関係では７月５日に町村議会広報研修会、７月１２日に第２回町村議会

議長会議、山梨県市町村議会議員公務災害補償等組合臨時会、７月１４日から１５日まで町村

議会議長行政視察、８月２日に第２回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６月２３日、８月９日、８月１０日、８月２６日、８月２９日に議会運営

委員会、８月１日、８月９日、８月２６日に全員協議会、６月３０日、７月６日、７月２２日、

７月２７日、８月２日、８月１８日、８月１９日に教育厚生常任委員会、６月２０日に産業建

設常任委員会、６月２１日、６月２４日、６月３０日、７月８日、７月１２日に広報常任委員

会、７月５日に議会改革特別委員会、７月５日、７月２５日、８月１日、９月１日に地域医療
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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。 
 ここで町長より、あいさつの申し出がありましたので、これを許します。 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 本日ここに平成２３年９月富士川町議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位には公

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。 
 開会にあたり、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

をご説明申し上げるとともに私の所信の一端を申し述べ、議員各位ならびに町民の皆さまのご

理解とご協力をお願い申し上げたいと存じます。 
 まず先般の大型の台風１２号は紀伊半島を中心に記録的な豪雨をもたらし、全国各地で河川

の氾濫や土砂崩れで民家が流されるなどの被害が多発いたしました。この台風により亡くなら

れた方々に心よりお悔やみを申し上げますとともに、被害に遭われた皆さまにお見舞いを申し

上げる次第であります。 
 さて去る２９日、民主党は野田財務大臣を新代表に選出し、野田代表は３０日の衆参両院本

会議において首相指名を受け、第９５代、６２人目の首相に就任いたしましたが、歴史的な政

権交代からちょうど２年、３人目の首相に指名されたわけであります。 
 これまでの政権では、国内外に山積する重要課題を解決しようとしないまま、迷走を続けて

きたように思います。東日本大震災にしても震災から６カ月が経過しようとしておりますが、

復旧・復興は遅々として進んでいない状況であります。新政権には、被災地が自ら復興に取り

組めるよう地域のことは地域が決める仕組みづくりを確立し、早期の復旧・復興に向けた取り

組みを望むところであります。 
 また昨年来の急激な円高進行やＧＤＰが世界第３位に転落した中、策定した新成長戦略もほ

とんど成果を見出せない状況であります。新政権においては、市場が即座に反応するようなイ

ンパクトのある円高対策や成長基盤を整備し、民間活力を発揮させるためにも、見直すべき事

項を見直し、新たな成長戦略のもとで着実な成長戦略の実行を期待するところであります。 
 このほかにも財政再建、電力不足とエネルギーの問題、地域主権の実現、外交・安全保障な

どの重要課題があるわけでありますが、新首相には国の政策が頻繁に変わり、地方や国民が混

乱することのないよう、しっかりとした国家ビジョンを示していただくとともに、国民が安心

できる安定した政策を着実に実行していただけるよう、期待をしているところであります。 
 それでは、今定例会に提出いたしました主な案件と主要な取り組みについて、申し上げます。 
 まず、峡南北部地域の医療再生への取り組みについてであります。 
 本年４月、地域医療体制調査検討委員会から検討結果がまいりましたので、５月議会におい

てもご検討をお願いしたところであります。しかし、この間に国会において社会保険病院等の

整理・合理化を目的とした整理機構、いわゆるＲＦＯを病院等の運営等の業務を行うことを目

的とした独立行政法人、地域医療機能推進機構とする法案が６月に可決成立いたしました。 
 こうした国の動きを見極めるため、７月１日、関係者で厚生労働省に法律の内容について確
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認をしてまいりましたが、新機構は地域において必要とされる医療および介護の機能を確保す

ることを目的としているが、具体的には医師の確保や診療内容などについては、個々の病院の

対応となること。また病院の存続については新機構が判断することだが、直営病院として業務

の財源に充てるための国からの病院への補填はないことや、病院が借り入れをするにしても償

還計画がしっかりしていないと無理なことなど、現在、赤字を計上している鰍沢病院が存続す

ることは困難な状況であります。 
 一方、現在、医師の派遣をいただいている山梨大学附属病院からも医師不足の中で市川町立、

鰍沢の２病院へ現状の医師派遣は困難であるとの見解が示され、このままでは両病院の存続が

危ぶまれると同時に、地域医療体制が崩壊することになりかねない状況であります。 
 こうした状況をも踏まえ、先般、町議会、地域医療を守る特別委員会委員長から峡南北部地

域の医療確保や救急医療体制の整備、病院経営の効率化を構築するためには市川町立病院と社

会保険鰍沢病院が統合し、中核病院を設置することが望ましい。また峡南病院が加わることで、

この中核病院のさらなる充実と効率化を望むとした回答をいただいたところであります。 
 町といたしましても、この地域において必要とされる医療および介護を守ってほしいとの住

民の意見、要望が多いことや議会からの回答をも踏まえ、安定的に医師を確保する中で将来に

わたって、しっかりとした医療体制のもとで住民の命が守られることが重要であるとの総合判

断をし、過日、地域医療体制調査検討委員会委員長宛てに市川三郷町と富士川町が関与した経

営母体を創設し、３病院を統合した新病院を開設することで地域の中核病院となり、山梨大学

附属病院からの医師派遣が確保され、医療体制や医療機能を充実するとともに、病院経営の効

率化を図ることが望ましいと考えますとの回答をしたところであります。 
 今後は市川三郷町から地域医療体制調査検討委員会の回答を待つこととなりますが、同一見

解であれば新病院の経営母体が必要となることから、改めて両町議会に病院設置のための協議

会設置案件を提出し、議決をいただいたのちに協議会を立ち上げ、独立行政法人か一部事務組

合かといった経営主体のあり方など、新病院開設に向けた細部の協議を進めていくこととなり

ます。 
 次に東海地震などの災害対策についてであります。 
 ３月１１日の東日本大震災を教訓に、東海地震の指定地域である本町におきましても富士川

町地域防災計画の見直しとともに、災害時の対応について個々人の初動行動と地域の実態に

合った救援・救護活動など、各区において災害対応マニュアルを策定することとし、着手した

ところであります。また大震災に伴う計画停電により、役場においてはコンピューターが稼働

せず、証明書などの発行業務を停止せざるを得ない状況となり、町民の皆さまに大変ご迷惑を

お掛けいたしましたが、今後、停電などの不測の事態に対応すべく自家用発電装置を設置し、

住民サービスの低下を招かぬよう、努めてまいりたいと考えております。 
 また、この夏の電力不足に伴う節電につきましては、町民の皆さまのご協力をいただく中で

不測の事態は回避することができました。皆さまのご協力に感謝を申し上げる次第であります。 
 町といたしましては、今後も予想される電力不足や節電対策として、庁舎等施設での電力使

用料の削減を目的とした電力デマンド監視装置を設置するとともに太陽光発電装置の設置に向

けた調査をするための経費を計上いたしております。 
 なお、平林に計画をしております災害救急用のヘリポートにつきましては、みさき耕舎の南

側に整備することとし、用地取得費を計上しております。 
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 次に中部横断自動車道についてであります。 
 静岡富沢間、六郷増穂間につきましては中日本高速道路株式会社の工事区間として、平成

２８年度の供用開始を目指して順調に鋭意、工事が進められており、六郷増穂間で一番の難工

事区間である延長２，４６４メートルの市川三郷町八之尻トンネルも、８月１０日に安全祈願

祭を行い、工事に着手したところであります。このトンネルの掘削は２年半の期間を要します

が、掘削土は増穂インターチェンジの底地の土として運搬されてまいります。また新直轄区間

である富沢六郷間は、本年度の事業費が６６億円と昨年度を下回るとともに事業予算の一部が

凍結されるなど事業ペースが減速しており、２０２９年度の全線開通が危ぶまれる状況であり

ます。 
 第２東名高速道路は近々供用開始されると聞いておりますが、道路はネットワークでつな

がってこそ、その機能や効能が果たされるものであります。中部横断自動車道は災害対策上も

大きな役割を担う道路であり、１日も早く静岡県側につながるよう、また増穂双葉間の４車線

化を含め、関係機関に働きかけてまいりたいと考えております。 
 次にリニア中央新幹線についてであります。 
 ＪＲ東海は６月７日、リニア中央新幹線計画で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。山梨県内の駅は中央市と、そ

の周辺地域を含むエリアとして、直径５キロの円で示され、ルートについては笛吹市境川前間

田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、南アルプス市で釜無川を渡り、

釜無川右岸を南下し、富士川町を縦断する概要となっております。 
 今後は環境影響評価法による環境アセスメントを実施することになりますが、環境影響評価

法では評価項目や調査予測および評価手法を選定した環境影響評価方法書、そして事業が環境

に与える影響を調査した結果を公表する環境影響評価準備書、そして環境アセスメント結果を

修正し、確定した環境影響評価書を作成し、それぞれの段階で縦覧や意見を求めたのちに環境

保全措置等をまとめた環境影響評価報告書として、公表することとしております。 
 ＪＲ東海による、本町における環境影響評価法等の環境アセスメントの住民説明会は１０月

２５日、ますほ文化ホールで開催を予定しております。詳細なルートはこのアセスメントの実

施とともに狭められ、報告書が公表されるころには決定していくものと思われますが、リニア

建設に伴う諸問題、また富士川町からリニア山梨駅へのアクセス道路など、沿線自治体と連携

した対応が必要となることから、南アルプス市、中央市に協議会設置を呼びかけてまいりたい

と考えております。 
 次に救急医療情報キットについてであります。 
 高齢化社会が進む中で、本町においても急病や災害時において不安を抱える高齢者世帯や単

身高齢者が増加しておりますので、救急医療情報キットを６５歳以上の全世帯に配布するとと

もに、６５歳以下の世帯でも希望する世帯には無償配布し、円滑な救急対応が図られるように

してまいりたいと考えております。 
 この救急医療情報キットというものでありますが、これはプラスチックの容器に持病やかか

りつけの医療機関名、投薬名、保険証の写しなど必要な医療情報を入れて冷蔵庫に保管すると

ともに、玄関にキット装備家庭の表示をしておくことによりまして、緊急時に駆けつけた救急

隊等に伝えるものであります。 
 今予算には一般会計に６５歳以下の希望する世帯分を、介護保険特別会計に６５歳以上の世
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帯配布分を計上いたしております。 
 次に住民票、印鑑証明書のコンビニ交付共同利用システムの導入についてであります。 
 国では新たな情報通信技術戦略として、平成３２年度までに全国で５０％以上の自治体で証

明書のコンビニ交付の実現を目指しているところであります。 
 このシステムは役場が発行している証明事務のうち住民票、印鑑証明書については住民基本

台帳カード所有者は交付機設置市町村のほか、全国のセブンイレブンでの取得を可能とするも

のでありますが、本県では平成１９年度に笛吹市、甲州市が導入し、現在は５市１町が先行実

施しております。 
 本町におきましても町外への通勤者が多くなっている今、住民サービスの向上を図るため、

財団法人 自治情報センターのコンビニ交付団体支援事業交付金を活用し、県市町村総合事務

組合の共同利用システムを利用し、明年度から実施すべく諸準備の経費を計上いたしておりま

す。 
 次に国民文化祭についてであります。 
 平成２５年度に本県で開催されます第２８回国民文化祭でありますが、本町におきましては

和太鼓の祭典と山車巡行まつりの２種目の開催が決定いたしました。 
 平成２５年１月２０日に県下市町村のトップ種目として、ますほ文化ホールを会場に町内の

小林八幡太鼓や鰍沢はやしはもとより、全国からご参加をいただく中でさまざまなジャンルの

和太鼓の祭典を予定しております。また同年の４月２１日には、鰍沢の伝統文化である山車巡

行まつりの実施を予定しております。 
 こうしたことから、本年７月には町の実行委員会を立ち上げ、諸準備に入ってきたところで

ありますが、和太鼓は明年度の開催となりますので、本年度の開催地、京都大会の視察経費な

ど、実行委員会に必要な経費を計上させていただいております。 
 次にパチンコ店跡地の取得についてであります。 
 約７８０坪の役場東側、パチンコ店跡地につきましては、役場との間に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ますので、取得に向けて筆頭債権者である都留信用組合と

交渉を進めてまいりましたが、先般７，５００万円で、坪単価約９万６千円でありますが、合

意に達しましたので取得することとしたところであります。 
 次に不要な町有地の処分についてであります。 
 現在、町の土地開発基金が所有している土地は２万２，７４７平方メートルであり、これは

主に公共事業の執行に伴う残地や代替地として先行取得をしたものでありますが、宅地として

処分可能な土地５筆、１，２５０平方メートルと普通財産の不要な土地４筆、８６１平方メー

トルを処分することとし、不動産鑑定に鑑定費用と処分に必要な経費を計上させていただいて

おります。 
 なお、処分にあたりましては、隣接地権者からの要望以外は一般競争入札により譲渡処分す

ることとしております。 
 最後に、公共事業等についてであります。 
 ５月に発生した豪雨と台風２号により路肩が崩壊した町道小柳川長知沢線、林道富士見山線、

７月の台風６号により崩落した農道南平線、町道高下２号線の災害復旧費、県道十谷鬼島線の

橋梁架け替えに伴う水道管布設替え工事、畔沢の農業用水路改修工事費のほか、十谷観光駐車

 １１



場の敷地石積みの亀裂の修復のための調査設計費、箱原のバス停の待合所の設置費などを計上

いたしております。 
 なお、本定例会に提出しております案件は報告案件が２件、条例制定案件が１件、条例改正

案件が３件、補正予算案件が１０件、変更契約案件が１件、決算認定案件２件、合わせて１９件

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

ご議決あらんことをお願い申し上げます。 
 以上で、あいさつとさせていただきます。 

〇議長（望月邦彦君） 
 以上で、町長のあいさつを終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第４ 報告第３号 富士川町国民保護計画の作成に伴う報告についてを議題とします。 

 町長から、本案について提案理由の説明を求めます。 
 町長、志村学君。 

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

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

〇総務課長（志村廣文君） 
 それでは、国民保護計画について説明をさせていただきます。 
 まず、元となる国民保護法について多少ふれておきたいと思います。 
 この法律は、正式には武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律といい

ます。この中で、市町村長は国の基本方針に基づき作成される都道府県の国民の保護に関する

計画に基づき、町の国民の保護に関する計画を作成しなければならないということになってお

ります。この計画を作成した場合には、議会に報告しなければならないということで法律に規

定されております。 
 それでは、国民保護法の趣旨というものはどこにあるかということを簡単にお話ししておき

たいと思います。 
 外国等の武力攻撃から国民の生命、身体、財産を保護するために国や地方公共団体の責務、

住民の避難に関する措置、避難住民の救援に関すること、武力攻撃災害への対処に関する措置

および他の国民保護措置に関し、必要な事項をこの法律では定めております。 
 それでは、この富士川町の国民保護計画について概要を説明していきたいと思いますので、

よろしくお願いします。 
 まず計画書を開いていただきますと目次等がありますけども、目次を飛ばしていただきまし

て、総論と書いてあるところの、まず１ページをお開きいただきたいと思います。 
 この１ページの下のほうに、国民保護計画の構成という欄がありますので、この構成の欄で

全体の構成、内容的なものをまずご説明をさせていただきたいと思います。 
 この計画を大きく分けて、そこにありますように５編と資料編に分かれております。 
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 第１編は町の責務や計画の位置づけ。国民保護の措置に関する基本方針等が第１編の中で記

載されております。第２編ですけども、第２編は平素からの備えや予防。それから第３編が武

力攻撃事態等への対処となっております。 
 次のページを開いていただきまして、第４編が復旧等であります。次に第５編が緊急対処事

態への対処ということです。一番最後に資料編が載せてあります。この５編からなっているの

が、町の国民保護計画であります。 
 それでは、各項目において主な内容を簡単に説明していきたいと思いますので、よろしくお

願いします。 
 まず先ほど開いていただきました第１ページですけども、１ページの上のほうをご覧くださ

い。ここでは第１章として、町は国民の保護に関する計画に基づき国民の協力を得つつ、他の

関係機関と連携・協力して、自らの国民の保護のための措置を迅速に実施し、その区域におい

て関係機関が実施する国民保護措置を総合的に推進するなど、町の責務を定めております。 
 また、ここでは計画の位置づけや計画の構成等についても掲載してあります。 
 それでは、３ページをお開きください。 
 このページは国民保護措置に関する基本方針として、基本的人権の尊重や国民に対しての情

報の提供、関係機関相互の連携協力など国民保護措置に関すること。また情報や指示の伝達な

ど、町の事務等についての内容を説明しております。 
 次に、７ページをお開きください。 
 ７ページにつきましては、この項目では国民保護計画が対象とする事態を掲載しております。 
 １として、４つの形の武力の攻撃事態について説明をしております。 
 まず、下の表をご覧ください。 
 表の中に①として弾道ミサイルの攻撃についてですが、特徴としてはミサイルの上のほうに

付けた弾道により被害状況が異なることや、生物を使ったＮＢＣ弾道の場合は広範囲に被害が

及ぶことなど、またミサイル発射後、短時間での対応が必要であることや屋内退避および消火

活動が中心となるなど、留意事項が記載してあります。 
 以下、②としてゲリラや特殊部隊による攻撃、次のページを開いていただきまして③として

航空攻撃、④・・・。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 事前に課長さんから細かく説明していただいているので、重複になると思うので、そういう

前にしていただいたので、今回はそういうことで割愛してもいいんではないかと思うんですけ

ども、いかがでしょうか。 
〇総務課長（志村廣文君） 

 割愛をしたら、ちょっと失礼にあたるかなと思いまして、私は前、説明したと同じような形

になりますけども、議会ということで説明させていただこうかなと思いましたけども。どうし

たら、よろしいでしょうか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ただいま３番、秋山貢君から動議が出されました。 
 発言趣旨については、過日も全員協議会の中で説明しているから簡潔にということでありま
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すが、いかが取り計らいましょうか。 
 （異議なし。の声） 
 よろしいですか。 

〇総務課長（志村廣文君） 
 分かりました。 
 それでは皆さんのお手元にある国民保護計画の、先ほどちょっと飛ばしましたけども、１ペー

ジ、目次の欄を開いていただきたいと思います。 
 目次の欄で、この大体の構成はお分かりになってくると思いますけども、この前、事前に説

明をさせていただきましたので、構成と主な内容について、目次の欄で説明をさせていただき

ます。 
 先ほど説明のほうにちょっと移りましたけども、１として総論。総論につきましては町の責

務や計画の位置づけ、構成等について書いてあります。 
 それから国民保護措置に関する基本的な方針等が、この総論で書いてあります。 
 次に第２編として、平素からの備えや予防ということで、攻撃を受けたときに、受ける前に

どういったことが必要なのかということでそこに書かれておりますけども、第１章の組織や体

制の整備ということで、役場の体制整備等がここに書かれております。 
 次に関係機関との連携体制の整備というようなことで、警察だとか、それから消防団、そう

いうふうなところの連携、あるいは近隣の町村との連携等がここに書かれております。 
 続きまして、情報収集の提供や、それから研修および訓練等がここに書かれております。 
 次のまくっていただきまして、２ページの２章ではそういうことが予想される場合に、あら

かじめ避難や救助および武力攻撃災害への対処に関する平素からの備えということが、この

２章の中で書かれております。 
 続きまして、真ん中の武力攻撃事態への対処ということで第３編となっております。これは

主に攻撃を受けたときにどういうふうなことをするかということで、基本的には避難をしなけ

ればならないというようなことが、ここの中で書かれております。 
 まず第１章としては、初動体制の迅速なる確立や初動の措置というふうなものが書かれてお

ります。 
 それから第４章の中では、警報および避難の指示というふうなことが書かれております。 
 次にまくっていただきまして、攻撃のときにはいろんなことがあります。その中で、第５章

としては救助、受けた人をどういうふうに救助するかというようなことが、この中で述べられ

ております。 
 それから６章としては安否の情報の収集、情報収集が大切だというようなことになってくる

と思います。 
 それから７章としては武力攻撃への対処ということで、実際に武力攻撃があった場合にどう

いうふうにするかということで、その中の第４の中にちょっとこの前も説明しましたけども、

ＮＢＣの攻撃というようなことで、核の攻撃とか生物兵器の攻撃、それから化学兵器の攻撃と

か、そういうふうなものに対しての処置というものが書かれております。 
 次をまくっていただきまして、第４章としては復旧等ということになります。これは災害を

受けたあと、被災されたあと、どういうふうに復旧をしていくかというようなことです。 
 それから第５編として緊急対処事態への対処ということで、武力攻撃事態以外に同じような
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手段で攻撃を受けた場合には、こういう対処をしていくということが、この５編に書いてあり

ます。 
 一番最後は５ページですけども、資料編というふうなことで関係の資料を載せてあります。 
 以上で、先ほどの秋山議員の中で、説明してあるので進めてほしいということですので、こ

んなような形で説明をさせていただきます。 
 以上で終わりますが、この国民保護計画につきましては、国がミサイルや生物化学兵器など

により攻撃を受けた場合に、国の方針の下で町や国民の生命や身体、財産をどのように守り、

被害を最小限に食い止めるかというようなことを定めたものであります。 
 簡単ですけども、以上で説明を終わりにさせていただきます。 

〇議長（望月邦彦君） 
 以上で、町長の提案理由ならびに担当課長の説明が終わりました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第５ 報告第４号 平成２２年度決算に基づく富士川町財政健全化判断比率及び資金不足比

率の報告についてを議題とします。 
 町長から、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） 
 財政課長、川住資農夫君。 

〇財政課長（川住資農夫君） 
 それでは平成２２年度決算に基づく富士川町財政健全化判断比率の状況につきまして、報告

をさせていただきます。 
 まず実質赤字比率、それから一般会計、特別会計連結の実質赤字比率でございますが、いず

れも赤字が生じておりませんので、傍線で表記してございます。 
 次に実質公債費比率でありますが、１１．７％となりました。また将来負担比率であります

が４６．６％となっております。いずれも早期健全化基準を下回っております。 
 次に平成２２年度決算に基づく富士川町財政健全化資金不足比率の状況について、報告をい

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

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

りませんので、傍線で表記をしてございます。 
 以上、報告とさせていただきます。よろしくお願いします。 

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。 
 次に監査委員から、平成２２年度決算に基づく富士川町財政健全化判断比率及び資金不足比

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

ます。 
 代表監査委員、川住道夫君。 
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〇代表監査委員（川住道夫君） 
 本日は、大変ご苦労さまでございます。 
 議長からご指名をいただきました代表監査委員の川住でございます。よろしくお願いいたし

ます。 
 ただいま、町長および担当課長から説明がございました平成２２年度富士川町財政健全化判

断比率の算定基礎係数等につきまして、永井議員ともども審査を行いましたので、その結果に

つきまして報告をいたします。 
 （平成２２年度富士川町財政健全化審査意見書の朗読説明） 
 以上で、平成２２年度富士川町財政健全化等意見についての報告を終了いたします。 

〇議長（望月邦彦君） 
 以上で、平成２２年度決算に基づく富士川町財政健全化判断比率及び資金不足比率の報告に

対する意見書の報告が終わりました。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第６ 議案第５４号 地方自治法第９６条第２項の規定による議会の議決すべき事件を定め

る条例の制定についてを議題とします。 
 町長から、本案について提案理由の説明を求めます。 
 町長、志村学君。 

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

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

〇総務課長（志村廣文君） 
 それでは、補足説明を行います。 
 地方自治法第９６条２項の規定による議会の議決すべき事件を定める条例ということで、第

１条、この条例は地方自治法第９６条第２項の規定に基づき、富士川町議会の議決に付すべき

事件を定めるものとする。 
 第２条、法律第９６条第２項の規定による議会の議決すべき事件は次のとおりとする。 
 １号として、富士川町における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想の策定、

変更または廃止に関すること。 
 第２号として、基本計画の策定、変更または廃止に関すること。 
 附則として、この条例は公布の日から施行するということで、この条例を新しく制定するも

のであります。 
 新しく制定する理由としては、町で制定する基本構想は地方自治法第２条第４項の規定によ

り、議会の議決を経てこれを定めることと規定されておりましたが、地方自治法の一部を改正

する法律が平成２３年８月１日に施行されたことに伴いまして、同項の規定が削られました。

基本構想策定義務はなくなりましたが、町ではこの基本構想およびこれに基づく基本計画を策

定することとして、かつその策定については議会の議決を付することとしたことから、地方自

治法第９６条第２項の規定により、議会の議決をすべき事件を条例で定めるものとしまして、
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先ほどの条例を制定するものであります。 
 以上で、説明を終わります。 

〇議長（望月邦彦君） 
 以上で、町長の提案理由ならびに担当課長の補足説明が終わりました。 
 これから、議案第５４号の質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑なしと認めます。 
 以上をもって、議案第５４号の質疑を終わります。 
 これから、議案第５４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５４号の討論を終わります。 
 これから日程第６ 議案第５４号 地方自治法第９６条第２項の規定による議会の議決すべ

き事件を定める条例の制定についてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第５４号は原案のとおり可決されました。 
 ここで、しばらく休憩します。 
 なお、議会運営委員会を開催しますので、委員は２階会議室に参集をお願いします。 

休憩 午前１０時５７分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午前１１時１５分 
〇議長（望月邦彦君） 

 休憩を解いて、再開します。 
 お諮りします。 
 ただいま志村町長から議案第６９号 富士川町総合計画の基本構想及び基本計画の策定につ

いてが提出されました。 
 これを日程に追加し、議案第６９号を追加日程第１として議題にしたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第６９号を追加日程第１とし、議題とすることは可決されました。 
 ここで、追加議事日程表ならびに追加議案を配布します。 
 （ 配 布 ） 
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  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   追加日程第１ 議案第６９号 富士川町総合計画の基本構想及び基本計画の策定についてを議題

とします。 
 町長から、本案について提案理由の説明を求めます。 
 町長、志村学君。 

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

〇議長（望月邦彦君） 
 次に、補足説明を求めます。 
 なお、すでに全員協議会において詳細説明を受けておりますので、説明は簡潔にお願いしま

す。 
 企画課長、齋藤和彦君。 

〇企画課長（齋藤和彦君） 
 それでは富士川町総合計画の基本構想及び基本計画の策定につきまして、補足説明をさせて

いただきます。 
 議長からご指示がありましたので、要点というか基本的な考え方の部分の説明をさせていた

だきたいと思います。 
 それではまず、第一次富士川町総合計画基本構想案の資料をご覧いただきたいと思います。 
 基本構想はまちづくりの基本理念と将来像を示し、その実現に向けてまちづくりの基本目標

を定めています。 
 基本構想の計画期間は総合的かつ計画的な行政の運営を図るため、長期的な展望に立ちなが

ら社会の変動に対応させることを念頭に、平成２２年度を基準年として平成２９年度までの

８年間といたします。 
 １ページをご覧いただきたいと思います。 
 まちづくりの基本構想でありますが、これは合併時に策定をいたしました新町まちづくり計

画第４章のまちづくりの基本方針を、基本的には受け継いでいるというふうな形になります。 
 まず基本理念と将来像でありますが、未来への視点ということで２つの視点を持ちました。

住民一人ひとりが地域に誇りと愛着を感じながら、この地で生きていくことを自覚し、そして

さまざまなアイデアを出しながら、キラリと光る個性と魅力のあるまちをみんなでつくり上げ

ていくことが重要であります。そこで「ここで生きる」という視点、それから「まちが活きる」、

この２つの視点に立ってつくり上げております。 
 まちづくりの基本理念であります。３つの基本理念を定めております。 
 まず１点目が自然息づく、きらめきの郷。 
 まちに広がる美しく豊かな自然は、町民にとってかけがえのない財産であり、私たちの暮ら

しや産業活動の源となっております。この豊かな自然をみんなで守り育てながら、次代へと引

き継いでいくため、人と自然の調和のとれたまちを目指します。 
 ２点目といたしまして、心潤うふれあいの郷。 
 誰もがいつまでも笑顔で暮らせるような地域社会を築いていくことが望まれます。そのため

人と人とがやさしさを持って支え合い、さまざまな世代の人々と交流をとおして、生きがいを
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感じながら生活できるまちを目指します。 
 ３番目といたしましては、人・もの集うときめきの郷。 
 中部横断自動車道の開通によって、再び太平洋と日本海を結ぶ交流拠点になろうとしていま

す。こうした社会経済環境の変化を好機と捉え、計画的な都市基盤整備を進め、持続的な経済

活力を生み出すさまざまな産業が根付き、人やものが行き交うにぎわいのあるまちを目指しま

す。 
 そして将来像ということで、２つの未来への視点、それから３つの基本理念を踏まえまして、

暮らしと自然が輝く交流のまちを将来像として掲げます。それからサブテーマといたしまして、

生涯快適に暮らせるまちを目指してというサブテーマを掲げております。 
 次に３ページ、４ページをご覧いただきたいと思いますが、基本目標、これも新町まちづく

りで定めました基本６つの基本目標を受け継いでおります。１番目として、みんなで考え一緒

に築くまちづくり。２つ目として、豊かな人材と文化を育むまちづくり。３つ目として、すこ

やかで笑顔があふれるまちづくり。４つ目として、安全・安心で生活の質が高いまちづくり。

５つ目として、力強い産業と魅力にあふれたまちづくり。６番目として、活力を生み出し都市

基盤が整ったまちづくりという、６本の基本目標を掲げました。 
 次にこれをさらに、基本計画のほうの説明をさせていただきますが、資料をご覧いただきた

いと思います。 
 基本計画につきましては、基本構想のまちづくりの基本理念と将来像とまちづくりの基本目

標を、この２つを実現させるために、現状と課題それから施策の方向、主な施策、事業を示し、

進行管理をするための成果指標の盛り込みを行いました。基本計画の計画期間は基本構想と整

合性を図るため、平成２９年度までの８年間といたします。 
 そして、基本計画の１ページをご覧いただきたいと思います。 
 未来への視点、基本理念、将来像、目標はただいま説明いたしましたとおりであります。そ

して、ここまで計画をまとめるにあたりまして、昨年度、町民対話集会を開きまして、町民の

皆さまの意見を取り入れて、最終的につくり上げたということで、重点施策を掲げました。重

点施策は将来像の実現に向けて基本目標を達成するために、重点的に取り組むテーマであり、

総合計画の各種施策を先導していく根幹となるものであります。町内各地区の課題を解決する

ために、町民と行政が協働して取り組むことを念頭に、自助・共助・公助をキーワードとして

展開をしていきます。 
 そして１ページの一番下にありますように、施策の展開、６つのプロジェクトを掲げて進め

てまいりたいと思います。 
 それぞれ、先ほど基本構想案の中で申し上げました基本目標、６つの基本目標につきまして

は５ページ以降に記載をしております。詳細につきましては、説明を割愛させていただきたい

と思います。 
 以上で総合計画の基本構想、それから基本計画案の説明をさせていただきました。要点の説

明ではございましたが、資料をご覧いただきまして、よろしくご審議のほどをお願い申し上げ

ます。 
〇議長（望月邦彦君） 

 以上で、町長の提案理由ならびに担当課長の補足説明が終わりました。 
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  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第７ 議案第５５号 スポーツ基本法の施行に伴う関係条例の整理に関する条例について 
   日程第８ 議案第５６号 富士川町甲州鰍沢温泉かじかの湯条例の一部を改正する条例について 
   日程第９ 議案第５７号 富士川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例に

ついて 
 以上の３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） 
―――― ３議案の提案理由朗読説明 ―――― 

〇議長（望月邦彦君） 
 次に、議案第５５号から第５７号の補足説明を求めます。 
 まず、議案第５５号の補足説明を求めます。 
 生涯学習課長、望月親人君。 

〇生涯学習課長（望月親人君） 
 それではスポーツ基本法の施行に伴う関係条例の整理に関する条例について、補足説明をさ

せていただきます。 
 この条例は平成２３年６月２４日公布、８月２４日施行のスポーツ基本法の制定に伴い、関

係条例を改正するものです。 
 スポーツ基本法はスポーツ振興法の全面改正として制定されており、旧法を引用している条

例の改正が必要となるものです。 
 改正点につきましては「スポーツの振興」を「スポーツの推進」、「スポーツ振興審議会」を

「スポーツ推進審議会」、「体育指導委員」を「スポーツ推進委員」、「スポーツの振興に関する

計画を定めるものとする」を「スポーツの推進に関する計画を定めるように努める」というふ

うに改められております。 
 まず第１条です。富士川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部改正です。例規集第１巻２１０７ページになります。この改正は、別表中の体育指導委員

とスポーツ振興審議委員の呼称を改めるものでございます。 
 第２条の富士川町スポーツ審議会に関する条例の一部改正です。こちらのほうは第２巻の

４０１ページになります。この改正はスポーツ振興審議会の呼称を改めるとともに「スポーツ

振興法」を「スポーツ基本法」に、「振興」を「推進」に改めて各号を繰り下げ、第１０条第１項

に規定する地方スポーツ推進計画に関することという１号を加える改正です。 
 第３条は富士川町体育指導委員に関する条例の一部改正です。こちら第２巻４０３ページで

す。こちらの改正は体育指導委員の呼称を改めまして、「スポーツ振興法」を「スポーツ基本法」

に、「振興」を「推進」に改めるものです。この条例は公布の日から施行します。 
 ご審議の上、ご議決くださいますようにお願いいたします。 
 以上でございます。 

〇議長（望月邦彦君） 
 次に議案第５６号の補足説明を求めます。 
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 福祉保健課長、深沢茂樹君。 
〇福祉保健課長（深沢茂樹君） 

 議案第５６号 富士川町甲州鰍沢温泉かじかの湯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。 
 富士川町甲州鰍沢温泉かじかの湯条例の一部を改正する条例 
 富士川町甲州鰍沢温泉かじかの湯条例（平成２２年富士川町条例第１１２号）の一部を次の

ように改正するでございますが、かじかの湯につきましては平成２３年７月１日から平成

２８年３月３１日まで社会福祉法人 かじかの会を指定管理者として指定し、管理運営を行っ

ておりますが、今般の温泉施設のリニューアルに合わせて飲食部門の営業強化による増収を図

るため、新たに専任の調理師を置いて営業を開始したところでございますが、これまでの入浴

休憩、入浴のみの区分のうち入浴のみの区分を撤廃し、入浴休憩への一本化と利用料金の引き

下げ等により利用時間の制限をなくし、町の皆さま等がより利用しやすくしていただくととも

に、利用者にできるだけ長く滞在していただくことで、飲食の売り上げ等も伸ばして増収を図

り、町への利益還元を果たしていきたいという旨の要望がございました。 
 このため、条例の別表２中に掲げます利用料金表中の入浴休憩および入浴のみの区分を入浴

休憩のみとし、入浴料金についてはこれまでの別表中の表の左側より大人の町内者入浴休憩が

７００円、入浴のみが４００円でございますが、これを入浴休憩４００円に改めます。次に大

人の町外者、入浴休憩１千円、入浴のみ５５０円を入浴休憩６００円に。次に子どもの町内者、

入浴休憩４００円、入浴のみ３００円を入浴休憩３００円に。子どもの町外者、入浴休憩

５５０円、入浴のみ４００円を入浴休憩４００円に改めさせていただくものです。 
 附則として、平成２３年１０月１日から施行させていただくものであります。 
 例規集は第２巻の６５８ページからになりますので、よろしくご審議くださいますようお願

いいたします。 
 以上でございます。 

〇議長（望月邦彦君） 
 次に議案第５７号の補足説明を求めます。 
 町民生活課長、依田正一君。 

〇町民生活課長（依田正一君） 
 では、富士川町廃棄物処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の補足説明をさせて

いただきます。 
 先ほどの議案第５４号 地方自治法の第９６条第２項の規定に関連しまして、地方自治法第

２条第４項が全部改正されましたので、新たに富士川町における総合的な行政の運営を図るた

めの改正をするものであります。 
 この条例につきましては、公布の日から施行します。 
 例規集につきましては２巻の１８３３ページにございますので、ご参照のほうをお願いいた

します。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１０ 議案第５８号 平成２３年度富士川町一般会計補正予算（第３号）について 
   日程第１１ 議案第５９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２号）に

ついて 
   日程第１２ 議案第６０号 平成２３年度富士川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

について 
   日程第１３ 議案第６１号 平成２３年度富士川町介護保険特別会計補正予算（第２号）について 
   日程第１４ 議案第６２号 平成２３年度富士川町介護サービス事業特別会計補正予算（第１号）

について 
   日程第１５ 議案第６３号 平成２３年度富士川町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）に

ついて 
   日程第１６ 議案第６４号 平成２３年度富士川町下水道事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて 
   日程第１７ 議案第６５号 平成２３年度富士川町営農飲雑用水事業特別会計補正予算（第１号）

について 
   日程第１８ 議案第６６号 平成２３年度富士川町活性化事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて 
   日程第１９ 議案第６７号 平成２３年度富士川町水道事業会計補正予算（第１号）について 

 以上の１０議案については補正予算案でありますので、一括して議題とします。 
 町長から、本案について提案理由の説明を求めます。 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
―――― １０議案の提案理由朗読説明 ―――― 

〇議長（望月邦彦君） 
 次に、議案第５８号から第６７号までの補足説明を求めます。 
 まず、議案第５８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５８号の補足説明をさせていただきます。 
 補正予算書の裏をお開きください。 
 （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） 
 補足説明の途中でありますが、ここでしばらく休憩します。 
 なお、再開時刻は午後１時とします。 

休憩 午後１２時０５分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午後 １時００分 
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〇議長（望月邦彦君） 
 休憩を解いて、再開します。 
 補足説明を続けます。 
 次に、議案第５９号および第６０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、富士川町国民健康保険特別会計補正予算ですけども、議案第５９号をお願いいた

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） 
 続きまして、富士川町後期高齢者の医療特別会計補正予算、議案第６０号でございますけど

も、お願いしたいと思います。 
 （以下、平成２３年度富士川町後期高齢者医療特別会計歳入歳出予算補正事項別明細書朗読

説明） 
 以上でございます。よろしくお願いします。 

〇議長（望月邦彦君） 
 次に、議案第６１号および第６２号の補足説明を求めます。 
 福祉保健課長、深沢茂樹君。 

〇福祉保健課長（深沢茂樹君） 
 議案第６１号ならびに第６２号につきまして、ご説明申し上げます。 
 まず、議案第６１号の補足説明をさせていただきます。 
 平成２３年度富士川町介護保険特別会計補正予算（第２号）。 
 裏面をお開きください。 
 （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） 
 続きまして、議案第６２号の補足説明をさせていただきます。 
 平成２３年度富士川町介護サービス事業特別会計補正予算（第１号）。 
 裏面をお開きください。 
 （以下、平成２３年度富士川町介護サービス事業特別会計歳入歳出予算補正事項別明細書朗

読説明） 
 以上でございますので、よろしくご審議を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） 
 次に、議案第６３号から第６５号および第６７号の補足説明を求めます。 
 上下水道課長、保坂繁仁君。 

〇上下水道課長（保坂繁仁君） 
 議案第６３号の富士川町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）の補足説明をさせていた

だきます。 
 補正予算書の裏面をお願いいたします。 
 （以下、平成２３年度富士川町簡易水道事業特別会計歳入歳出予算補正事項別明細書朗読説

明） 
 続きまして、議案第６４号の富士川町下水道事業特別会計補正予算（第１号）の補足説明を
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させていただきます。 
 補正予算書の裏面をお願いいたします。 
 （以下、平成２３年度富士川町下水道事業特別会計歳入歳出予算補正事項別明細書朗読説明） 
 引き続きまして、議案第６５号の富士川町営農飲雑用水事業特別会計補正予算（第１号）の

補足説明をさせていただきます。 
 補正予算書の裏面をお願いいたします。 
 （以下、平成２３年度富士川町営農飲雑用水事業特別会計歳入歳出予算補正事項別明細書朗

読説明） 
 引き続きまして、議案第６５号の次の議案第６７号の富士川町水道事業会計補正予算（第

１号）の補足説明をさせていただきます。 
 補正予算書の裏面をお願いいたします。 
 （以下、平成２３年度富士川町水道事業会計歳入歳出予算補正事項別明細書朗読説明） 
 以上、よろしくお願いいたします。 

〇議長（望月邦彦君） 
 次に、議案第６６号の補足説明を求めます。 
 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、よろしくお願いいたします。 
 議案第６６号 平成２３年度富士川町活性化事業特別会計補正予算（第１号）の補足説明を

させていただきます。 
 （以下、平成２３年度富士川町活性化事業特別会計歳入歳出予算補正事項別明細書朗読説明） 
 よろしくお願いいたします。 

〇議長（望月邦彦君） 
 以上で、町長の提案理由ならびに担当課長の説明が終わりました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第２０ 議案第６８号 富士川町東川付替え及び流域下水道管布設替え工事請負変更契約の

締結についてを議題とします。 
 町長から、本案について提案理由の説明を求めます。 
 町長、志村学君。 

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

〇議長（望月邦彦君） 
 次に、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６８号の補足説明をさせていただきます。 
 東川付替え及び流域下水道管布設替え工事請負契約につきましては、平成２３年３月の定例

会においてご決議をいただいたところでありますが、工事を進めていく中で台風および度重な

る集中豪雨による水処理に不測の日数を要したことに伴う水替工および、現場土質試験結果に
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よる地盤改良工事等の増高により、今回、請負代金１，７９４万７，６５０円の増額変更につ

いて、議会の議決をお願いするところであります。 
 以上、よろしくお願いいたします。 

〇議長（望月邦彦君） 
 以上で、町長の提案理由ならびに担当課長の説明が終わりました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第２１ 認定第４号 平成２２年度富士川町一般会計及び各特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 
   日程第２２ 認定第５号 平成２２年度富士川町水道事業会計決算認定について 

 以上の２議案については決算認定案でありますので、一括して議題とします。 
 町長から、本案について決算概要の説明を求めます。 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
―――― ２議案の決算概要朗読説明 ―――― 

〇議長（望月邦彦君） 
 次に、認定第４号および第５号の補足説明を求めます。 
 説明者は款・項について、主要事業等を中心に簡潔明瞭な説明をお願いします。 
 まず、認定第４号の補足説明を求めます。 
 会計管理者、井上修君。 

〇会計管理者（井上修君） 
 では、認定第４号の補足説明をさせていただきたいと思います。 
 事項別明細をめくっていただきたいと思います。 
 （以下、平成２２年度富士川町一般会計歳入歳出決算付属書類朗読説明） 

〇議長（望月邦彦君） 
 補足説明の途中ですが、ここでしばらく休憩します。 

休憩 午後 １時５７分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午後 ２時０９分 
〇議長（望月邦彦君） 

 休憩を解いて、再開します。 
 引き続き、補足説明を求めます。 
 会計管理者、井上修君。 

〇会計管理者（井上修君） 
 では引き続きまして、補足説明をさせていただきます。 
 歳出になります。１９ページをご覧ください。 
 （以下、平成２２年度富士川町一般会計歳入歳出決算付属書類朗読説明） 
 それでは引き続きまして、特別会計の説明に移らせていただきたいと思います。 
 事項別明細の歳入からでお願いしたいと思います。 
 まず、富士川町国民健康保険特別会計歳入歳出事項別明細書で説明させていただきます。 
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 １０７ページをお願いいたします。 
 （以下、平成２２年度富士川町特別会計歳入歳出決算付属書類朗読説明） 
 以上、一般会計から特別会計までの決算について、大まかな説明をさせていただきましたけ

ども、ご審議のほどよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。 
〇議長（望月邦彦君） 

 次に、認定第５号の補足説明を求めます。 
 上下水道課長、保坂繁仁君。 

〇上下水道課長（保坂繁仁君） 
 それでは認定第５号 富士川町水道事業会計決算認定の件につきまして、補足説明をさせて

いただきます。 
 決算書２２２ページ以降をお願いいたします。 
 なお、平成２２年度は合併による消費税、納税義務免除の規定の適用を受けたため、決算額

が税込み処理となっております。また、決算額等につきましては千円単位で説明をさせていた

だきます。よろしくお願いいたします。 
 １ページをお願いいたします。 
 （以下、平成２２年度富士川町水道事業会計決算報告書朗読説明） 
 以上で、補足説明を終わらせていただきます。 
 なお、８ページ以降は水道事業報告書となっておりますので、ご参照ください。 
 以上、よろしくお願いいたします。 

〇議長（望月邦彦君） 
 以上で、町長の決算概要の説明ならびに担当課長の補足説明が終わりました。 
 次に監査委員から平成２２年度富士川町一般会計、特別会計及び公営企業会計（水道事業会

計）の決算審査に対する意見書が添付されていますので、代表監査委員の川住道夫君から報告

を求めます。 
 代表監査委員、川住道夫君。 

〇代表監査委員（川住道夫君） 
 報告に入ります前に、このたび行いました決算審査におきましては町長さんをはじめ、関係

職員の方々には大変お忙しい中ご協力をいただきまして、おかげで日程どおり終了することが

できました。厚く御礼を申し上げます。 
 それでは、お手元の資料により報告させていただきたいと思います。 
 議案書の認定第４号、第５号のうしろに意見書が添付されておりますので、ご覧いただきた

いと思います。 
 なお、時間の関係もございますので、１ページとそれから最終ページの結びのみを朗読させ

ていただき、報告に代えさせていただきたいと思います。前もって、ご了承くださいますよう

お願い申し上げます。省略させていただきますページにつきましては、後日ご確認いただきた

いと思います。 
 それでは意見書のほうからですが、朗読します。 
 （以下、平成２２年度富士川町一般会計、特別会計及び水道事業会計決算審査意見書朗読説

明） 
 以上で、決算審査意見書の報告を終わります。 
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〇議長（望月邦彦君） 
 以上で、代表監査委員の決算審査に対する意見書の報告が終わりました。 
 川住代表監査委員には、誠にご苦労さまでした。厚く御礼を申し上げます。 
 １１番、深澤勝雄君。 

〇１１番議員（深澤勝雄君） 
 動議を提出します。 
 決算審査に必要な資料提出を望みます。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ６番、齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 今の、深澤勝雄議員の決算審査に必要な資料の要求について賛成いたします。 

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

〇１１番議員（深澤勝雄君） 
 それでは今回、９月議会提出資料の一覧をお願いいたします。 
  １．平成２２年度社会福祉協議会一般会計決算書。 
  ２．平成２２年度各行政委員会および各種委員会等、会議開催数。 
  ３．文化会館決算・予算の推移（平成１８年から平成２２年まで）。 
  ４．平成２２年度文化会館自主事業収支報告書。催しものごとにお願いいたします。 
  ５．平成２２年度臨時職員月別人数、産休人数・介護休暇取得者について。 
  ６．平成２２年度年間保守業務委託一覧表。 
  ７．平成２２年度市町村普通会計決算の状況。 
  ８．平成２２年度各小中学校児童生徒数。 
  ９．平成２２年度各保育所園児数。 
 １０．保育所保護者負担金の各保育所収入未済額。過去５年間の件数、金額をお願いします。 
 １１．平成２２年度保育所時間延長・一時預かり保育利用状況。 
 １２．平成２２年度町営バス決算。バス資料によりお願いいたします。なお、デマンドバス

を含む登録者数、運行回数、利用者の人数が分かるものをお願いいたします。 
 １３．平成２２年度農村振興総合整備事業進捗状況。 
 １４．平成２２年度平林みさき耕舎及び平林活性化組合決算書。 
 １５．平成２２年度公共下水道普及率一覧表。 
 １６．平成２２年度簡易水道１立方メートル当たりの供給単価および給水原価。 
 １７．平成２１年度県内上水道有収率等調。 
 １８．平成２１年度、２２年度まほらの湯決算書。 
 １９．平成２１年度、２２年度かじかの湯決算書。 
 ２０．平成２１年度、２２年度つくたべかん決算書。 
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 ２１．平成２１年度、２２年度塩の華決算書。 
 ２２．平成２１年度、２２年度追分館決算書。 
 ２３．出生児推移状況について。これは平成１８年から平成２２年までをお願いいたします。 
 ２４．平成２２年度ゴミの収集分別状況について。 
 ２５．平成２２年度ゴミの処分費、一覧表状況について。 
 以上、２５項目についてをお願いいたします。 

〇議長（望月邦彦君） 
 深澤議員、自席にお戻りください。 
 これから、決算審査に必要な資料提出を望む動議を採決します。 
 お諮りします。 
 決算審査に必要な資料提出を望む動議を決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、決算審査に必要な資料提出を望む動議は可決されました。 
 なお、提出資料については議会終了後、配布しますのでご了承ください。 
 以上で、本日の日程は全部終了しました。 
 本日は、これにて散会とします。 
 ご苦労さまでした。 

 
散会 午後 ３時３０分 
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開会 午前１０時００分 
〇議長（望月邦彦君） 

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

ただきまして誠にありがとうございます。 
 これから、平成２３年第３回富士川町議会定例会第２日の会議を開きます。 

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

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

しておきましたとおりです。また、中込文江教育委員長には大変お忙しい中、ご出席をいただ

き、誠にご苦労さまです。 
 本日は、一般質問の日程になっております。 
 質問回数について、申し上げます。 
 会議規則第５５条の規定により３回までとなっていますが、今定例会に限り質問の回数は無

制限としたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、質問回数を無制限とすることに決定しました。 
 次に、発言時間について申し上げます。 
 今定例会に限り、質問についての各議員の発言は、会議規則第５６条第１項の規定によって

答弁時間を含めて４０分以内とします。 
 一般質問の通告者および当局者は、質問ならびに答弁の趣旨を具体的かつ簡潔にお願いする

とともに、議会運営にご協力をお願いします。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第２ 一般質問。 

 質問の通告者は７名であります。 
 これから、通告順に一般質問を行います。 
 それでは通告１番、７番、井上光三君の一般質問を行います。 
 ７番、井上光三君。 

〇７番議員（井上光三君） 
 それでは、通告に従いまして質問をさせていただきます。 
 私から地域医療問題につきまして、町民が一番関心のある問題だと思いますが、これにつき

まして、７点ほど質問させていただきます。 
 まず１点目、地域医療再生計画の峡南医療圏の進捗状況ということですが、全体につきまし

て進捗状況をお伺いいたしますが、これは平成２２年度から２５年度までの４年間の計画と
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なっていますけども、これまで１年半、２２年度は終わっておりますが、２３年度、半年が過

ぎております。この部分、計画どおり、予定どおり行われているか、その進捗状況をお伺いい

たします。 
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） 

 井上光三議員のご質問にお答えを申し上げます。 
 峡南医療圏における地域医療再生計画は救急医療体制の確保、在宅医療の充実等を重点化し、

過疎・高齢化が進行する峡南地域に暮らす住民の皆さまが、安全・安心を実感できる医療体制

を確保することにより、温かみのあるぬくもり二次医療圏を創出するため、平成２１年度に策

定されました。 
 本計画の期間は平成２２年１月８日から平成２５年度末までと定め、脆弱な医療提供体制、

救急患者の受け入れ態勢、高齢化・過疎化の進行に伴う在宅医療提供体制など、峡南医療圏域

が抱える課題に対して圏域内の医療連携方策を検討するため、北部と中南部の２つに区分した

医療連携部会、在宅患者に訪問看護をはじめとする医療提供機能の充実を図るための在宅医療

支援部会、病院間の連携や機能分担を支えるために患者の検査結果等を共有するシステムの構

築を図るための医療情報ネットワーク部会の４つの部会を編成し協議を進めており、一部の事

業においては平成２３年度から実施されるなど、徐々にではありますが本計画に基づいた事業

が進められております。 
 はじめに北部地域医療連携部会でありますが、この部会は市川三郷町と富士川町の関係者で

構成する地域医療体制調査検討委員会を代替組織として、医療連携方策を検討しております。

現在、検討委員会において３病院を統合することが望ましいとの検討結果をとりまとめ、両町

に対して意見集約を求めている状況であります。 
 次に中南部地域医療連携部会でありますが、中南部地域に位置する飯富病院と身延山病院の

医療連携と機能分担の方向性に関して、具体的な実現方法や実現した場合の経営収支シミュ

レーションなどについて、協議を進めている状況であります。 
 次に在宅医療支援部会でありますが、ここでは在宅医療全般に対する相談機能と在宅患者に

対する医療提供や訪問看護などがなされるよう、関係機関を調整する機能を持つ在宅支援セン

ターを拠点病院内に設置する在宅医療支援センター設置事業や、在宅患者の生体データを端末

により拠点病院に送信できるシステムの導入などにより、医療提供体制の整備を図るための在

宅健康管理システム整備事業、地域医療に関わる医療従事者を確保するための医療従事者育成

プログラムを作成し、中南部の拠点病院へ医師研修を受け入れる地域医療従事者育成支援事業

などがあります。 
 平成２３年４月に飯富病院内に在宅医療支援センターを開設し、在宅健康管理システムとの

連携により在宅患者に対しての医療提供を始めているところであります。また地域医療従事者

育成支援事業は平成２２年度に飯富病院が育成プログラムを作成し、平成２３年度からプログ

ラムに基づいた研修を実施する段階となっております。 
 次に医療情報ネットワーク部会でありますが、病院間の連携や機能分担を支えるために患者

の検査結果等を共有するシステムを導入し、医療連携をスムーズにし、効率的な診療を可能に

するための協議を進めているところであります。 
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 以上が、地域医療再生計画の各部会における進捗状況の概要でございます。 
 最後に本計画の総事業費２５億円に対する事業執行額からの進捗率を申し上げますと、平成

２２年度末の執行額は３，２００万円余り、執行率は１２．８％となっております。 
 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） 
 私の通告内容が、簡略に通告文を通告しましたので、ちょっと答弁のほうが進捗状況、それ

ぞれ部会ごとの細かいところまで答弁をいただいたんですが、私は例えば２２年度予定されて

いる予算がどの程度、執行されたかという部分を特にお伺いしたかったんですが、今、お伺い

しますと１２．何がしかのパーセントの執行だということですが、平成２２年度予算が執行さ

れなかった部分がどういう状況なのか。執行されなかった原因等が分かりましたら、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） 

 峡南地域の医療再生計画に基づく事業の執行、平成２２年度の執行額は３，２００万円余り、

全体からいくと１２．８％ということでありますが、これは各部会ごとに２５年度までにこう

いう計画を進めていこうということで、それぞれの部会の中で当初の目的に向けて今、鋭意研

究・検討しているところであります。全体とすれば、２５億円は予算割が当面してあるわけで

ありますけども、そのとおり事業がいくかどうかというところもありますから、全体、２５億

円の中で予算は流用しながらやっていくことになっておりますので、当然、この北部の地域医

療にいたしましても、その中で主なものは病院の統合関係の経費、７億円入っておりますけど

も、それは南部が一部入っておりますので、その中で５億円と承知をしておりますが、それ以

外には一次病院と二次病院の連携、これは鰍沢病院の中島医院長さんが会長で進めております

けど、全体の様子がまだ分からないという段階ですので、そちらのほうにどのくらいの経費を

投入していいのか分かりませんから、全体を見ながら、今、峡南の医療連携部会の中で進めて

いるところであります。 
 先ほど課長が答弁したのは、全体の中で２２年度までに執行した部分、そしてまた峡南北部

のわれわれの地域のことだけで、病院の連携、統合の問題でいけば、昨年度はシミュレーショ

ンをした経費、予定では１００％執行し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） 

 この問題、あんまり時間をかけたくないんですけども、今のお話ですと２２年度執行されな

かった分は２５年までにやっていくということですが、私がちょっと確認した中で、特に医療

従事者の確保の部分、寄付講座の部分、ここは今のわれわれが勉強してきた中では、２５年度

までに使えない状況ではないかというような覚えがあるんですが、例えばここの部分の使えな

かった部分、早めにほかのところへ流用していくという形。先ほど、今、調査検討委員会がやっ

ている７億円のところに、振り替えて使えるということはできないのかどうか。特にこの寄付
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講座の部分、私はちょっと無理だと思うんですけどもね。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） 

 今の予定ですと、山梨医大のほうにこれからの医師確保ということで、研修医、指導医３名

ずつ６名を派遣していただくために、２億７千万円の寄付講座を設ける予定になっております。

それで医大のほうも、今の状態ですと人が出せないという状況ですけども、この北部地域で中

核病院が確立されれば、それはやっていきたいということでありますから、そちらのほうの手

がかりが出てくれば、それは県が執行する部分になると思いますけども、２億７千万円、今の

ところは医大のほうに、医師確保のための寄付講座をつくるために支出する予定でおります。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ７番、井上光三君。 
〇７番議員（井上光三君） 

 分かりました。時間をあまりかけたくないので、次に移ります。 
 ２点目、先ほどから話が出ています地域医療体制調査検討委員会の今後のスケジュールです

が、調査検討委員会はこれまで検討結果案を示されまして、これは私どもの議会でも町から意

見集約を求められ、議会で意見集約をして、それをまた町に返し、町では先般、調査検討委員

会にこの意見集約の回答をしたようでございますが、市川三郷町が意見集約を出したかどうか

というのはまだ私どもも確認しておりませんけども、今後の検討委員会のスケジュール、これ

についてお伺いいたします。 
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） 

 今後のスケジュールについて、申し上げます。 
 地域医療体制調査検討委員会のスケジュールにつきましては、両町において町としての意見

をとりまとめていただき、回答が得られたのちに検討委員会の開催を予定しております。 
 両町の意見集約結果をとりまとめ、本委員会の上部組織であります峡南地域医療連携協議会

へ報告し、承認を求めることになります。 
 なお、本委員会は峡南地域医療連携協議会傘下の北部地域医療連携部会を代行する形で進め

てきておりますので、地域医療再生計画の事業期間であります平成２５年度末まで存続してい

くこととなります。 
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） 

 今の答弁ですと、町から出された意見集約については、この調査検討委員会でまとめて、そ

の上の医療連携協議会で承認をもらうということで、実際の調査検討委員会の役割として、こ

れは２５年度まで部会の代替組織であるから、２５年度まで続くということなんですが、調査

検討委員会の最初のスケジュールを見ますと、まず意見集約を、最初のスケジュールですと

２２年度までに求めて、２２年度に協議会を設置すると。協議会の規約等を議会に諮る。議会

の承認を得たら、２３年４月に協議会を設置するというような案でしたけども、これはだいぶ
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遅れていますけども、例えば協議会を設置したあとも残るという形ですね。ですから協議会の

協議する内容と検討委員会の検討する内容は、必ずしも同じではないということなんでしょう

か。そこらへんを。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 地域医療調査検討委員会は、北部全体の医療体系を考えていく組織であります。そして、そ

の上部団体は県が指導する地域医療の再生計画、これを進めています峡南地域医療連携協議会

ということになりますので、そちらは地域医療の問題として２５年までは存続する。そして今

度、立ち上げられるかどうかはちょっとまだ分かりませんけども、市川三郷町と富士川町でや

る協議会については、２町で設立する病院の内容について、中身を協議していく協議会であり

ますので、組織が違うと考えていただければよろしいかと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ７番、井上光三君。 
〇７番議員（井上光三君） 

 協議会のことについては、次のあとのほうでまた質問させていただきますけども、そうしま

すと、この調査検討委員会の役割として、特に病院の統合問題、統合問題は調査検討委員会で

シミュレーションを出して、両町に意見集約を求めていますよね。意見集約が両町で出て、調

査検討委員会では、先ほどの答弁ですと連携協議会で諮って承認を得て、そのあと協議会で協

議するまでの段階、例えばどんな病院をつくるのかという基本的な構想なんかは、この調査検

討委員会でつくって、それを協議会のほうで、あとを任せるのか。どういうふうなのか、ちょっ

とお願いします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 調査検討委員会は決定機関ではありませんので、望ましい医療体系を医師、医療従事者の皆

さんとともに今、決めているところであります。過日、その形が両町に送られてきたわけであ

りますけども、これからつくろうとする病院の形については合併と同じですので、両町から選

出された協議会の委員さんにいろいろ議論していただきながら、望ましい、新しい病院のスタ

イルを検討していただくということになると思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ７番、井上光三君。 
〇７番議員（井上光三君） 

 もう１つ確認したいんですが、協議会の、ある程度のことはもう協議会のほうで任せるとい

うことなんですが、協議会自体は地域医療再生計画の中の組織ではなくて別途につくるという

ことでよろしいわけですね。そこだけちょっと確認を。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 そのとおりです。 
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〇議長（望月邦彦君） 
 ７番、井上光三君。 

〇７番議員（井上光三君） 
 分かりました。では、次に移ります。 
 ３番ですが、病院統合問題について、町として今後、町民への説明をどのように行うかとい

うことです。 
 これまで議会でも一部地域で懇談会を行ったときに、町民の皆さんからはこの問題について

質問がありまして、そのときには議会でも十分な情報がなくて、十分な回答ができなかったと

いうふうに反省をしているんですが、これからも議会としても町民には説明をどのようにして

いくかということはまた検討しながらやっていきたいと思いますけども、町として今後、これ

は新聞の情報しか得ていないんですね、町民は。これは大変、重要な問題なんですけども、ど

ういうふうな形で今後、町民に説明を行っていくのか、そのへん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） 

 病院統合問題の住民説明についてのご質問にお答えをいたします。 
 峡南北部の地域医療の確保につきましては、私の選挙公約である富士川町の目指すべき未来

のための重点施策の１つに掲げてあります。こうしたことから、あらゆる機会を捉えて、住民

の皆さまには今、峡南地域の置かれている医師不足による病院の経営状況や救急医療の実態な

どとともに峡南地域保健医療推進委員会、これが最大の、再生の上部団体になりますけども、

ここでの取り組み状況、それに対する私の考え方も住民の皆さまには説明をしてきました。 
 特に各地区で開催いたしました総合計画の策定に伴うワークショップにおきましても、冒頭、

医療の実態、病院の現状や調査検討委員会における病院統合の動向なども説明してきましたこ

とから、町の総合計画に対する住民の意見もほとんどの地域で医療の確保、病院の存続という

のが一番の状況でありました。 
 また過日、議会のほうからも回答をいただきましたので、こうした住民の多くの意見と議会

の回答をふまえ、市川三郷町と富士川町が関与する病院の形態を、経営母体をつくって、そし

て医師の確保を図りながら、峡南地域の医療体制そして医療内容、これを充実していきたい。

併せて病院の経営の効率化も図っていきたいという回答を、調査検討委員会のほうへいたしま

した。 
 今後は市川三郷町からの回答を待つこととなりますが、市川三郷町からの回答も同一見解で

あれば、両町の議会に病院設置のための協議会設置案件を提出いたしまして、議決をいただい

たあとに協議会が設置されることになります。その協議会の中で経営主体のあり方、病院の基

本構想など、主要項目の協議が進められてまいりますので、それが進んできた段階で絵語りが

出てくると思いますので、住民に対してもしっかり説明会を開催していく予定であります。 
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） 

 町民への説明はぜひ、こまめにやっていただきたいと思いますが、特に地域医療体制の充実

とか抽象的なことではなくて、町民が一番、今、関心を持っているのは統合がどうなるのかと
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いうことなんですね。鰍沢病院が市川と一緒になるのか、ならないのかというのも細かくは新

聞の記事でしか分かっていないということがありますので、今後またぜひ、そのへんのところ

を、例えばホームページに病院の欄を設けてやるとか、先ほど対話集会等を実施するというこ

とですが、あと広報等の中にもそういう病院の、毎回、病院のところがどうなっているかとい

うふうなところを設けるとか、ぜひやっていただきたいと思いますし、その協議会が始まって

からということではなくて、始まる前もなんとかやってほしいと思いますけど。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 町村合併のときもそうですが、どういう形になるかは協議会で決めていくことでありまして、

私が決める問題でもないと思います。それは統合の必要性は今、訴えておりますけども、その

あとどういう形になるか。今、鰍沢病院という言葉が出ましたけども、鰍沢病院という言葉も

たぶんなくなるんではないかなと思っております。 
 新病院がこの地域に設立をされて、そして３病院統合した新病院が設立されて、今よりも潤

沢な医師の数、そしてまた看護従事者の数、そういう中でしっかりした医療体制と診療の内容

が充実できる。そういうようなことは言っておりますけども、どこにどういうふうな病院がど

ういう形で出るかというのは、これから協議会を設置して決まっていくものですから、合併の

ときもそうでしたけども、協定項目、主要項目のことを羅列しながら、それがどういう形で進

んでいったか、これは住民の皆さんにしっかり説明をしていかなければならないと思います。 
 今、富士川町の役場の中で誰に聞いても病院の名前もたぶん知らないだろうと思いますし、

お医者さんが幾人で、どういう診療体系をやるかもまだ誰も分かっていないと思いますので、

今、説明をするとかえって混乱が起きるんではないかと思いますから、しっかり形で出た段階

で、決まってきた段階でやっていきたい。最終的にはまた議会の、最後に議決をいただくこと

になりますので、そのときまではしっかり住民の皆さんが同じ問題を共有できるようにやって

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） 

 ぜひ町民への説明というのは、十分にやっていただきたいと思います。 
 それでは、４番目に移ります。 
 ４番目は、調査検討委員会の役割が終わった場合、先ほどのお話ですと、調査検討委員会は

２５年度まで引き続くということなんですが、この中で新たに協議会を設置するというふうな

ところがありましたので、スケジュールの中に。ここの部分はまだ、調査検討委員会でどうす

るかということが分かっていない部分があるかと思いますけども、分かる範囲で、町長の考え

でもよろしいですが、その設置の時期であるとか協議会の役割、あるいは構成をどのように考

えているのか、これは町長のお考えでよろしいです。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） 

 協議会の設置時期、役割、また構成も含めての質問だと思いますので、お答えをします。 
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 今、あります地域医療の調査検討委員会は、先ほど言いましたけども、峡南地域医療連携協

議会の北部地域医療連携部会の代替組織でありますので、これとは別に協議会は市川三郷町と

富士川町で、まさに病院設置のために設置しようとするものであります。 
 設置の時期は、市川三郷町からの回答を待つことになりますけども、同一見解でなければ無

理だと思いますが、同一見解であれば地域医療再生交付金の期限も２５年ということに決まっ

ておりますので、準備が整い次第、早急に両町の議会に提出をしていきたいと考えております。 
 また協議会の役割につきましては、先ほどもちょっと言いましたけども、新病院の経営形態、

当然、母体のあり方もありますけども、それを含めた経営形態、そして名称、また病院の位置、

病院を１つにするのか、主の病院、従たる病院を置くなのか。そういうことも含めて、また開

院の日などの主要項目が出てくると思いますので、そういった主要項目のほかにも職員の取り

扱い、組織をどうするのか。それに伴う条例規則、こんなものが出てくると思います。市町村

合併協議会と同様に、新病院開設に向けた細部についての協議を協議会にお願いすることとな

ると思います。 
 なお、この協議会の委員さんですが、これは市川三郷町と協議を進める中で構成していくこ

ととなりますけども、両町の町長、そしてまた町議会議員の皆さまは当然、入っていただくよ

うになると思います。それにまた、それぞれの病院の関係者、また地域医療の代表者、民間の

有識者、合併協議会の協議会委員さんと同じような形で、また人選がされると思います。 
 細部については、これからということになりますけども、２５年が最終年度、そしてまたこ

の調査検討委員会で両町に出した検討結果案も若干、遅れを生じてきていますので、これから

方向が同じになれば急いでやっていかなければならない、こんなふうに考えております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ７番、井上光三君。 
〇７番議員（井上光三君） 

 協議会はこれから、市川三郷町との歩調を合わせるという部分があるかと思いますが、１つ

確認したいんですが、町の合併のときには、この協議会は法定協議会でしたけれども、これも

合併特例法の中と、あるいは地方自治法に基づいて法定協議会ですが、今回はどういうふうな

形なるのか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 私どもが市川三郷町と任意でつくって準備を進めれば、任意の協議会になると思いますが、

先ほど申しましたように、同一見解であれば、まず議会の議決を経てという考えを持っており

ます。議会の議決をいただければ、設置に向けた法定協議会になっていくと思っております。 
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） 

 私は任意でいいのかなと。任意といっても、当然、構成とかなんとか、規約とか議会の承認

というか、議会の確認をいただきたい。これはなぜ任意かというと、町村合併の場合の法定協

議会は合併特例法で置かなければならない。根拠としては、地方自治法の２５２条の２という

ことなんですが、合併特例法がなくて、例えば病院の統合だけで協議会をつくるとなると、地
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方自治法しか適用できないですね。地方自治法を適用すると、構成員は職員でしかないと。こ

れは私のそういうふうな理解なんですが、これは間違っているかもしれませんけども、合併特

例の場合は、特例の中で地方自治法の規約にかかわらず、これこれこういう構成員を置くこと

ができるというふうになっていましたので、町村合併のときには議員が入ったり、学識経験者

が入ったりとかするんですが、今回、合併特例法とかということではないわけですから、両方

の町にある病院の統合ということですから、地方自治法のここの部分しか適用しないとなると、

構成員は職員ということになると大変、これは問題であるというようなことですので、そこは

また調べておいていただければいいと思いますが、その構成員の中にぜひ私は、町民を公募で

何人か入れてほしいと。単なる団体のこういうところとか、それからもう１つは、これはまた、

あとで細かいところは。ただ、その公募で構成員を入れてもらいたいというところだけ、これ

は要望として言っておきます。 
 では、次に移ります。 
 ５番目、これもちょっと協議会との兼ね合いもあるんですが、病院を統合し、新たな形態に

病院をつくっていく場合、協議会とは別に経営感覚も含め、専門的な立場で検討が必要との意

見もあるということで、これは協議会の中にこういう専門的な立場のところの、例えば何々部

会とか入れるのか。まったく別にやっていくのか。例えば、こういうのはコンサルも含めて、

町長の考えでよろしいと思いますが、専門的な立場で意見をもらえるような組織をつくる予定

があるのかどうか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 先ほどの質問で、一部事務組合も地方公共団体でありますので、合併特例はありませんけど

も、地方自治法に基づく地方公共団体になっています。先ほどは両町の町長、町議会議員さん、

これへ入っていただきたい。ですから病院の関係者、地域の医療代表者、こういう人たちに地

域の医療も一番根幹になる病院だと思いますので、両郡の医療の代表者にも入っていただきた

いということは申し上げました。 
 地方公共団体の職員は職員でありますけども、新しくそういう地方公共団体をつくるときに

は、合併のときにも同じですが、別にこれは特例がなくても同じ形をとっていかなければなら

ないと思いますので、任意協でもそれはいいかもしれないです。任意協であれば、議会にこん

なに説明をしなくて、もう形ができてから議会のほうに提案すればいいということになると思

いますが、最初から議会の皆さんにも、先ほどおっしゃられたとおり、住民の皆さんも関心の

高い案件でありますので、議会の皆さんにも、今回もそうですけども、事前にご協議をいただ

いたり、これからもそういう部分はたくさん出てくると思います。 
 富士川町にしても、市川三郷町にしても、地域の病院を守る特別委員会というのもいち早く

立ち上げていただいていますので、そこをないがしろにもできないかなと思っておりますので、

協議会の中にもぜひご協力をお願いしたい。そしてまた両町の議員さんは、これからつくられ

る、成立すればつくられる一部事務組合の議員さんにもなっていただかなければならないと思

いますので、最初から関与していただきたいという意味で、両町の議会の議決を経てから協議

会を立ち上げたい。こんな考えで、私はおります。そして、その中には当然、民間の有識者と

いうことでありますから、民間の人にも入っていただきたいと思っております。 
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 先ほどの質問で、専門的な立場での検討が必要ではないかということでありますけども、新

病院の経営主体とか、経営形態につきましては極めて重要な協議項目でありますので、病院設

置のための協議会の中で市町村合併と同様な協議を進めていただきながら、病院の経営、そし

てまた診療など複数の専門部会を設けながら、専門的に叩いていただかなければ、全体が出て

こないんではないかなと思います。 
 その専門部会の中には当然、専門的な立場の皆さんにも入っていただかなければ、われわれ

が病院のこと、診療のこと、ど素人でありますので、そういった専門の方、そしてまた先進的

ないい事例を手掛けた人がおられれば、そういう人たちも入っていただきながらの、たぶん部

会が出てきて、その部会で議論を深め、そして部会としての成案をつくりながら、最終的には

協議会でそれを決定していく、こんなような形になっていくんではないかと考えております。 
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） 

 協議会は今後、設置また構成員等、検討されるんでしょうけども、難しい問題ですので、ま

た専門的な立場でないと分からない部分もありますので、ぜひお願いしたいと思います。 
 これは要望なんですが、協議会に私は山梨大学の医学部の先生がなんらかの形で関わるよう

な形がぜひほしいと思いますので、そこをまた今後、検討をしていただきたいと思います。 
 では、６番目に移ります。 
 これまでの検討、富士川町と市川三郷町、２つに分かれていましたので、２町の合意がなけ

れば前に進まないという大変な状況がありました。今後も同じような形ですと、例えばこれま

での調査検討委員会から意見集約を求められていたのが、なかなか両町の議会でも回答が遅れ

たというような部分があります。それでかなり遅れてきたというような部分がありますけども、

このへんがどういうふうにやり方を進めていけば、もっと円滑に進むのか。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） 

 今後の進め方も含めて、お答えをしたいと思います。 
 峡南北部地域の医療体制が調査検討委員会のスケジュールに対して、遅れを生じてきた原因

の１つには、現に病院を経営している町と、全然病院を持たない町による病院の統合連携問題

だったからだと思っております。特に現に病院を運営しています市川三郷町は、病院の連携・

統合を検討する前に、今の町立病院について存続が可能か否かと。もし、そこで不可能であれ

ばどんな方策があるなのか。それを協議した上での判断となると思いますので、市川三郷町の

議会が結論を出すにしても時間を要した、こんなことが原因だと思っております。 
 今後は両町における、そういう協議会が立ち上げられれば、協議項目、協議事項、そしてま

た疑義が生じた場合でも両町の合意というものが原則でありますので、当然、協議項目につい

ては時間を要する問題もあると思いますけども、お互いに市町村合併の経験もありますので、

この地域の住民の命がしっかりとした医療体制で守れるということが何より重要でありますの

で、これからは方向性が１つになれば、お互いに互助互譲の精神で、いろんな問題の解決がやっ

ていけるんではないかなと。これまでは出発、スタートラインに立つまでにそれぞれの町の立
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場が違いましたので、それは一概にはどこがどうだということは言えませんけども、市川三郷

町については今、病院を現に経営している。その病院があるがためにそれをどうするかという

問題が先にあったと思いますので、ここまで時間を要したと、こんなふうに考えております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ７番、井上光三君。 
〇７番議員（井上光三君） 

 市川三郷町では自分のところの病院を持っている。富士川町では、まったく自分のところの

病院ではないということで、これまでちょっと難しかった部分もあると思いますが、協議会で

はぜひ早めに進めてほしいと思います。 
 特に私も新聞の記事でしか分からないんですが、市川のほうでは一応、意見は集約したけど

も、今後の協議によっては離脱もあり得るというような新聞にもなっていましたので、そのへ

んはこれからの協議が円滑にいくようにお願いしたいと思います。 
 それでは最後、７番目ですが、これもいろいろと協議会との兼ね合いもあると思いますが、

病院統合を進める場合、両町からの専任の職員を配置して準備室等を設置する。これも私は早

めに設置したほうがいいと思うんですが、これからの協議会、あるいは検討委員会の協議の中

で出てくるかと思いますが、これもやはり町長の考えでよろしいですから、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） 

 準備室なり専門職員を置いたほうがいいではないかというご質問でありますけども、昨年、

峡南地域の医療連携協議会におきまして、４部会設置することが決定した際に、この北部の地

域医療連携部会については、その代替組織として地域医療体制調査検討委員会というのを立ち

上げました。その際に同委員会の事務局として、市川三郷町と富士川町および関係３病院の職

員によるプロジェクトチームを立ち上げてあります。 
 連携部会と今後の協議会は、組織は別でありますけども、ほぼ目的、内容は一緒になります

ので両方が別々のことをやっても困りますので、今後、７人で委員会の事務処理をあたってい

ます、このメンバーを今後、協議会が設置された際には協議会の事務局を併せてやらせる。こ

んな組織体系でよろしいんではないかなと、私自身は考えております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ７番、井上光三君。あと１分半くらいです。 
〇７番議員（井上光三君） 

 分かりました。 
 現在のプロジェクトチームがそのまま移行するような形ということで、私もそれが一番、う

まくいくのかなと思っておりますので、もう時間ですので、ぜひ病院問題というか地域医療問

題、これは非常に町民の関心も高いわけですし、われわれ、町に出ましても、この質問が一番

多いわけですので、これからは特に町民への説明も十分にしていただいて、この地域医療を守

るために、どんな方向がいいのかということをぜひしっかりやっていただきたいと思います。 
 私の質問は、以上で終わります。 

〇議長（望月邦彦君） 
 以上で通告１番、７番、井上光三君の一般質問を終わります。 
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 続いて通告２番、５番、市川淳子さんの一般質問を行います。 
 ５番、市川淳子さん。 

〇５番議員（市川淳子君） 
 それでは通告に従いまして、一般質問をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 
 私の今回の一般質問は、富士川町独自の助成金・補助金制度の意義と活用についてというこ

とでお伺いしていきたいと思います。 
 まず第１に、それぞれの市町村が行っている独自の助成金・補助金の制度は、その市町村の

政策をアピールする重要なものであると私は考えておりますけども、志村町長の助成金あるい

は補助金制度の基本的な考え方をお伺いいたします。 
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） 

 それでは、市川淳子議員のご質問にお答えをいたします。 
 補助金は一般的に政策的な補助金、奨励・育成的な補助金、そしてイベント活動などの補助

金がありますが、いずれも地方公共団体が公益上の必要性を持つと認めた場合に支出されるも

のであります。 
 以上でございます。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ５番、市川淳子さん。 

〇５番議員（市川淳子君） 
 今、課長の答弁の中で町が必要と認めるときに、この助成金が活用されるというお話だった

んですが、その必要と認めるときというのが問題でありまして、どういうところを必要とする

のか。そこに何を見出しながら、それを必要と感じるのか。あるいはそれを執行しようとする

のか、そこの基本的な考え方を私はお伺いしたいんですけども、いかがでしょうか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 補助金、助成金の基本的な考え方という質問を受けましたが、町長のと言いましたけども、

これは私だけではなくて、町全体、役場職員同じ考えで補助金・助成金は交付していますので、

財政課長に答えさせました。 
 助成金とか補助金というのは、住民生活に関わる生活支援、また各種団体の運営に関わる活

動支援、大きく分けてこの２つであると考えております。それが先ほど言いました奨励・育成

的な補助金になのか、イベント活動的な補助金になのか、いずれも町のために有益、公益でな

ければならないということが基本でありますので、そこを考えながら予算案を提案させていた

だいているところであります。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ５番、市川淳子さん。 
〇５番議員（市川淳子君） 

 もちろん職員の方たちは、全員が富士川町という看板を背負って町民の方たちに向かい合っ

ているわけですから、志村町長独自のということはないと思いますが、でも私はいろんな補助
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金・助成金、今まで議会でも可決したりしましたけども、その新しい富士川町独自の補助金・

助成金というものは、かなり首長にこういう思いがあるから、あるいはこういうまちづくりを

したいから、この助成金に対して行いたいというような思いが込められているものだと私は認

識していました。このようなことで町長にお伺いしたわけですけども、もし何か、それであり

ましたらお願いします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 先ほど住民生活に関わる生活支援とか、イベント等の各種団体の運営に関わる補助金という

ことを言いましたけども、当然その中にはこの富士川町の現状に照らし合わせて、そして住民

が何を求めているのか。今のこの町に何が足りないのか。そういう中から、例えば子どもが少

ない中で不妊治療費の助成を県下に先駆けてやるとか、遅ればせながらではありましたけども、

子どもたちの医療の窓口無料化を中３まで引き上げるとか、そういうのはこの町の実情を見な

がら、また各地域の住民の皆さん、議会のご意見を伺いながら、町として必要性を判断しなが

らやっているところであります。 
 今、生活支援といいましたけども、この地域の商工業界にしてもちょっと寂しい感がありま

すので、昨日はじめた朝市なんかも実行委員会に補助金を出しながら、鰍沢地区に人が集まっ

ていただいて、あそこの人たちが今度はその商店街へ流れていただけるような気持ちを持ちな

がら、あそこでイベントをしていただこうと。それに助成金を出していくということでありま

す。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ５番、市川淳子さん。 
〇５番議員（市川淳子君） 

 今の町長の言葉で、私はちょっとほっとしました。最初の課長の答弁の、いかにも行政的な

かくかくしかじかというような答弁だけで終わっていたらどうしようかと思ったんですけども、

やっぱり最後の、その町長の今の助成金・補助金に関する基本的な考え方、住民が何を求めて

いるのか。一体、この町に何が足りないのか。何を補強することで、この町民の人たちが元気

になれるのか。町の行政に向き合ってもらえるのか。そういうところが、その補助金・助成金

の一番のポイントではないかなと思いました。 
 次の質問にいきます。 
 そのような中で、現在、それぞれの助成金・補助金制度がどのように活用されているのか、

現状をお伺いいたします。 
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） 

 それでは、現在の活用の現状についてお答えをいたします。 
 平成２３年度当初予算において１５０件、１億５，３００万円を団体や個人に補助金として

交付する予定であります。この１５０件の多くは団体の活動に対する運営補助でありますが、

いずれも町の事業推進に必要不可欠なものであり、補助金の意義が十分に生かされているもの

と考えております。 
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 しかし、中には施策の浸透や普及により補助目的が達成されたもの、社会情勢の変化により

事業効果が薄れているもの、補助金の必要性はあるが改善すべき事項があるものなどが見受け

られますので、事務事業の見直しの中で精査していきたいと考えております。 
 以上でございます。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ５番、市川淳子さん。 

〇５番議員（市川淳子君） 
 私は、３番の質問にも移りますけども、ちょっと関係になりますけども、補助金あるいは助

成金を必要ではないものはカットしろと、そういうことを言っているわけではなくて、せっか

く補助金とか助成金の制度を設けまして、いろんな団体にそれを配布して、その活動を活発に

するために、その町が経済的というか、そういう支援をしていく、人材的な支援もありますけ

ども、そこにどういうふうに寄り添っていくのかなということを、非常に疑問に思うわけです

ね。もちろん、お金を使って、こういうふうに活用されたということを十分に、その職員の方

たちが把握できて、それで理解できて、また次にということであれば、それはそれでいいと思

いますけども、３番に移りますけども、これらの活用状況を踏まえて、今、課長が答弁なさい

ました現状を踏まえまして、これを今、言ったように、いつどのような形で検証されているの

か。また検証した結果、どのような問題点が課題として残っているのかをお伺いいたします。 
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） 

 市川議員のご質問にお答えをいたします。 
 平成２２年度に民間有識者で構成をいたしました住民評価委員会、これを立ち上げまして補

助金等を含む事務事業の見直しの外部評価を始めました。評価対象としているのは、町の単独

事業で、見直しの基準は、先ほども言いましたけども補助目的が達成されたもの、それから事

業効果が不明確または乏しいもの、それから改善すべき事項があり見直しを必要とするものな

どであります。 
 評価にあたりましては一次評価を各課で行ってきて、そして次に二次評価を役場の課長で構

成する評価検討会議で行い、そして最終的に住民評価委員会において第三次評価を行ったとこ

ろであります。 
 平成２２年度は１０事業のうち廃止と評価されたものが２事業、それから内容の見直しを伴

う継続と評価されたものが８事業ございました。いずれの事業も住民評価委員会では費用対効

果を求める声があり、今後も町単独事業全般の見直しが必要というふうになっております。 
 以上でございます。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ５番、市川淳子さん。 

〇５番議員（市川淳子君） 
 私はその住民評価委員会というのはもちろん大事なところだと思うんですけども、やはりそ

ういう評価という、検証しかできないのかなというのが１つあります。職員あるいは、その課

が自分たちが抱えている助成金、あるいは補助金の制度が例えば子育て支援課、あるいは福祉

保健課、そういう課によってそれぞれの補助金を抱えていると思うんですね。先ほど課長さん
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たちは、各課で課長会議もあって、その検討がなされているんだということをおっしゃいまし

たけども、例えば、私は一町民として、例えばヒブワクチンの助成金はどうなっているんだろ

うなと調べたいと思いますよね。一お母さんが小さい子どもを持って、いよいよその接種の時

期になったから私は調べたいと思ったときに、まず今のお母さんあるいはお父さん、若い人た

ちだったら、まずホームページを見ます。私は、その富士川町のホームページを調べてみまし

た。非常にトップページはいろんなことが載っていまして、なかなかだなと思いました。その

中に、私はこの町の助成金・補助金を知りたいというときに、どこにアクセスすればいいのか

なと。たぶん暮らしの情報だろうなと思って、暮らしの情報あるいは、ここがちょっと富士川

町は変わっていましたけども、生活のシーンからという、そのパターンがあるんですよね。そ

こには出産、育児、引っ越しとか戸籍とかいろいろありまして、ほとんどこの内容は暮らしの

情報と同じような形になっていました。 
 まず暮らしの情報をクリックしますよね。そうすると、これは私、インターネットのホーム

ページのやり方が悪いとか言っているわけではなくて、ちょっと違うんですけども、そうする

と、まず１４項目がずらっと出てくるんですね。なんにもなくて１４項目、たぶん出産、育児、

引っ越し、戸籍、環境、住宅とか出てきます。そして私は、たぶんこれは育児だろうと思うで

はないですか、ヒブワクチン。そして育児のところにクリックする。そうすると、そこにまた

７項目出てくるんです。そしてそれが母子保健、保育所、児童センターとあって、手当・助成

制度ほかとあるから、たぶんこれだろうと私は飛びついたわけですよ。ここかなと思ってやっ

たけども、ここには出ていなかった。ヒブワクチンは何になるのかな、では健康なのかなと、

逆のほうに、情報のほうに戻って健康のほうをやったわけです。出てこない。どういうことな

んだろうと思って、もう１回、その育児のほうに戻って、今度は母子保健をやったら、やっと

出てきたんです。 
 こういうことが私は、評価委員も結構です。いろんな制度を持つのもいいんです。ただ、そ

ういうことは直接、町民の目線に立ってやっていただくというのは職員にできないことはない、

私はそう思っています。 
 そしてさらに町長、私も一生懸命訴えましたけども、不妊治療の制度あるいは子宮頸ガン、

これは富士川町の誇るべき制度です。全国にも稀なぐらいの、いろんな制度の中では上位を占

めていると思うぐらいの制度なんですが、これに対しても調べるのに手間がかかる。では、ほ

かの町はどうなっているか。調べました。一番、同じ規模でというと、つい、やっぱり市川三

郷を見ますよね。市川三郷を見ました。トップページは同じでした。そこから情報にいくと、

そこからもう・・・。 
〇議長（望月邦彦君） 

 市川さん、質問を要約してください。 
〇５番議員（市川淳子君） 

 すぐ、そのワクチンとか助成制度についてというのは、ぱっと出てくるんです。もう２回ク

リックしただけで出てくるんです。この職員の、助成金あるいは補助金をどういうふうに住民

に使ってもらうか、あるいはどういうふうに知らしめるのか、周知するのか、そこを私は非常

に、ちょっとこの町は足りないなと思っているんですが、その検証結果、課題として問題点が

どういうふうに残っているのかということを、もう１回、ここで聞きたいんですが、いかがで

しょうか。 
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〇議長（望月邦彦君） 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 いいご指摘をいただきまして、ありがとうございます。 
 広報は非常に難しいんですが、うちの広聴広報担当というところも企画の中に設けながら

やっているんですが、全部署が広報広聴にならなければ町の広聴広報は成立しないと思います。

先ほど言っておりました補助金につきましても、今あるものがすべていいわけではありません

から、毎年、新規施策、新規事業を職員からとりましたり、そしてまた予算のときにも、先ほ

ど課長が言いました事業目的が達成されたものもあるだろうし、そして事業効果がなかなか乏

しいものもあるだろうと。そういう中でスクラップ・アンド・ビルドという予算編成もさせて

いただいております。なかなか、これも言葉では楽なんですが、今までの既存の権利を剥がし

てしまうものですから、なかなか難しいところもありますけども、そういった新規施策的事業

を取り入れたり、そしてまた予算においてもスクラップ・アンド・ビルドをやったり、それと

また先ほど企画課長が言いました、住民の皆さんに見ていただく事業の見直し制度もあります。

当然、その前段は課の中で課長を中心に、本当にこれは必要なのかどうなのか。職員とすれば

不必要だけども、もう一度、住民の皆さんに意見を聞いてみようということでやっている部分、

それと助成金・補助金、たくさんあるわけでありますけども、先ほど１５０というのはほぼ補

助金なんですね。あといろいろ扶助費的な助成もあったりしますから、金額とすればもっと数

え切れないぐらいの金額になってくるんですが、そういったものを今後、見やすくするために

町のほうの町勢要覧というのを検討していただいています。 
 ただ単に観光、産業の部分が今までの町勢要覧で出てきたんですが、１つずつジャンルを切

りながら、子育てとか住宅の問題とか、そういうものをつくっていきたいと思っております。 
 紙へ書くと目でぱっと全体が見えますけども、インターネットでやりますと、どうしてもそ

この部分しか出てきませんから、非常に難しいところがあると思います。冒頭言いましたよう

に、各部署でインターネットの書き換えをやっていますので、住民の皆さんが見やすいように、

素人の皆さんでもひきやすいようなことを考えながら、やっていかなければならないなと思っ

ております。 
 また先進地でもいい事例がありますので、そういうのも参考にしながら、そしてまたタイム

リーに公表していかなければ駄目だと思いますので、毎日、自分のところは見たりしながら、

更新をしていくようにしていけばいいかなと思っております。 
 それと、もう１つがホームページでできるかどうか分かりませんが、検索機能というのを設

けることによって、すぐそこの場が出てくるとかというのがあると思いますので、そのへんも

研究しながらやっていきたいなと思っております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ５番、市川淳子さん。 
〇５番議員（市川淳子君） 

 合併して、新しい新町まちづくり計画も今、進んでいますよね。職員の方も今までの行政の

あり方をもう一度、見直していただきたい。それはもちろん実際に、事務的なことを一生懸命

おやりになっていることは十分、分かっているんです。分かっているんですが、さらにもう一

歩というところで感じると、町民は毎日、窓口に行っているわけではないんです。どういうと
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ころで、町の姿勢を感じるかということなんですね。先ほどのインターネットは、ホームペー

ジはごく一部、一部だけをとっても、その行政が町民の目線に立っているのかどうかというこ

とを考えたときに、まだまだ寄り添っていないなと。私は助成金・補助金というのは、やっぱ

りそういう、その心がまずないと意義がなかなか発揮できないし、活用もできないというふう

に思っています。私はその距離を、行政側と町民との距離を少し、もっともっと距離を短くし

てもらいたい、あるいはなくしてもらいたい、そういうふうに思っています。 
 私は、町長がこの町の助成金・補助金、私は主に新しくつくった、団体に交付するのもあり

ますけども、各個人とか施策において独自のと入れたのは、特にそういうところだったんです

けども、非常に考えられている、内容は考えられているんです。非常に練ってあるんです。私

はそう思っています。ほかのところに比べると非常に高い質のものだなと。ただそれが、中身

はいい制度なんですけれども、その活用方法まで考え切れていない。これが非常に残念で仕方

がないんですね。この富士川町はアピールすれば、いろんなところに魅力があるものなんです。

この助成金・補助金の中身を考えてみたって、もうこの町の姿勢がこれで分かるではないかと

いうぐらいに私は思っています。 
 今、まとめて言いますと、もっと分かりやすく、もっと丁寧に、もっと使いやすく、そして

簡略化すること、これを助成金・補助金に対しては要望したいところです。そして、私はこの

助成金・補助金というのはどういう、この使うことによって、町民はどういう気持ちになるか

ということを考えてみました。ちょっと前になってしまうかもしれませんけども、その・・・

まだ４番ではないです。３番です。検証のところです。この富士川町地域貢献事業の補助金と

いうのがあります。この補助金を受けて、今度１１月にやる団体があります。これは総務課か

企画課か、どっちかから出している助成金なんですけども、１０万円という助成をいただいて、

この活動ができるということで、非常に喜ばれました。でも私はこの補助金を知りませんでし

た。知りませんでしたというか、探しようがなかったんです。どうやって探せばいい。たまた

ま、この方はある、よく知っている人に聞いたならば、こういうのがあるからということだっ

たんですが、ぜひこんなに喜ぶような、町民にとって喜ぶような助成金があるということをぜ

ひ活用していただきたくて、もうちょっと考えていただきたいというのが要望です。 
 ４番に、これから移ります。 
 私は先ほどから言っていますけども、この制度を使った先にあるもの、この制度を先に使っ

て町民が何を感じるかということは、行政の姿勢が町民に伝わるということなんです。これが

一番大事だと思うんですね。その伝わることによって何が起こるかというと、町民はこの町を

愛します。そして町民がこの町の行政に対して誇りを持つんです。自分たちの町はこういう補

助金、こういう助成金で町民のこういうものを守ってくれている。こういうものを補助してく

れている。こういうものを後押ししてくれているんだということが、この意義だと思うんです

ね。そういうことを考えると、これからこの新町まちづくり計画の構想の中に、一番先に出て

くるんですが、未来への視点ということで「ここで生きる」「町が活きる」、この大きな未来へ

の視点というのが一番先に載っているんです。「ここで生きる」というのは生涯を通じて誇りと

愛着を持ち、みんなで支え合って、この町で生きていく。「町が活きる」というのは町の未来を

みんなで考え、地域力を高め、キラリと光る個性と魅力ある町をつくっていくと。この町をつ

くっていくということに対して、助成金と補助金の活用をぜひ進めていただきたいと思うんで

すが、最後に町長の考え方をお伺いして終わりたいと思います。 
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〇議長（望月邦彦君） 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 先ほど補助金・助成金は住民生活に関わる生活支援と、そしてまた各団体の活動支援の２つ

に分かれるという話をしました。生活支援に関わる制度というのは、住民の生活に直結するこ

とでありますので、今後もより効果的に活用できる仕組みづくりを考えていきたいと。 
 また活動に対する支援制度につきましては、団体の活動状況などをしっかり見極めながら、

それが本当に地域住民のためになっているのかどうか。そこのところは費用対効果を検証しな

がらやっていきたいと思います。 
 今後、そういった助成金・補助金の有効活用という意味でも、今定例会に追加提案させてい

ただきました第一次富士川町総合計画の基本構想・基本計画のご議決をいただければ、これに

基づいた具体的な実施計画を今度は策定ということになると思います。 
 これまでもワークショップなんかで、先ほど言った医療の問題なんかもあります。これは補

助金とは特に関係ありませんけども、少子高齢化の時代でありますので、これからは子育て支

援を含めた少子化対策、そしてまた、これからまだまだ増えていく高齢者の対策、それと先ほ

ども言いましたけども、この地域、もうちょっと元気をつけていきたいということから、地域

の活力への助成、また東北の大震災を受けて、このへんの安全・安心という意味からも地域の

防災力を高めていくための助成などもあると思います。 
 これから具体的な事業が入ってくると思いますけども、いずれにいたしましても、まちづく

りのポイントというのは、住民と行政が協働していくということが重要でありますので、これ

からも補助金の制度、そしてまた中身も含めて、そういった視点で助成金を検討していきたい、

こんなふうに考えております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ５番、市川淳子さん。 
〇５番議員（市川淳子君） 

 町長の答弁、本当に力強く感じているわけですけども、各課で再度、もう一度、自分たちの

課にはどんな助成金があって、どのような形でそれが使われているのか。これは課長クラスの

人たちばかりではなくて、リーダークラスでもなく、窓口の一人ひとりの職員までがそれを把

握できて、住民の方々に丁寧に、本当に簡略した形でそれが伝えられるような、そういう組織

づくりをぜひ、町長は先頭に立ってやっていただきたいと思います。 
 終わります。 

〇議長（望月邦彦君） 
 以上で通告２番、５番、市川淳子さんの一般質問を終わります。 
 ここで、暫時休憩します。 

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

再開 午前１１時２２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、１０番、堀之内美彦君の一般質問を行います。 
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 １０番、堀之内美彦君。 
〇１０番議員（堀之内美彦君） 

 最初に、地域防災計画見直しの進捗状況について伺います。 
 現在、各地区においては町へ要請された災害対応マニュアルの策定に向けて、準備を進めて

いることと思います。今回は各地域需要が異なるため、その地域に合ったものとして、一歩踏

み込んだ組単位での発災後３日間をどう過ごすかといった、より身近な視点での計画づくりで

あります。これには計画づくりということに併せて、近隣の人たちが防災について考える機会

を与えられたことにもなり、重要なことと思います。そこで各地区でも現在、進められている

防災計画や災害対応マニュアルなど作成する上で、例えば避難場所や備蓄物資など町の計画と

も関連性を持たせなくてはならない項目もあります。当然、町の防災計画の見直しと地域の計

画は並行して進めることとなると思いますが、あまり待つことのできない状況において、見直

しの進捗状況について伺います。 
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） 

 それでは、堀之内議員のご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、運用しておりますが、東日本大震災

を受け、東海地震などの被害想定を引き上げた大幅な見直しが必要となっております。こうし

たことから現在、情報通信手段の充実や、より実践的な職員の配備体制、対策本部の活動や運

用、地域における防災体制づくりなど、今年度中に改訂版ができるよう準備を進めております。

また避難所・避難地の安全性の再確認や新たな災害協定の締結についても順次、進めていきた

いと考えております。さらに各区で作成している自助、共助を主体とした災害対応マニュアル

につきましても、防災計画に反映できる部分につきましては、反映させていきたいと考えてお

ります。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 １０番、堀之内美彦君。 

〇１０番議員（堀之内美彦君） 
 今、各区のほうでは町からの要請に基づいて災害対応マニュアルづくりを、来年度末を目指

して進めているところでありますが、区への情報提供として町も先行できるのか伺います。 
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） 

 ２月に１回、区長会等がありますので、またそういった防災計画の中身の、このようなこと

にしてほしいとか、また区の要望等がありましたら、その中で聞いていきたいというふうに思っ

ております。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 １０番、堀之内美彦君。 
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〇１０番議員（堀之内美彦君） 
 また早め早めに、区のほうへおろしていただきたいと思います。 
 次に地域防災計画については、防災対策はもちろんのことであるが、災害時の被害を少なく

するための減災対策も重要となりますが、今、本町ではどのように考えているのでしょうか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 今の質問は関連ですか。１番の関連ということですか。 
 （はい。の声） 
 はい。 

〇総務課長（志村廣文君） 
 今、減災という言葉が出てきましたけども、私の承知する限りの中では、減災とは災害が発

生したときに、被害を最小限に食い止めるというふうなことです。今までの防災という概念は、

被害を起こさないというふうな概念だと考えております。そんなようなことの中で、これまで

神戸の震災とか、山古志の震災なんかを見た場合に被害に一番遭うのはやっぱり住民の命だと

か、それからケガだとかそういうのが一番被害に遭い、尊い命というようなものも奪われたり

します。ただ、その命を救ったのも、言えば地域の住民の方々だと思います。 
 このようなことから、住民の方がこの災害に協力していただいて、いろんなことをやって、

なるべくその被害を起こした場合に、それを最小限に食い止めるというふうなことを町と協働

でやっていくということは、本当に必要なことだと思います。 
 今、こうしたことの中で、町で、この県下でもこういった災害の対応マニュアルみたいなも

のはどこもつくっておられないんですけども、今回、町の職員も入ったりして、地域に入って

いきながら、地域の方々が自分で考え、自分の責任において自分の命は守っていこうというふ

うな考えの中で防災マニュアルを今、つくっていただいているところであります。そんな中で、

今後も町はその住民の方と協力しながら防災を考えていきたいと、減災を考えていきたいとい

うふうに思っております。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 １０番、堀之内美彦君。 

〇１０番議員（堀之内美彦君） 
 今、課長のほうから説明があったんですけど、今、町では地域防災計画を来年の３月という

ことで、今、作成中だと思うんですけども、その中にこの減災対策ということも織り込みます

か。それをお聞きします。 
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） 

 地域の住民の方々の話し合いですので、先ほどもちょっと答弁しましたように、取り入れら

れる部分につきましては、減災の対策も中に入れられるものは入れてい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） 
 １０番、堀之内美彦君。 
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〇１０番議員（堀之内美彦君） 
 次に防災教育について、伺います。 
 東日本大震災の被害を受けた学校や地域での防災教育の重要性が再確認されています。いざ

災害が起きたとき、自分の命を守れるか否かは、究極的には自分の判断と行動にかかっている

と思います。岩手県釜石市の子どもたちが身をもって教えてくれました。同市は今回の震災で

甚大な津波被害を受け、死者・行方不明者は１，２００人を超えていますが、学校管理区にあっ

た３千人の小中学生は１人の犠牲者も出すことなく、全員が無事避難することができたのです。

同市は２００８年、防災支援推進プログラムを取り入れ、群馬大学の片田教授の指導のもと、

防災教育の３原則として「想定を信じるな」「その状況下で最善の避難を」「率先して避難せよ」

の３方針を示し、方針を踏まえた実践面が評価され、多くの命が救われたのです。防災教育が

功を奏したもので、釜石の奇跡といわれています。 
 先の片田教授は防災教育を進める狙いとして、１０年経てば最初に教えた子どもは大人にな

る。さらに１０年経てば親になるだろう。すると防災を後世に伝える基本的条件、防災文化の

礎ができる。重要な視点としては、子どもたちに教えてきたのは知識ではなく、姿勢を与える

教育だ。さらに教育のベースは自分の命を守ることに主体性をと話しています。 
 この釜石市の防災教育を見るときに、本町においてもすでに教育の中に取り入れていること

と思いますが、この東日本大震災を契機にこれからの防災教育のあり方について、どのように

考えているのか伺います。 
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） 

 防災教育につきまして、答弁をいたします。 
 子どもたちを預かる学校におきまして、児童生徒の生命・身体の安全を守るための防災教育

は大変重要であると考えております。今回の地震におきます釜石市の取り組みとして、平成

２０年度、２１年度に国の防災教育支援事業により学校、家庭、地域における防災教育効果を

高める防災教育カリキュラムを開発・実践を行っており、その継続した取り組みがあったこと

や地域の防災の教えとして「津波てんでんこ」、いわゆる自分の責任で早く高台に逃げろの意味

である指導もありまして、児童生徒が無事に避難できたことを承知しております。このことか

ら地域の実情に合った防災教育の重要性や、あらゆる事態を想定した訓練の必要性を感じたと

ころであります。 
 以上でございます。 

〇議長（望月邦彦君） 
 １０番、堀之内美彦君。 

〇１０番議員（堀之内美彦君） 
 今、教育長のほうから防災教育が重要だという話を伺ったんですけども、２番に移ります。 
 文部科学省が先日、開設したホームページ、防災教育支援推進ポータルで、防災教育の各地

でのモデル事業や内容を一元化に集約したもので、防災に関する研究、実践例、担当者名も明

記され、他の学校などが参考にしやすいようにしてあります。テーマについては津波、地震、

火山噴火、集中豪雨、風水害の５項目となっておりますが、本町の場合は津波のほうはちょっ

と関係ないのかもしませんけれども、本町においては防災教育支援推進ポータルを活用し、地
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域の実情に即した防災教育を進める必要があると思うが、当局の考えを伺います。 
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） 

 堀之内議員のご質問にお答えさせていただきます。 
 本町の学校におきましては、各学校における防災計画を基本に児童生徒に対し、地震、火災

を中心とした防災教育を行っているところであります。しかし今回の東日本大震災を見ると、

災害への多様な対応が求められていることから、あらゆる事態を想定した防災教育を考えてい

く必要があると感じております。 
 こうした中、本防災教育支援推進ポータルは各種防災対策事例を紹介するとともに、防災教

育支援事業で作成した教材・資料などの情報が自由に入手でき、非常に参考となるサイトだと

思いますので、今後必要に応じて活用していくよう進めていきたいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 １０番、堀之内美彦君。 

〇１０番議員（堀之内美彦君） 
 今、課長のほうから答弁があったんですけれども、やはりこうやって人の命を預かっている

学校ということで、本当にこれはより真剣に取り掛かっていかなければならないのかなと思っ

ています。 
 たぶん、また皆さんもご存じだと思うんですけども、石巻市に大川小学校があったんです。

この大川小学校というのは児童数が１０８人であって、地震のとき一度は校庭に避難したんで

すけども、ここでは危ないからということで避難所のほうに行ったんです。そうしましたら、

まもなく津波が来まして、その中で亡くなったのは７５人、行方不明が４人、ほぼ７０％の子

どもたちが亡くなったんです。さっきの釜石のほうと、今、石巻の大川小学校を比べてみれば、

町でどういうふうな方法をとったかによって、子どもの命というのは全然違うわけなんです。

そういうふうなことで、本当にこの件に関しては力を入れていただきたいと思っているんです。

教育長、あと一度お願いします。 
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） 

 ただいまの質問でありますけども、今回、釜石市の学校の管理下にありました小中学生３千

人が１人の犠牲者もなく、無事に避難できたのは防災教育が功を奏した、ただいま議員が申さ

れたとおりであります。釜石の奇跡といわれましたこの対角線上にありますのは、今、発言を

されました石巻の大川小学校だと思います。１０８人いた児童が、ご父兄が迎えに来た子ども

たちは無事だったんですけども、７４人の児童が死亡、あるいは不明、また１４人いた教職員

のうち、当時学校に残っていた１１人のうち１０人が死亡・不明というような状況でした。や

はり教職員に対する防災教育、あるいは研修の必要性を痛切に感じました。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 １０番、堀之内美彦君。 

 ５３



〇１０番議員（堀之内美彦君） 
 今、教育長のほうから本当に力強い答弁をいただきまして、しっかり防災教育をしていただ

いて、本当に親たちも安心して学校へ預けるような学校をつくっていただきたいと思います。 
 以上で、次に移ります。 
 公立学校の防災機能整備について、伺います。 
 大規模地震等の災害発生時、学校施設は地域住民のため応急的な避難所となる役割を担って

います。そのために耐震性の確保とともに食料、生活必需品を提供できる物資を備蓄するなど、

避難生活に必要な諸機能を備えることも求められます。このたび東日本大震災をはじめ過去の

大規模地震の際にも、学校施設の多くは住民を受け入れました。その一方、当然のことながら

学校施設は教育施設であるため、防災機能の整備が不十分のため、避難所としての使用に際し

ては不具合が生じたことも事実です。今回の災害を教訓として、教育機能のみならず、あらか

じめ避難場所としての必要な諸機能を備えておくという発想の転換が必要です。 
 教育政策研究所が全国公立学校の避難指定校の３万３，６７０校を対象に、避難所に備える

べき基本的な機能として５項目を調査した結果、トイレに関しては半数以上の学校で整備され

ているものの防災倉庫・備蓄倉庫の設置は２７％、上水設備の設置は２７％、自家発電設備の

準備済みは１４％で、避難所の指定と当該施設の防災機能の実態が必ずしも整合されていない

状況です。 
 本年７月、文科省は東日本大震災の被害を踏まえた学校施設整備についての緊急提言をいた

しました。その中の第２章、地域の拠点としての学校施設の機能の確保の部分は、今後の対策

例として、想定避難者に応じ備蓄物資として食料、水、携帯トイレ、可搬式発電機。物資は備

蓄できるスペースを安全な場所に確保。トイレについては、汚水貯水槽の整備。マンホールト

イレの整備、設置。情報通信設備。電気、水、屋内環境の整備となっております。 
 提言による学校施設防災機能の確保に対し、本町ではどのような施策を考えているのか伺い

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） 

 お答えさせていただきます。 
 文部科学省では３月の東日本大震災の被害を踏まえ、学校施設の整備に関する検討会を設置

し、学校施設の安全性や防災機能の確保などについて検討し、緊急提言をとりまとめたところ

であります。 
 本町では、町内７カ所ある小学校を災害時における避難所として指定しているところであり

ますが、提言を受けたことから地域の拠点としての学校施設の機能の確保をするため、発電機

等の資機材、毛布等の備蓄物資の確保、無線機や個別受信機の配備など避難所としての機能の

充実を図っていきたいと考えております。 
 以上でございます。 

〇議長（望月邦彦君） 
 １０番、堀之内美彦君。 

〇１０番議員（堀之内美彦君） 
 旧鰍沢のほうは分からないんですけど、増穂小学校においては避難の受け入れについて２，
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４００人になっていると思うんです。増穂中学校の場合は、たぶん２，２００人くらいになっ

ていると思うんですけども、今、課長のほうから出なかったんですけども、この浄水器に対し

てはどのように考えていますか。 
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） 

 資機材につきましては、発電機等の中でまた防災担当と検討しながら整備はしていきたいと

考えております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 １０番、堀之内美彦君。 
〇１０番議員（堀之内美彦君） 

 今、いろんなところで、トイレというのはすごく必要なものなんですけれども、マンホール

トイレというのをあちこちで設置していると思うんですよね。このマンホールトイレについて

は課長どうですか、どのように考えていますか。 
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） 

 マンホールトイレにつきましては、増穂中学校の体育館等にはすでに体育館新築のときに設

置はしてございますので、あと雨水を利用してのトイレ等は確保できているかと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 １０番、堀之内美彦君。 
〇１０番議員（堀之内美彦君） 

 増穂中学校以外の学校はどうでしょうか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 教育総務課長、川手貞良君。 
〇教育総務課長（川手貞良君） 

 増穂中学校、増穂小学校については整備されていると思います。あと、ほかの学校について

はまだ未整備になってございます。 
〇議長（望月邦彦君） 

 １０番、堀之内美彦君。 
〇１０番議員（堀之内美彦君） 

 また、できるだけ早いうちに各学校でも設置できるように検討していただきたいと思います。 
 次に移ります。ピロリ菌検査について、伺います。 
 日本では毎年約１０万人が胃ガンと診断され、５万人が死亡しております。近年は胃潰瘍の

原因ともなっている・・・。 
〇議長（望月邦彦君） 

 堀之内美彦君、質問の２番が飛んでいますけども。 
〇１０番議員（堀之内美彦君） 

 では２番です。教育委員会と、それから防災担当部局の連携はどのようになっているんでしょ

うか。 
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〇議長（望月邦彦君） 
 教育総務課長、川手貞良君。 

〇教育総務課長（川手貞良君） 
 お答えさせていただきます。 
 教育委員会や小中学校は町が災害対策本部を設置する際には、教育部局の一員として本部の

指示により学校施設を避難所に開設するなど、一体的な組織であります。 
 なお、今回の東日本大震災を教訓に各学校において応急避難所の運営や支援物資の管理が必

要なことから、ボランティア団体や社会福祉協議会との連携も密にしながら取り組んでいきた

いと考えております。 
 以上でございます。 

〇議長（望月邦彦君） 
 １０番、堀之内美彦君。 

〇１０番議員（堀之内美彦君） 
 正式にはヘリコバクターピロリ菌は、胃ガンの発症要因とする説が有力となっております。

国際ガン研究機関ではこの菌を危険因子に指定し、除菌治療を進めています。このピロリ菌の

日本人の感染者は約６千万人といわれ、胃ガン患者の９０％がピロリ菌に感染しているといわ

れ、また５０歳以上の男性を中心に日本人の５０％が感染者とのデータもあります。つまり胃

ガンは予防可能なガンなのです。ピロリ菌の除菌を行えばいいのです。 
 つい先日、東大の畠山昌則教授の研究で、ピロリ菌のつくるたんぱく質が体細胞内にあるた

んぱく質に偽装することで細胞機能を破壊し、発ガン性たんぱく質を人の細胞内に注入すると

いう、世界で初めての研究データを発表しました。これは胃ガンの発病のメカニズムです。 
 一次医療として、ピロリ菌の除菌に大きな効果を期待しております。また男女とも４０歳ま

でにピロリ菌除去を行うと、９０％近くの胃ガンは予防可能といわれています。このピロリ菌

検査の方法としては血液検査、尿検査、容器に息を吹き込むだけで簡単に分かる保健確認器具、

また保健確認機器を使っての検査方法もあります。ガン対策推進基本計画では、２０１１年度

末には５年ごとの見直しがされることとなっており、１２年度から受診率の向上に向けた取り

組みが大きな課題となっております。 
 本町においては、ガン対策の一環として総合健診の中にピロリ菌検査も導入してはと考えま

すが、当局の見解を伺います。 
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） 

 堀之内美彦議員のご質問にお答え申し上げます。 
 本町の総合健診につきましては胃ガン健診の場合、バリウムによる胃レントゲン検査を実施

し、また人間ドックでは内視鏡検査とレントゲン検査について選択制で実施しており、平成

２２年度は４０歳以上の対象者４，８８５人のうち受診者数は１，０９６人であり、受診率は

２２．４％という状況でした。 
 また胃ガン検診受診者中、精密検査が必要となった方は１１６名、受診者の１１％おりまし

て、このうち９８名が精密検査を受診し、１名が胃ガンの疑いで経過観察中です。 
 ヘリコバクターピロリ菌については、感染により慢性胃炎や胃ガンの発症率を高める要因と
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なることがＷＨＯ等により報告されております。現在、全国では１０余りの自治体において胃

ガン検診と併せてピロリ菌検査を実施しているようですが、厚生労働省ではガン対策型の検診

事業としての死亡率の減少等におけるピロリ菌検査の有効性が、現在のところ確認されていな

いとの立場をとっていることから、市町村が実施する一次検診においてはピロリ菌検査につい

て推奨をしておりませんので、今後、厚生労働省が示すガン予防重点健康教育およびガン検診

実施のための指針の動向を注視しながら、判断をし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） 

 １０番、堀之内美彦君。 
〇１０番議員（堀之内美彦君） 

 今、課長のほうから答弁があったんですけども、たぶんこの答弁の出場所というのは、今年

の３月７日に参議院の予算委員会で、松あきら、公明党の議員なんですけども、質問したとき

のそのときの厚生労働大臣の答弁というのは、研究を踏まえ、これから検討していきますとい

う答弁だったんです。そのあと菅総理は、これから積極的に進めてまいりますという答弁だっ

たんです。そういうことで、ぜひともこうやって本町においても早急に、この方法がいいのか

悪いのかというのはよく調べていただいて、早めにこれを導入していただきたいと思います。 
 これは国のほうの試算なんですけども、仮にこうやって５０歳以上の人が５，４００万人い

る。その５，４００万人のガン検診の目標というのは５０％ですから、２，７００万人の人た

ちが仮にピロリ菌検査をして、その中でまた保菌者が除菌した場合であれば、大体、２５０億

円ぐらいかかるんです。だけども今の場合、胃ガンにかかる治療費というのは３千億円かかっ

ているんです。そういうことで、ぜひとも費用対効果も考えた上での、またこれから真剣に考

えていただきたいと思います。 
 ２番、次に移ります。 
 次に無料クーポンの質問だったんですけども、今、課長のほうから答弁がありまして、たぶ

ん同じ質問と思いますが、これは割愛させていただきます。 
 次に移ります。 
 次は過疎対策事業債ソフト対策活用について、伺います。 
 昨年４月、過疎地域自立促進特別措置法が改正され、過疎債の対象範囲が大幅に拡大されま

した。過疎債は従来、施設整備などに限定され、各地域が過疎対策を進める際にその使い勝手

の悪さがたびたび指摘されてきました。公明党は２００７年、過疎集落実態意識調査を全国規

模で実施、過疎債のソフト対策への活用・拡大を求める各地からの要望をもとに法改正に向け

て改善を推進してまいりました。今回の改正で、地域の需要に即した過疎対策を柔軟に進める

道が開けたこととなります。 
 過疎集落に住む人々の交通弱者対策として、乗り合いタクシーやバス運行などを整備する場

合にも活用が可能となり、人口流出に伴う空き家や荒地の増加は農山村の維持、また景観にとっ

てもマイナスになるだけではなく、そこに暮らす人々の治安対策の面からも早急な対応が求め

られるところであります。地域住民間による景観保全活動への支援や空き家の活用にも新たな

対策が利用できます。 
 また医療の確保は暮らしの中でも、最も基礎条件となる地域医療への利用も重要であります。

このほか地域の特性を生かした新産業の創出、高齢者緊急通報システム居宅介護サービス、遠
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距離通学支援、自治体活動の支援、地域の担い手確保のため、その地域の人々が将来にわたっ

て安心して暮らしていくための諸施策も、過疎債が充てられることとなっております。過疎地

域に指定されている自治体が、その地域のニーズに即したプランを実施する段階となっており

ます。 
 本町において鰍沢地区は過疎対策事業債の対象地区となっており、ソフト事業にも充当でき

る過疎債を積極的に活用し、過疎地域の支援・充実を進めていくべきと考えますが、当局の考

えを伺います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 堀之内議員の過疎地域の支援・充実についてのご質問にお答えをいたします。 
 富士川町は昨年、誕生いたしましたので、改正された過疎地域自立促進特別措置法に基づき

まして、富士川町過疎地域自立促進計画を策定いたしました。これは過疎地域の振興を図るた

めということで、昨年の９月の定例会において計画のご議決をいただいたところであります。

この計画に基づきまして、平成２２年度は道路整備や防災行政無線のデジタル化、小型ポンプ

積載車の整備など交通体系や情報化の推進、そして生活環境の向上を目指した諸事業を実施し

てきたところであります。また計画しておりますソフト事業といたしましては橋梁点検、デマ

ンド交通、地域づくり推進組織育成事業などを予定しております。 
 今後も過疎地域の支援充実のために優先度の高いものから計画的に事業を行い、安全・安心

なまちづくりのために活用してまいりたいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 １０番、堀之内美彦君。 

〇１０番議員（堀之内美彦君） 
 先月、議会報告会を議会で行いました。その折、五開区であがった町への要望をちょっと、

たぶんこれは過疎債が使えると思うんですけども、ちょっと挙げてみます。 
 町民ワークショップの意見を生かして、住民の意見を取り上げてほしい。五開小学校を福祉

施設として活用できないか。大柳川の清流を守るため、簡易下水道等の整備をお願いしたい。

鳥獣害対策にはもっと多くの予算をつけてほしい。これがこの間、五開地区で挙がったものな

んですけど、たぶんこのへんのところというのは、例えば河川の汚染を防ぐためにということ

になれば、浄水器の補助もたぶん使えると思うんです。それとか、また今、笛吹市は農産物の

直売所をつくったんです。これは県のほうでは加工所をつくって、それから市のほうで販売所

をつくって、そういうふうな活用もあると思いますし、これから同じ富士川町の中で鰍沢地区

をよりよくしていくため、当然、旧増穂町も同じなんですけれども、でも過疎債をそういうふ

うな形で使えるようになったということを十分生かして、これから町民のニーズに応えられる

ようなまちづくりというのは必要だと思うんですけども、町長いかがですか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 今、例示が出ました五開小学校につきましては、五開地区の皆さんと廃校になった小学校を
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どうやって活用していくかということで議論をしております。いったんは３企業から要望が

あったんですが、どうも内容を精査すると安定感に欠けるんではないかということから、再度

調査をしながら五開小学校の利用を考えているということで、今、事業的なものが出ておりま

せん。 
 それと鳥獣害のことも、この地域は山間地が多いところですから、やっていかなければなら

ないということです。今これは補助事業がありますので、できる限り補助事業を入れて、その

補助裏にまた過疎債を充当ということは考えております。また町の中で、町単事業もいろいろ

やっております。町単独の事業ですが、これも大規模なものにつきましては、鰍沢地区におい

ては過疎債の活用が可能なことから、できる限り過疎債を充当していきたい。ただ、限度額が

ありますので、その中で先ほども言いましたけども、地域の要望も踏まえながら優先度の高い

ものからそれをやっていく。当然、全部が全部、町のお金でやろうということは考えておりま

せんので、いろんないい制度を使いながら、そしてその中でも過疎債は最高の充当率、最高の

補助率ですので、これを第一義的に考えながら事業の組み立てをやっているところであります。 
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） 

 以上で終わります。 
〇議長（望月邦彦君） 

 以上で通告３番、１０番、堀之内美彦君の一般質問を終わります。 
 一般質問の途中ですが、ここでしばらく休憩します。 
 再開は１時とします。 

休憩 午後１２時００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。 
 続いて通告４番、９番、神田智君の一般質問を行います。 
 ９番、神田智君。 

〇９番議員（神田智君） 
 それでは３項目について、質問したいと思います。 
 最初でございますけども、地区公民館の耐震化対策ということで、これはやはり各区という

ことで、米区でも同じような形で地域防災計画というのを立てているわけでございますけど

も、富士川町の各区では平成２３年度末までに災害発生時の３日間の行動を中心として、災害

対策マニュアルを作成していると。自分と家族、地元、避難場所、それから近隣の安否の確認、

そして救助・救援等、組、区単位で確認する話し合いを進めていると。災害時、各区は公民館

等に本部を設置して、各組、各家庭への対応を計画していると。 

 そうした中で、次の２項目について町の考えをお願いしたいと思いますけども、１番といた

しまして、各区の対策本部となります建物の耐震化診断をする必要があると考えますが、町で

はどのように考えているか、お伺いしたいと思います。 
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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、神田議員の質問にお答えします。 
 地区公民館は災害時の対策本部としてはもちろんですが、年間を通しまして生涯学習、コミュ

ニティ活動の拠点として利用されていることから、大規模地震に備えた改築や耐震化工事など

の対策が必要となっております。 
 富士川町には現在１８館の地区公民館がありますが、昭和５６年施行の新耐震基準後に建築

された公民館は７館、それ以前のものが１１館あります。このうち昭和２５年の建築基準法の

施行前の公民館が６館あります。これらは耐震診断を行うまでもなく、新耐震基準を満たして

いないことが判断されます。残りの５館につきましても、築３４年から４５年を経過しており

まして、耐震補強が必要だと考えられます。こうしたことから、町は地区公民館の改築事業や

地区公民館改修・修繕事業に対する補助制度を設けております。 
 以上でございます。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ９番、神田智君。 

〇９番議員（神田智君） 
 そうしますと、耐震化診断をする場合だと費用がかかるということで、これは希望すれば耐

震化診断をしてくれるし、費用についてはそちらの補助事業が対象になると。あるいは全体に

かかった費用の何％というような形になる。これは当然、公共性ということですので、そこへ

みんなが行って、非常時の場合、行ってやるということで、特に非常用電話も当然、そこに設

定してありますので、耐震化診断の診断だけぐらいは町で補助してくれるかどうか、聞きたい

です。 
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） 

 今の耐震診断につきましては木造の個人住宅しか、今、補助制度はありません。公民館につ

きましては、今、言いましたように、すべての公民館がすでに耐震基準を満たさない改築とか

耐震工事が必要なものだというふうに判断されます。ですから、あとは修繕を行う場合に、ど

のような補強が必要かというものであって、耐震診断の必要はもうないんではないかというふ

うに考えますけども。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ９番、神田智君。 
〇９番議員（神田智君） 

 さっき言った、１１についてはもう耐震診断をする必要がなくて、耐震工事をしなさいとい

うことですね。 
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） 

 しなさいとは言えないわけですけども、耐震化工事か改築が必要な建物だというふうに判断

 ６０



しています。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ９番、神田智君。 
〇９番議員（神田智君） 

 分かりました。それではその耐震化診断をするまでもなく、工事をしなさいということでご

ざいますけども、ただ小林区みたいに貯金をしていて、そして補助を入れて、新しくすればい

いわけですが、区によってはとてもそこまでできないというところもありますし、この前、新

築する場合は人口１人当たり１万円という基準があるんですが、例えばそれができない公民館

を抱えている、例えば米区の場合なんか、とてもそういう金がないという場合には、それを

改築する場合には当然、改築して耐震化工事をすれば４０年、５０年もつということですので、

やっぱり新築と同じように、人口１人当たり１万円の補助ということも考えたほうがいいんで

はないかと思いますが、その点について、まず考えを伺いたいと思います。 

〇議長（望月邦彦君） 
 生涯学習課長、望月親人君。 

〇生涯学習課長（望月親人君） 
 耐震化工事としましては、改築と耐震補強の２通りが考えられます。改築の場合には、今、

質問にもありましたように、区の人口に１万円を乗じた金額を補助する地区公民館の改築事業

費の補助金があります。耐震補強工事につきましては、公民館完成後２０年以上経過して改修

整備を必要とする場合に、事業費の３分の１以内で１５０万円を限度に補助する地区公民館の

改修・修繕事業費補助というのがあります。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ９番、神田智君。 

〇９番議員（神田智君） 
 耐震と改築、そこの見極め方ですけども、その場合、耐震イコール改築、中身をちょっと改

築した場合にも１万円の補助ということですか。そこへみんなが寄って、そこを本当に拠りど

ころとするところに対して、耐震の場合は３分の１の１５０万円、とても１５０万円ではでき

ないわけですけども、やはり同じような形で１万円というような補助ができるかどうか。町長

に伺いたいです。お願いします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 先ほど課長のほうから答弁いたしましたように、改築の場合は１人１万円の助成ということ

で、これは昨年度から実施をされている制度であります。あくまでも改築ですので、今の建物

を潰して新たに建てるということになります。改修の場合は１５０万円限度ですが、１５０万

円では建てられないと。３分の１を助成しますので、最低４５０万円以上は掛けていただかな

ければ１５０万円は出ないということであります。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ９番、神田智君。 
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〇９番議員（神田智君） 
 そうしますと１５０万円以上、３分の１が１５０万円以上、それでは最高１５０万円ですか。

３分の１だからね。３００万円掛かった場合、１００万円補助ということですか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 公民館の改修・修繕事業費補助というのは３分の１で、１５０万円を限度に補助するもので

すから、最低４５０万円以上の事業費があって１５０万円補助すると、こういうことです。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ９番、神田智君。 
〇９番議員（神田智君） 

 やはり、小さい建物なんかではその程度のものでできると思いますけども、例えば米の公

民館みたいにああいう大きいものに対して、耐震の補強をした場合にはなかなか無理がありま

す。１回、それをすることによって例えば３０年、４０年、改築ということは、たぶんないと

思いますけども、そうした場合においてもやはり同じような形に、例えば掛かった費用の半分

とか、１人１万円とか何かそういうような形がとれないか。これはそこへ非常用電話があって、

そこに区民の皆さんがみんな寄って、そこで本当の糧にする場所ですからね。そこしか寄る場

所がない。私がもし、潰れた場合には熊野神社かどこか、ほかのところへ行くしかないという

ことですので、いわゆる同じような形、何かできないか。また検討をお願いしたいと思います

けども。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 小林の公民館はこの富士川町の中では、一番古い公民館だと思っています。そして小林地区

は長年にわたって公民館改修のために皆さん、蓄財を貯めていただいた。今、中条、大久保、

最勝寺もそういう準備は入っています。そういう中で、米の公民館はすでに耐震の工事はさ

れているはずですので、そこはまた耐震ではなくても、ほかに改修が必要であれば、この地区

公民館改修・修繕事業費補助金がありますので、この３分の１の補助金を活用しながら、中の

増改築はできると思っております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ９番、神田智君。 
〇９番議員（神田智君） 

 この前、災害時の発生ということで、地区災害対策マニュアルをつくるときに、この公民館

は危ないんではないかと、そんな話がちょっと出ましたので。これはまた区の中で、その時点

でもっていろいろ確認しながら、また検討してまいりますけども、当然、例えば３分の１の

１５０万円、この基準でございますが、この基準についてもまた、いろんな形を見直しという

ような形ができればと思いますが、よろしくお願いします。 
 それでは、次に移ります。 
 自治会の未加入世帯の対応についてでございますけども、自治会活動という、これは組の活

動でございますけども、この情報伝達、あるいは環境保護、いろんな組の形をしているわけで
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ございますけども、自治会の加入をする人たちがだんだん少なくなるというふうな傾向でござ

います。例えば米区の場合でございますけども、３００世帯ありまして、組への加入は

２３７世帯、７９％ということで、５軒に１軒しか加入が出ないということで、いろんな行事

をする上にも問題があるわけでございますけども、富士川町における未加入世帯の割合。また

入っていない人に対しまして、広報とか、あるいは情報の伝達、ゴミをどうするとか、いろん

な情報の伝達があろうかと思いますけども、その２点について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。 

〇総務課長（志村廣文君） 
 神田議員さんのご質問にお答えをいたします。 
 自治会組織は地域のコミュニティの中心であり、自治会活動により人と人のつながりを築き、

地域の力を高め、安心・助け合いのまちづくりを実現すると考えております。現在、本町の自

治会への未加入世帯の割合はおおよそ１３％となっております。自治会に加入している世帯に

は組長を通じて広報などを配布し、情報の伝達を行っておりますが、未加入世帯へはこれらの

伝達はできませんので、広報や暮らしのカレンダーなどのお知らせ配布物を役場窓口に常時備

え、希望者に配布しております。そのほか情報源としては町のホームページ、それからテレビ

のデータ放送、それからＣＡＴＶの放送、また緊急時には防災無線放送を活用し、周知に努め

ておるところであります。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ９番、神田智君。 

〇９番議員（神田智君） 
 この２番に移りますけども、富士川町の総合計画の案の中でございますけども、未来への視

点といたしまして、生涯を通じて誇りと愛着を持ち、みんなで支え合って、この町に生きてい

く。これは重点施策の中では安心して永住できる地域づくり、そのためには地域コミュニティ

強化による自助・共助・公助を展開するとしております。この未加入世帯が増加するというこ

とは地域コミュニティを弱体化しております。町としては、先言いました総合計画を遂行して

いく上においても、この地域コミュニティ弱体化というのはいろんな意味での障害になろうか

と思いますけども、これに対してどのような考えがあるか、伺いたいと思います。 
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） 

 それでは、神田議員さんのご質問にお答えいたします。 
 未加入世帯は、民間の集合住宅への転入した世帯などの加入が考えられます。組へ加入する

ことは任意で自主的になるため、強制することはできません。しかし加入者が減ることは地域

力が弱まり、まちづくりも影響してくると考えます。こうしたことから役場へ転入を届け出た

際に、転入者には組への加入の案内を配布していますが、今後も区長さん、組長さんと連携を

とって加入を促進していきたいと考えております。 
 以上です。 
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〇議長（望月邦彦君） 
 ９番、神田智君。 

〇９番議員（神田智君） 
 地域コミュニティ弱体化ということでございますけども、これは各区長にお願いしていれば、

組の区費を納めている方の人員が分かると思いますので、それからその世帯をやると各組の自

治会へ入っていない世帯というのがおおむね分かっておりますので、そこらへんを正確につか

んで、当然、区長、組長が中心になるわけでございますけども、できるだけ強力に自治体の組

織の中への加入ということで。これは任意でございますけども、組の運営あるいは区を運営し

ていく上においても、あるいはゴミの処理とか、リサイクルステーションの使い方とか、いろ

いろあるわけですけども、いろいろな面で障害がありますので、できるだけ加入するような形

をとってもらいたい、そのように考えます。 
 それでは、次に移ります。 
 消防団員確保対策でございますけども、これは区長の時代でございますけども、区の三役、

それから消防団を通じまして、消防団に入りそうな家にまわりまして、なんとかボランティア

ということで、ボランティアと地域の仲間づくり、いわゆる地域コミュニティということで協

力をお願いするということでお願いして入ってきたわけでございますけども、なかなか親のほ

うで断ったり、子どもは駄目だということでいろんな形があるわけですけども、子ども自体が

入ってもらっても、非常に遠くへ勤めているということで、なかなか消防団に、３回、４回、

来ない場合にはどうしても、みなし消防団員というような形になってしまうわけでございます

けども、そうした人たちに少しでも当然、地域のボランティアということでございますので、

何か特典みたいなものがないかということで、ここに掲げましたけども、消防団員確保対策は

厳しい状況下にあり、加入しても各種行事、訓練等に出席しないみなし消防団員も増加してい

ると。その対策として消防団員に身分証とありますけども、これは消防団員証ですね、身分証

まではちょっと無理かと思いますけども、消防団員証を与え、町の施設の利用の特典とか、あ

るいは商工会と連携して利用券、割引券、いわゆる商工会と連携しましてサポート店、そうい

うようなものを募集して、福祉厚生面で少しでも魅力ある消防団、あるいは団員確保、そうい

うものが図れないかどうかということで、これも少しぐらい、地域の商店街の活性化にもつな

がるではないかということでございますので、こういうことについての町の対策について伺い

たいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 総務課長、志村廣文君。 
〇総務課長（志村廣文君） 

 富士川町の消防団員の定員は２８０人であります。現在、所属する団員数は２５７人となっ

ております。東日本大震災以降、地域防災力の強化が強く求められる中、消防団員の役割は大

変、重要なものになってきております。しかしながら、団員の確保や分団の運営は厳しい状況

であり、町としても団員確保に向けた具体的な対策が必要となってきております。こうした中

で、消防団活動を補完する機能別団員や女性消防分団の設置については現在、消防団幹部会等

の会議の中で協議を進めております。また活動負担が大きい中、団員の福利厚生面での充実も

団員確保に向けて有効であると考えております。 
 今後、町施設の利用特典や商工会と連携をした利用割引制度などのサポート事業についても、
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関係機関と協議する中で検討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） 
 ９番、神田智君。 

〇９番議員（神田智君） 
 これ、南アルプス市でございますけども、１１２店舗がサポート店に加入して、いろんな形

での消防団の特典があるということで、少しでもそういうような、商店街と連携いたしまして、

消防団にも地域の防災ということでございますので、特典が働いて、少しでも加入が増えるよ

うな形が少しでもとれればと、そんなふうな考えでございますので、ぜひこのサポート制度と

いうのをまた今後とも活用して取り入れて、富士川町消防団としても取り入れてもらいたいと

思いますけども、検討のほうをよろしくお願いします。 
 以上で、質問を終わります。 

〇議長（望月邦彦君） 
 以上で通告４番、９番、神田智君の一般質問を終わります。 
 続いて通告５番、８番、永井寛子さんの一般質問を行います。 
 ８番、永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 通告に沿って、大きく２つのテーマで一般質問をさせていただきます。 
 まず第１に鰍沢病院の存続問題についてということで、これは先ほど井上光三議員が同じ

テーマで質問しているわけで、ダブる部分があるところは省きながら、また別の角度から質問

させていただきたいと思います。 
 一番最初は、井上議員も質問されておりましたけども、今、町民に対してこの問題をきちん

と説明したほうがいいのではないかという質問がありました。それに対して、町長はこれから

協議会がつくられるので、協議会である程度、形が決まった段階で町民に説明したいというよ

うなご答弁だったと思いますけれども、私は形が決まってから町民に説明するのでは遅いので

はないかということで、この質問をここで取り上げたわけです。 
 一昨日ですか、山日新聞に町長のコメントが出ていたわけですけど、町の検討委員会に向け

ての意見集約の内容の新聞でした。その中で、こういう部分があったんですね。住民の意向と

議会の回答を踏まえて、その３病院が合意するのが望ましいという結論を出したという記事の

中で、住民の意向と議会の回答、議会は回答を出しました。３病院が統合という方向で出した

わけですけども、この住民の意向という、ここの部分は何をもって、町長はこういう言葉をお

使いになったのか、そこをまずお聞きしたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 永井議員の、住民説明についてのご質問にお答えします。 
 まず一昨日の新聞は町長のコメントではなくて、ここの議会での所信表明を新聞社が聞いて、

所信表明の中でという言葉でいってありますので、私の新聞社に対するコメントではなくて、

議場を通して町民の皆さんにお伝えした言葉であります。 
 私、先ほど井上議員の質問にもお答えいたしましたが、一昨年の選挙公約の中にその重点施
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策の１つに峡南地域の北部医療の問題、富士川町の目指すべき未来の重点施策ということで掲

げさせていただきながら、この１年半近く、いろんな機会を捉えながら鰍沢病院の実態、そし

て峡南北部の医師の不足の問題、これらは住民の皆さんに説明をしてまいりました。そして峡

南地域の医療の検討会の動向、そしてそれに対する私の考え方なんかも説明をさせていただき

ました。それと昨年来、行っております総合計画のワークショップの中でも、どの会場でも冒

頭、あいさつの中で峡南地域の医療の実態、そしてそれに対する今後の方向性ということは言っ

てまいりましたので、総合計画に対する住民の意見でもほとんどの皆さんが病院を確保してほ

しい。地域の医療を守ってほしいという、そういった切なる願いがあったということと、先般、

議会から３病院統合が望ましいという回答をいただきましたので、町でも総合的に判断をしな

がら、調査検討委員会のほうにもう一歩、踏み込んだ形になったと思いますけども、市川三郷

町と富士川町が関与する経営母体を設立する中で新病院を開設し、そして医師をしっかり確保

する。そうした中で医療体系をよくしていく。医療の内容を充実していく。併せて、病院の経

営も合理化できるんではないか。ですから３病院統合が望ましいと、こういう回答をさせてい

ただきました。 
 そこの部分は、住民の皆さんも十分承知をしていただいている部分ではないかなと。ただ、

今この場面で、ではどういう病院になるんだという話が出ても、まだ協議会が全然進んでおり

ませんので、私が私の今度、考えだけで言うわけにはいきません。今までは実態と私の考えが

言えたわけでありますけども、今度は新しい病院の形を住民の皆さんに説明していかなければ

ならない。それは協議会が設置されたあとに経営主体のあり方とか、病院の基本構想など主要

項目が進んだ段階で、住民にお伝えをしていかなければならない。最終的にはまた、最後の最

後にこの議会でご議論いただいて、ご判断いただくということになりますけども、市川のほう

で附帯決議が出たように、附帯決議に書かなくてもこの協議会も合意が原則でありますので、

富士川町の納得のいかない協議であれば、附帯決議がなくてもうちのほうから脱退することも

あり得るだろうし、まだそういう段階でありますので、住民の皆さんにはこれから協議が進ん

だ段階で、何回か説明をしていかなければならないものと考えております。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ８番、永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 先ほど町長は、富士川町民はいまだかつて病院というものを持った経験がないというような

お話がありましたけども、まさにそのとおりでして、自分たちの町が経営している病院ではな

い病院が２つもあるということで、大変な恩恵を被っていたわけで、病院が黒字になろうと赤

字になろうと関心はなかった。恩恵だけを受けていたというようなことだと思うんですけども、

今後、町が大きく関与するようなことになれば、町民も今までのようなわけにはいかないとい

うところで、私もこの間、いろんな方たちに、あるいはグループに会ったときにも病院の問題

はこちらから積極的に聞いたりなんかしているんですけど、実態ははっきり分かっていません。 
 その話を、だんだん分かっていくと、本当にやっていけるのかという不安を抱く場合が多く

なってくるわけですけども、今後、町が大きく関わるようになったときには、町民の理解がな

ければ、とてもそれはできないことであって、ある程度、形が決まった段階で説明して、皆さ

んにご理解いただくということよりは、私は例えば広報とかインターネットでもいいんですけ
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れども、経緯をきちんと伝えておく。決定でなくていいんです。今、こういう状況でこういう

問題を抱えているんだよ。町民の皆さんも一緒に考えてくださいという、こういう町の姿勢が

今、必要ではないかなというふうに思っているわけですけれども、メリット、デメリットも含

めながら、町民はいろいろな情報がなければ判断を、どうなるのかという不安も消えされない

ところにあって、私は積極的に町が、形が決まった段階でというよりは、その経緯、議会はと

きどき、議会だよりの中で特別委員会報告というのをしています。そういう形で、今、こうい

う状況にあって、こういうことを今、やろうとしているんですよということでも、そういう部

分でもいいから、町民に病院問題について関心をもっと持っていただくという方向で臨んでい

くということはどうなんでしょうか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 市川三郷町は病院を持っていて、富士川町、旧増穂町・旧鰍沢町は病院を持っていなかった

から無関心だという話がありましたけども、決して無関心ではなくて、地域の住民の医療を民

間の、あるいは社会保険の病院が守ってきていただいたということには深く感謝をしておりま

す。そして住民の医療のことでありますから、うちでもできれば身近な病院でいろんな検診も

受けさせたい。ただ、お医者さんの不足からそこまで手がまわらなかったというのが実態であ

ります。ですから健康管理事業団のほうに検診なんかをお願いしながらやっているというふう

な、それで病院がしっかりしてくれば地元の病院でいろんな検診、検査等もできてくると思い

ます。 
 そういう中で、先ほど言いましたように、私は選挙のときにもこの峡南北部の医療の問題と

いうのは、本当に一番先に掲げさせていただきました。一体感の醸成の次に峡南の医療の問題

を掲げさせていただきました。もう、そのことから医療の問題は始まっているんですね。今、

始まったんではなくて、関係者に言わせれば５、６年、もっと前からこの問題に関与していた

だければ、こういう状態にはならなかったという人もおりますけども、いずれにしても、今、

住民の皆さんにはこの医療の実態をご説明する時期ではないかなと。その中で判断をしていた

だくのは、町の執行部と住民の代表である議会の議員さん方と、判断をしていかなければなら

ないと思っております。これは合併のときとほぼ同じような形になると思います。それが将来

にわたって、この地域に必要な医療かどうか。ただ単にお金の問題、赤字が心配だということ

で、住民の判断をいただければ、住民の皆さんはお金がかからないほうがいいわけであります

けども、私どもとすれば、この地域でしっかりした医療体制のもとに皆さんが安心して暮らせ

る、そんな地域をつくっていく、守っていくのがわれわれの仕事ではないかなと思っておりま

すので、今回も、ちょっと普段の議会への提案とは変わった形をとらせていただきました。調

査検討委員会から検討結果案がきたときに、真っ先に議会のほうの地域の医療を守る特別委員

会のほうにご検討をお願いしたというのは、やはり議員の皆さんも住民の代表者ですので、そ

こにお諮りをしながら、そして、これから先ほど言いましたように、どういう形になるか分か

りません、まだ。ただ、皆さんが納得していただけるような形を協議会の中で協議をし、新し

い病院をつくり上げていく過程の中で住民の皆さんに説明をしていかなければ、説明をした翌

日には形が変わっている場合もあるかもしれません。そうすると、行政は嘘つきになりますの

で、行政と住民の信頼感もなくなっていくと思いますので、決まったことをしっかり、決めら
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れた段階ごとに説明していくのが一番いい方向ではないかなと考えております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ８番、永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 私、先ほど町民は関心がないと申し上げたのは、病院問題には大変な関心がありますよね。

ただ、病院の経営までには関心がないということで、黒字になっているのか、赤字になってい

るのか、そこまで町民は深く考えずに、ただ今までと同じような医療サービスが受けられれば

いいという意味では非常に関心を持っていますので、３万人署名というのは町民の声を反映し

た形でできたのかなというふうに思っております。 
 はっきり決定してからでないと、町民に対して、そのあと変わったら嘘になるということは、

ちょっとそれは考えすぎであって、町民にきちんと正直に伝えるということが信頼を、たとえ

内容が変更になったとしても、町民に信頼される方法ではないかなというふうに私は思います。 
 もう１つ、今年の３月議会で秋山貢議員が、これはもう県が主導なんだから、もっと県がしっ

かり主導してほしいということで、質問に対して、それに対して町長はこれから必要な場面が

くれば、県も住民説明に入る予定であるというような答弁をされていますけれども、そこのへ

んの可能性としてはいかがなものでしょうか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 これまでの峡南の医療再生には当然、県が関与していますし、県主導でここまでやってきま

した。今後、県が住民説明へ入る、ちょっと今、私、記憶がありませんけども、当然、私ども

が地域の住民の一番身近な存在ですので、私どもが市川三郷町と、これから協議を進めていく

ものについてはその進んだ段階で、まだ決定事項ではありませんけども、その段階のものはす

べて説明していくつもりでおります。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ８番、永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 それでは（２）番に入ります。 
 市川三郷町との連携の見通しについては、これまでのところ、市川三郷町との意思疎通は順

調とは言い難いというふうに思うわけですけれども、しかし、ここでやっと統合という方向が

一致して出てきたわけでありまして、これから限られた時間の中で、両町が連携して同じ方向

に向かってやっていくという上では、かなり難航が予想されるところです。 
 市川三郷町議会は、やっとここでスタートラインに立ったんですけども、スタートラインに

立った時点で、協議からの離脱もあり得るということを言っているわけで、私たちとしてはど

んなことが今後、予想されるのか、ちょっと分からないし、新聞の報道にもありましたように、

町長はこれからは駆け引きなどもしながらということで、そういうこともあり得ると私も思い

ます。期限内にいい形をつくっていくためには、富士川町としては今、どういうところに力を

入れて、何をやることが一番いい関係をつくっていく道なのか、町長のお考えをお聞きします。 
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） 
 駆け引きという言葉がありましたけども、これからは同じ目的に向かって、お互いの町がい

い方向を見出していくというのが協議会ではないかなと思っております。その中でやはり、譲

れない部分というのもあるかもしれません。そのときには、ちょっと時間がかかるかもしれま

せんけども、目的がこの地域でしっかりとした医療体制のもとで住民の生命が守られるという

ことが一番でありますので、細かいことは目を瞑っても、互助互譲の精神で当初の目的を失う

ことがないようにやっていければと思っております。 
 そういう中で、これから富士川町として何がというよりも、やはりこの地域の医療を守って

いくということであります。たぶん協議会の中では主たる病院がどこへいくなのか、そういっ

たときに従たる病院があるのか、ないのかということもあると思います。もし、そういった２病

院を、現在３病院と診療しているものが統合されるわけですから、１カ所でいいのか、２カ所

でいいのかというふうな議論もあると思います。そうした場合にどんなような診療科目がどん

な形態で行われるのか、たぶん、そのへんが一番の大きなあれになってくるんではないかと思っ

ておりますが、先ほど言いましたように、地域でしっかりしたお医者さんが確保できて、その

もとにしっかりした医療が施されることが重要だと思っていますので、これは協議会の中で、

当初の目的を見失わないようにしっかりやっていきたいなと、こんなふうに思っております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ８番、永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 これから両町の議会同士、あるいは町民同士の話し合いのようなものも必要になってくると

思いますけども、なんと言っても町長同士ですね。話し合いが一致した方向でいっているのか

どうかということが私は考えるわけですけども、これまで市川三郷町の久保町長は検討委員会

の委員長という立場もあるからだとは思いますけども、ご自身の病院問題の具体的なお考えと

いうのは全然表明されていませんし、志村町長は新聞取材に対して、ときどきコメントはされ

ますけれど、市川の町長のコメントというのは、私は本当に皆さんの意見を聞きながらよい方

向へみたいな、当たり障りのないようなことしか聞いた覚えがないんですけども、今後はそう

いうわけにはいかないと思いますし、それから市川三郷の町としての意見集約というものを

近々出されるということですけれども、これまでここへ来るまでに久保町長とそのへん、膝を

詰めて話し合ったというようなことはあるんでしょうか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 この問題が出たのは、一昨年の１月であります。その後、昨年の６月になるんですが、富士

川町の町民会館で、この峡南地域の医療に関わる人たちを４０数名集めて、実態を確認いたし

ました。病院の皆さんは、今すぐにでもお医者さんの融通をやってほしいというふうな意見か

ら統合というふうな話がより具体化をしてきたんですが、井上議員さんにも答弁させていただ

きましたが、市川三郷町については現在、病院を運営している町ですから、その病院を今後ど

うするかという結論が出ないままに統合のほうにすぐ動くわけにはいかない。これは久保町長

さんだけではなくて、市川三郷町の町議会議員の皆さんも同じ考えだと思います。そちらのほ

うの議論が集約されていないときに、新しい病院であるとか、そういうことは軽々しく言えな

 ６９



い状態ではなかったかなと。そこへいくと富士川町は病院を実際持っていませんから、より理

想的な方向の答えだけ言えばいいという、気楽と言ってはあれですが、身軽なところがあると

思います。 
 ただ先ほど言いましたように、調査検討委員会からの検討結果を両町にお渡しし、両町の町

長が議会に事前にお渡しした。この９月１日に市川三郷町議会も３病院の統合が望ましいと。

ただ附帯決議がありますよ。当然であります。うちは附帯決議をいただいていませんし、町か

らも特にそういうものは文言にしてありませんけども、協議会が整わなければ離脱ということ

はどちらの町にもあるわけでありますけども、そんな関係で市川三郷町が若干、言葉がはっき

りしなかったということはあると思います。これは町長だけではなくて、議会の議員さんにも

同じことが言えると思います。ただ、議会のほうで今度、はっきり回答をいただきましたので、

近々のうちに市川三郷町としても、町の考え方が調査検討委員会のほうへ出てくるんではない

かなと思っております。 
 そうした中で、町長同士で話をしたかということであります。昨年の１月、もっと前から峡

南の医療ということを考えたときから、この地域の医療不足とか脆弱な救急医療体制、それに

対して住民の皆さんに多大な迷惑を掛けている状況、そういった医療課題をもとに今後の望ま

しい医療体系を検討していきましょうということで調査検討委員会を立ち上げ、その委員長に

市川の町長が現在、病院も経営しているということもありまして、なっていただいたというこ

とですから、そういった今の医療の実態、今後の方向性というものにつきましては認識が一致

しているものと考えております。 
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） 

 方向性が一致しているということで、議会としてもいい環境をつくるために一生懸命、努力

していかなければいけないと思っております。 
 次にいきます。時間があまりないので急ぎますけども、すみません。 
 新聞報道によりますと、今後、想定される病院の運営主体は両町でつくる一部事務組合となっ

ていて、この一部事務組合という言葉が何度か新聞紙上に出ております。こういうことが新聞

に報道されて何度か出されますと、これが一人歩きしてしまうというおそれが私はあると思い

ます。先ほど町長もおっしゃったとおり、まだこれは決まっていないわけですから、これが一

人歩きするのは怖いなというふうに、私は思っております。 
 一部事務組合になったらどうなるんだろうということも、町民の中から不安の声として出て

きているわけですけれども、一番やっぱり町民が心配しているのは、大きな経済的負担がかかっ

てくるのではないかということだと思いますけれども、できるだけ、そのリスクが少ないよう

に、これからやっていかなければならないんですけれども、あらゆる角度から調査研究すべき

だと思います、運営主体にしても。そのへんのところの町長のお考えを、最初に伺いたいと思

います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 新病院の経営主体や経営形態につきましては、極めて重要な項目だと思っております。新聞
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では一部事務組合とか、独立行政法人とかの報道がされておりますけども、これは主要協議項

目である新病院の経営形態、名称、位置や開設日など新病院の開設に向けた重要な部分であり

ます。そしてまた、それ以外の細かい細部についても協議会の中で決めていくことになってい

ると思います。 
 この協議会では市町村合併の協議会と同様に、その協議会の中に病院の経営とか、また診療

など複数の部会を設置して、部会の中に病院の経営の専門家また医療の専門家、そうした専門

的な立場の人にも入っていただいて、あらゆる角度から調査・検討した部会案というものをつ

くっていただき、それを最終的に協議会で審議し、決定していくような形になっていくと考え

ておりますので、私も病院や医療のこと、また病院経営が専門家でもありません。役場の中に

もそんな専門家、誰もおりませんので、ただ、今、病院を経営している皆さんがここにはいらっ

しゃるということ。また、これからの医療ということを考えますと、先ほど井上議員さんから

も要望がありましたが、医大からも１人入れたらどうかというお話がありました。今後も山梨

医大からお医者さんを派遣してもらわなければ、この地域の医療は成り立たないわけでありま

すので、当然、山梨医大の意向が、特に医師、そして診療部門については沿うような形でまと

めていくことも必要ではないかなと考えておりますので、あらゆる角度から検討ができるよう

に、専門の皆さんにもお知恵を借りながらやっていきたいと。 
 ただこれまでも、市川町立病院もお医者さんが潤沢にいたときには、赤字がほとんど出てい

ないです。鰍沢病院も黒字であった時代もあります。峡南病院はなんとか今でも黒字で運営し

ていただいておりますけども、お医者さんが減ったがために診療部門を減らさなければならな

い。鰍沢病院の場合、特に顕著が出ているのが５階の病室が今、電灯が消えています。お医者

さんがいないからであります。お医者さんさえ確保できれば、ある程度の収益は出てくると思

いますので、あとは経営の効率化ができれば、そんなに長い時間かからずに赤字という言葉か

ら解消ができるんではないかなと。また、そういうふうにしていかなければならないんではな

いかなと考えております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ８番、永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 今まで一部事務組合とか独立行政法人という経営形態が出てきたわけですけども、選択肢は

これだけではないと思うんですよね。この２つだけではないわけで、そういう意味でもっともっ

と広く、ほかの選択肢を含めて、かなりこれ調査、本当にどれがいいのかということは、全国

の事例を調べながら、現地に調査に行きながら、専門家の人の意見を聞きながら、かなりこれ

は綿密な調査が必要だと思いますし、それをきちんと、今こういう状態で、これにはこういう

メリットがあり、こういうデメリットがあるということ、私はそういうことも含めて、町民に

きちんと知らせてほしいなというふうに思うわけですけれども、それ以外の選択肢というとこ

ろでも町長は考えていらっしゃるわけですね。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 １つの町で病院をどういうふうにしていくかというのは、非常に簡単になるわけであります

けども、今、民間病院も含めた、そして社会保険病院、公立病院、これを一緒にしようという
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ことでありますから、富士川町だけではできないわけであります。市川三郷町だけでも、行政

区域が違いますので、できないわけです。そこで新たな地方行政団体として、とりあえずは一

部事務組合をつくらなければならないんではないかなと。これは誰しも分かるところだと思い

ます。その中で今度、病院を独立行政法人で運営させるなのか。あるいはその一部事務組合が

指定管理者として委託を出すのか。いろんな方法があると思います。ただ、病院の経営母体と

して、富士川町が１人でできるわけではありませんので、一緒にできる経営母体というものは

つくらなければならない。それをもとにした、あと経営形態をどういうふうにしていくかとい

うのは、これはやはり協議会の中で議論をしていかなければならないところだと思いますが、

その中には専門的な皆さん、そしてまた全国の事例なんかも取り寄せながら、一番、この地域

に合った、そして将来、安定的に運営できる経営形態を模索していければと考えております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ８番、永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 分かりました。１つ、私、よく分からないので教えていただきたいんですけれど、この機構

に関して法改正があったがために、ＲＦＯから機能推進機構という形に改組されましたよね。

そこには存続という前提のもとに、しかし難しい問題がいっぱいあって、町長としてみれば信

じるわけにはいかないということだと思うんですけれども、町として出した意見集約の中に市

川三郷町と富士川町が関与して新たな経営母体を創設しとありますから、私はこれは買い取る

方向かなというふうにみているわけですけれども、非常に難しい形態の３つが統合した場合、

買い取るという方法しかないんでしょうかね。そのへんちょっと、よく分からないんですけど

も。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 新法が出まして、７月１日に議会からも議長さん、特別委員会の委員長さん、そしてまた議

員さんも数人、一緒に厚生労働省へ行かせていただきました。新法で５事業プラスアルファを

しっかり運営できる推進機構だという法律になっているんですが、その下にはすぐ譲渡という

条文も入っています。しっかり新機構が運営していくんであれば、譲渡という条文はいらない

はずなんですが、そのへんを確認しに行ったわけであります。鰍沢病院はどうなるんですかと

言ったら、この法律は基本的なコンセプトを書いた理想形だと。鰍沢病院がそうなるかどうか

は、独自の、病院個々に考えていただきたい。地域の皆さんと相談しながら考えていただきた

い。病院にお医者さんを送るわけにもいかないし、赤字を補填するわけにはいかないんですと。

ということであれば、今、２億５千万円からの赤字を出している鰍沢病院は２年いれば５億円、

３年いれば７億５千万円ですから、潰れていくしか方法がない。そういう中で、私どもが関与

しながら地域の医療をまとめながら、効率的な病院運営ができたならということでありますけ

ども、鰍沢病院を買うとか買わないとか、これからの協議です。そのときに行ったときにも、

私は無償譲渡を希望しますという話をしてきました。お金がかかるのか、かからないかは、こ

れからこちらの方針を決めてから、応分といいますか、あの新法の中では協議、調整をすると

いうことであります。そういう調整の中で金額とか売買の方法が決まってくると思うんですが、

それらをまず私どもが方向を決めなければ向こうへもいきませんので、やっていきたいと。 

 ７２



 それと鰍沢病院はああいった施設がありますので、これがたぶん核になってくるんではない

かなと思われますけども、民間病院である峡南病院との事前の話の中であれば、今ある病院は

きれいにしていただきながら、スタッフだけこちらへ入ってくださいと。すべての病院を新し

い経営母体が買い取るわけにはいかないというふうな話は今のところしてありますが、われわ

れの方向が決まれば、正式にそういうことも調査検討委員会のほうからそちらのほうに投げか

けなければならない問題だと思っております。 
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） 

 よく分かりました。 
 病院問題では最後に１つ、私自身が危惧していることを申し上げまして終わりとしたいと思

いますけれども、去年の１２月９日の山日ですけども、こういう記事が載りましたね。「派遣引

き上げも」と。去年の話ですけれども、これは研修医が不足していて、来年もこのまま不足し

ていれば、今、派遣している医師を引き上げることもあると。これは島田医院長のコメントで

す。充足率は研修医が２６．７％しか残らない。それは全国で４番目に低いわけで、これが続

けば県内の病院へは派遣できない。しかも引き上げなければならないという記事を、先日ちょっ

と古い記事から見つけて、ちょっと私、こういうことを今、見てしまうと、本当に今後、大丈

夫かなとそれは危惧しますので、それは私の質問ではありません。危惧です。 
 最後にというか、もう時間がないんですけれども、これはユニバーサルデザインということ

で、ユニバーサルデザインとなるとすごく大げさなことになりそうなので、への施策について

ということなんですけども、最近、町外の方から富士川町内の施設の障害者用トイレが利用し

にくいという、私、直接聞いたわけなんです。町内のどなたかにメールがいって、そのメール

が私にきました。私は直接、その人に聞きました。どういうところが、私、実は行ったんです

よ。何カ所か。障害者トイレに。だけど、どこかどういうふうに具合が悪いのかというのは私

自身よく分からないもので、その方に直接、どこがどうだったんですかということで聞いたん

ですけども、その前に、これはぜひ町長に伝えてほしいと言われましたのでお伝えしますけれ

ども、障害者を持つご家族の方から、重度障害者ですけれども、町が対応してくださったこと

に大変感謝したいということをつい最近、私、聞いたんです。ぜひこれは永井さんの口から町

長にお礼を言ってもらいたいということで、そういう一面も、この町は非常に温かい思いがあ

るということを、町長に私、伝えますということでここでお伝えするわけですけども、もう一

方ではこういう問題が起きているということで、そのへんのところは今回、補正予算に障害者

用トイレで１００万円ほど盛られているわけですけれども、そういうことも含めて、あるいは

時間がないから言ってしまいますけども、車イスやベビーカーが２階に上がりたいときはどう

するのというのは、前、１回、質問したことがあります。それは職員がみんなで運んで、２階

までお連れしますということだったんですけども、その掲示がなんにもないんですよね。入っ

てきて、どうしたらいいのかという、そのちょっと一言、どこかにそういう表示があれば安心

できる部分が、車イスの人たちがもう諦めて来ないのか。それとも、あそこに行っても無理だ

からといって来ないのか。それはよく分からないんですけれど、必要性をあまり感じないとい

うことなのか。そのへんの、ユニバーサルデザインということで、これは障害者に限らず誰も

が使いやすい施設ということだと思いますけども、ちょっと簡単にお願いします。 
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〇議長（望月邦彦君） 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 障害者の方も町内には多数おられますので、できる限りバリアフリーでやっていきたいなと

思っておりますし、役場のほうも旧態依然の役場ですから、分庁舎にしても本庁舎にしても２階

に上がるときにはエレベーターも付いていませんし、エスカレーターもない状況であります。

両施設とも耐震もしていないところですから、今ここにお金をかけるわけにはいきませんので、

新しい庁舎が出るときには、当然、ユニバーサルデザインの考え方に沿って庁舎のほうの設計

もしていかなければならないと思っています。 
 ただ、今、１階のほうはこの本庁舎のほうには障害者用トイレとしてありません。南別館の

ほうにありますので、庁舎の入り口にはもう張ってあります。それは。ですから、うちの職員

の中にも車イスがおりますけども、不便なく、今、やっておると。私もたまにどうだというこ

とは声をかけながら聞いていますけども、大丈夫ですということですから、いいんではないか

なと。ただ２階へ来るときには、本当に不便をかけていると思います。そんなことで、２階の

ほうは本当に事務的な部署を置いて、１階のほうに住民の皆さんが大勢行くところの部署を配

置させていただいておりますけども、今後も町のいろんな、そういった段差とか、そういった

部分の解消だけではなくて、いろんな施策の中にユニバーサルデザインの考え方を取り入れな

がら、性別、年齢、国籍、いろんなものに関係なく住民の皆さんが縦横無尽に動けるような社

会がつくれていけばいいかなと。一生懸命、ユニバーサルの考え方を取り入れてやっていきた

いと思っています。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ８番、永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 これで終わりますが、一言、昨日の体験をちょっと、させてください。 
 昨日、ガンフォーラムというのが県の関係というか、ＮＰＯが中心になってやったガンフォー

ラムが富士川町の町民会館でありました。私もできるだけ大勢の方に参加していただきたいと

いうことで、町長や、それから福祉保健課長にもお願いして、ご尽力いただいて無事に終わる

ことができました。ただし、前の日にある女性から電話がありまして、年配の方です。行きた

いんだけれども、あそこは今、エレベーターが使えないという情報が入りました。残念だけど

行けませんという電話をいただいて、大変ショックだったんです。昨日、実際に行ったんです

けど、すごい荷物、機材等、資料で・・・。 
〇議長（望月邦彦君） 

 時間です。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 はい。大変な思いをして３階まで何回も運んだという思いがあります。お金がかかることに

なると大変ですけれども、そのへんのところもぜひ考慮していただきたいと思います。終わり

ます。 
〇議長（望月邦彦君） 

 以上で通告５番、８番、永井寛子さんの一般質問を終わります。 
 ここで、暫時休憩します。 
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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６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、大きくは２つの問題について質問したいと思います。 
 まず１つ目は、私は議員になる前から長い間、課題となっています長沢新町の排水機場の問

題、特に水災害ということで、この間、何度か危ない状況にもなってまいりました。そして町

長もいろんな場面で、特に合併なんかの場面では、排水機場ができないと困るでしょうという

ようなこともおっしゃっていました。あれ以降どのように進展しているのか、その点について

お伺いしたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 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いたします。 
 長沢の排水機場につきましては昭和５１年度に施設が完成し、洪水被害がないよう現在まで

維持管理のほうをしております。近年の操作状況につきましては長沢川の改修、それから横川

の河川整備等がございまして、平成１４年度に排水操作をしたのが最後となっております。 
 施設は完成から３５年が経過しまして、ポンプ等の機器類に老朽化が生じております。排水

能力の低下の心配、それから地域の宅地化および近年のゲリラ豪雨に対応するため、できまし

たら近代的な排水機場への改修をと考えております。 
 こうしたことから長沢川流域の雨量の予測を想定し、それに伴う内水の被害、排水能力等、

詳細な検討が必要なことから山梨県において内水対策のシミュレーションを実施していただい

ているのが現状でございます。 
 以上でございます。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ６番、齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 今、降雪雨量等を勘案した内水対策のシミュレーションという話があったんですけども、こ

れは一応、いつまでにそのシミュレーションは出ることになっているんですか。 
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） 

 こちらのほうにつきましては、シミュレーションになる基礎の数値というものが５７災を基

準に、この雨量を基準にシミュレーションのほうをお願いしてあります。できているものは、

シミュレーションの内容については、ちょっと出てきているということは聞いて、資料をつい

最近いただきました。しかしながら５７災の雨量というのが現実的には、被害は非常に５７災、
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甚大でしたけども、雨量は大したことがありませんでした。時間雨量でいきますと２５ミリ、

それから２４時間雨量が２２０ミリという程度でしたから、現実的にはこのゲリラ豪雨という、

近年の雨量に対しては、ちょっとどうかという疑問が生じております。このことから、もう一

度、検討をしてくださいという方向で県のほうにはお願いをしていく予定でおります。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ６番、齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 今、お話を伺って、意外と少なかったんですねという感想があります。今、再度検討と。新

しい基準ということなんだと思いますけど、検討していただくということなんですけど、そこ

で町長のほうにお伺いしたほうがいいのかもしれませんけども、２番目のほうに移りたいと思

います。 
 今、県のほうで再度検討ということのようですけども、それがいつ出るのかということも大

きな問題だと思いますし、出たらその後、どのような形でこの整備計画が進められるのか、そ

のへんをお伺いしたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 整備計画ということだと思いますが、ご質問にお答えしたいと思います。 
 長沢川につきましては、先ほど課長のほうから答弁いたしましたように、国や県の河川改修

とか河床浚渫等によりまして、この河川改修、河床浚渫なんかも釜無川の流域下水道に伴う地

元対策協というのがありますので、こちらの皆さんと毎年、協定項目を確認しながら地元の要

望に沿った工事を進めております。増水等に対する安全度は、以前よりも向上しているものと

考えますが、先ほどお答えしましたように築３５年が経過しておりまして、排水機の老朽化と

か、近年の集中豪雨ということを考えますと、今のままでは決していいわけではありません。

そこで県のほうに流域の流量と、それに必要な排水能力の検討を依頼しておりますが、このシ

ミュレーション、今、一生懸命やっていただいています。中間の報告は受けておりますけども、

先ほど言ったように５７災をもとにしてある。ただ５７災、この地域は雨量が少なかったわけ

でありますけども、南湖地域は相当の水に浸かりましたし、早川町は数日間で１年分の雨が降っ

たと。あの道路の上まで水がきたというふうな状況でありますので、このシミュレーションが

仕上がった段階で、地元の皆さん、対策協の皆さんとまた数値を協議していきたいなと思って

おります。 
 整備はその後になるわけでありますけれども、整備にあたりましては県の管理する河川で

あっても、町が事業主体にならざるを得ないのかなというふうな考えを持っております。しか

し、あの排水機はトン３億円という話もあります。今、７．５トンですので２５億円。それ以

上の能力を付けると３０億円程度は見込まなければいけないかなと。こういった膨大な事業費

も予想されますので、先ほど言った町も主体になって、事業主体でやるつもりもありますけど

も、河川の管理は県でありますから、事業主体をどうするのか。施設規模をどうするのか。ま

た地元の区とも協議しながら、そして大きなお金でありますので、その財源の確保の見通しを

立ててから実施時期を決めてまいりたいと考えております。 
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 以上です。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ６番、齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 ここが非常に大事な問題なので、再度お聞きしたいと思うんですけども、再度、シミュレー

ションを依頼して、シミュレーションですから、おそらく何年もかかる話ではないだろうと。

１年かなんぼあれば、ある程度のものは出るんだろうと思いますし、そして釜無川流域の市町

村等、つくっているんだと思いますけども、さっき言った対策協ですか、この対策協は長沢の

話ですか、どうもすみません、私ちょっと、対策協との協議もやらなくてはならないと思いま

すけども、まずなんといっても大事なことは、あそこは長年の懸案であり、そして今もおっ

しゃったように、３５年以上経過していて、明らかに水害対策の最重点地域と。かつては、田

畑だった地域ですから、使っていたらよかったけども、いわゆる浄化センターができ、そして

土地改良がなされ、宅地化されたということで、もう待ったなしの状況だと私は思っています。

地元も非常に危惧している、近年の特に集中豪雨を見るにつけて。もう、これはたしかにお金

の工面という問題はありますけれど、やっぱり工面は必要なんだろうけども、いつまでに目標

値としてやっていくのか。これは合併が必要だというときにも、町長がその中の１つとして、

合併しなくてはなかなか、これだけのものはできないんだよと。だから必要なんだということ

もおっしゃってきた。そういった経過もありますので、そこのところは、そして今度は総合計

画の中で、実際に実施計画、いろんなものをつくっていくんだと思います。８年間。少なくと

も、ここにはなんらかの形でやっぱり盛り込んでもらいたいと私は思うので、そのへんについ

てお伺いしたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 排水機を必要とするところは長沢の長沢川、それと青柳の東川、ここも非常に水位の低いと

ころであります。富士川が増水したときにはどうしても、河床を止めてポンプアップしなけれ

ばならない。先ほど言いましたように、平成１４年から動かす状態ではなくて、５７年の災害

から禹之瀬を開削しましたので、富士川の流れも非常によくなってきましたから、そんな関係

でこのところ動かさなくてもいいのかなと思っておりますが、いつどういう大雨が降るか分か

りませんから、できるときに対応していきたいなとは思っております。 
 そうした中で、かつては湛水防除で付けた排水機ですから、田んぼの５０センチは水没する

という前提で付けてあるんですね。ただ河川の改修等々がありまして、今、そういう実態はあ

りませんけども、今後、今の５７災でシミュレーションをした場合に、家屋までの浸水はない

けども、道路は冠水するかもしれないというふうな状況であります。 
 そういうこともあってはいけないことでありますので、早くシミュレーションを見させてい

ただいて、先ほど言った事業主体、施設規模、そして財源の確保、この見通しが付けられれば

やっていきたい。そして、これから町のこういった大きな事業は当然、町の総合計画の実施計

画の中に入れていかなければいけないわけでありますが、今回の実施計画にはたぶん間に合わ

ないんではないかなと思います。 
 ただ、実施計画も毎年ローリングをしていきますので、そういった諸条件が決まれば入れな
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がらローリングをしていくという形になりますので、いずれにしても町の実施計画の中に織り

込みながら計画的にやっていくということになると思います。 
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） 

 実施計画は、たぶんここ１年ぐらいでつくることになるんだろうと思いますけども、私から

お願いしたいことは、この間、住民は本当に長い間、待ち望み、耐え忍んできたという課題で

すので、少なくともここ１年以内ぐらいには、その見通しをつけるという点について、町長の

決意というものをお伺いしておきたいと思います。最後に。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 長沢川にしても東川にしても、今、実施時期がはっきり分からないわけでありますけども、

先ほど言った諸条件を１日も早く協議をしながら、そしてまた事業主体も決めながら、総額も

決めながら、財源を見つけながらできるだけ早く、いつからどういうふうにしていくんだと。

具体的な整備計画が立てるようにしていきたいと、こんなふうに考えております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ６番、齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 なかなか見通しが付かないというのが実情なんだろうなという答弁に思います。だから、そ

れだけお願いして、この点についてはここでおしまいにしておきたいと思います。 
 ２つ目ですけども、教育振興基本計画の策定についてということで、まず１点目、つい先ご

ろ地域懇談会というものが増穂地区と鰍沢地区で行われました。私は非常に申し訳なかったん

ですけども、前半部分しか、時間の都合がなくて参加することができなかったんですけども、

それを見ていて、地域懇談会の目的というのはなんだったのかなということを率直にちょっと

感じたんですけども、まず目的という点について今回、新しい形態だったんですけどもその点

について、お伺いしたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 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。 
 富士川町教育振興基本計画は向こう１０年の教育、文化、スポーツの振興に関する基本的な

方針と地域の実情に応じた施策を示す計画であることから、町民の方々の意見を反映すること

が重要と考えております。こうしたことから忌憚のない意見、提言をいただく機会として懇談

会を開催いたしました。 
 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） 
 非常に目的というのは、よく分かります。忌憚のない意見を皆さんからお伺いしたいという
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ことだったんだろうと思います。実は正直、あの会に参加しまして一番感じたのが生徒の数の

変動等々いろんな資料が示されまして、皆さんご意見を賜りたいということだったんですけど

も、正直、私、参加者の一人として感じたのは何を言っていいのかなと。まず感想としてあっ

て、現実問題としてなかなか皆さんから、ある一定の時間、ご意見が出ない。教育長のほうか

ら多少、発言があったり、委員長さんのほうからも発言があったりということで、少しずつ会

は進んでいったわけですけども、ああいった形態をあえてとったというか、普通は地域懇談会

といえば、ある程度、行政側では教育委員会のほうから一定の考えなり、あるいはこの間、集

めてきた資料なりみたいなものが、ご意見等々が示されれば非常に一般町民の方からも意見が

出たんだろうと思うけど、あえてそのような形をとられたというところを、どういうお考えで

あったのか。また今後、それをどのような形で持っていくのか、お聞きしたいと思います。教

育長のほうがいいと思いますけども、よろしくお願いします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 教育長、堀口広秋君。 
〇教育長（堀口広秋君） 

 齊藤議員の質問に答弁いたします。 
 今、課長のほうから申されましたけども、あえてテーマを決めずに資料のみ提出をし、皆さ

んから忌憚のない意見を伺いたいというのが趣旨であります。また本来ですと、テーマを決め

て、これについてはどう思うのかというのが一番、会としては進めやすかったのかもしれませ

んけども、教育委員会として、あのようなスタイルをとったのは今回が初めてですし、日ごろ

町民の皆さんから教育に対して意見を聞く機会もありませんでしたので、あえてあのようなス

タイルで進めさせていただきました。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ６番、齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 意図は十分、分かりました。もう１点だけ、それに対してお伺いしておきたいんですけども、

今後計画をつくるにあたっては諸団体、あるいは教育関係者、ＰＴＡ等々からのたぶん意見と

いうものをまた、なんらかの形で集めていくのかなと思いますけども、そのへんについては何

かお考えがあるのかどうか、その１点だけお願いしたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 教育総務課長、川手貞良君。 
〇教育総務課長（川手貞良君） 

 今後意見をまとめる上では、これから町長、教育長のヒアリングをさせていただくというこ

とと、あと教育関係団体の代表者に今、意見シートを出させていただいております。活動とか

施設設備についての意見シートということで、ご意見をいただくような機会をつくっておりま

すので、それらをまとめていきたいと思っております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ６番、齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 どうもありがとうございます。 
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 それでは２つ目、基本計画策定にあたっての重点課題は何かを伺うという質問事項になって

いますけども、実は私、議員になってから教育長が代わるたびに、まず教育長には教育に関わ

る教育者としての考えをお伺いし、また教育委員長にはその都度、重要な立場にある教育委員

長のお考えというものを絶えずお伺いしながら、町の教育行政をどのように進めていくのか。

また私のほうから意見があれば、多少とも、指摘できればさせていただきたいということで、

今回、中込新教育委員長にはご足労を願っていますけども、たまたま新教育長になられた時期

に教育振興基本計画の策定と。私はあまり教育ということは、私なりにはいろんな勉強もさせ

ていただいてきていますけども、久しぶりの大きな計画策定ということだろうと思います。そ

ういう中にあって、教育委員会で議論もされているだろうし、また教育委員長個人のお考えも

おありだと思いますので、この策定にあたって、現在の富士川町の教育事情に合わせて、どの

ようなことをお考えになっているのか。あるいはどんな形で、今後、新しい教育の進め方とい

うことを考えていらっしゃるのか。そのお考えというのをお願いしたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 教育委員長、中込文江さん。 
〇教育委員長（中込文江君） 

 ご質問にお答えをしたいと思います。 
 教育振興基本計画の策定ということで、私が前回のこの場でお話をさせていただきました折

にも、そのことにはふれさせていただきました。本当に富士川町になって初めての計画でござ

いますので、一番、新町のスタートにあたるものでございますので、慎重に広範囲な方々の意

見を聞いて、しっかりしたものをつくっていきたいというふうに思いまして、正直、身の引き

締まる思いがしております。 
 教育振興基本計画の策定なんですけども、この策定にあたりましては、やはり国や県の教育

振興基本計画との整合性をもたせることは、当然だと思っております。その上で次の世代を担っ

ていく子どもたちの健全育成や生きる力を育むための確かな学力、豊かな人間性、健康・体力

のいわゆる知・徳・体のバランスが、よく育っていくようにというふうな計画をしたいという

ふうに、それが大切であるというふうに考えております。 
 また昨今、家庭や地域における教育力の低下が問題になっておりますことや地域の安全や安

心の確保の必要性という観点からも学校、家庭および地域住民らの相互連携のあり方について、

地域の実情に合った議論の必要性も感じております。 
 生涯学習につきましては、生きがいのある充実した人生を送ることができる生涯学習社会の

実現や生涯学習環境の充実、またスポーツ振興においては健康で豊かに生きるために、子ども

から高齢者までが楽しむことができる、町民みなスポーツ活動の推進を図ることが重要だと考

えております。併せて町民が心豊かに生きがいのある生活を送ることができるよう、文化・芸

術の振興も必要と思っております。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ６番、齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 ありがとうございました。 
 いくつか質問させていただきたいと思うんですけども、何年か前からゆとり教育からの転換
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ということが叫ばれまして、あれはいろんな問題がありましたが、かつては佐世保の事件とか、

ちょっと悲惨な事件もあったりする中で、新しく、子どもたちの言葉を伝える能力がなくなっ

てきたということで、ゆとり教育からの転換、読み書きということにかなり力を入れようとい

うことで、当時は増穂町ですが、増穂町では読書活動みたいなことも定着させたり、あるいは

学力の低下を抑えるということで漢字検定等への補助を生徒にして、そういったものに積極的

な取り組みを図ってきたと思います。 
 最近では外国語活動、外国語教育というふうに言葉を使う人もいますし、教育というとちょっ

と違うね、活動だねと。これは小学生ですから、差しあたっては活動という表現のほうがたぶ

んいいんだろうと。慣れ親しむという意味で。そうだろうと私は思いますし、中学校では体育

の授業に武道を行うと。これは国の考え方を反映したものだろうと思いますけども、そういう

意味ではもうちょっと、個の力を強くしていこうと。それと、もう１つは国際社会に対応した

日本人的な個をつくろうということで、新しい価値観がそこには、たぶん附加されてきている

んだなと私は思いますけども、その点について、そういう変化についてどのようにお感じになっ

ているのか。お考えがあれば、ちょっとお聞きしたいと思いますけども。 
〇議長（望月邦彦君） 

 教育委員長、中込文江さん。 
〇教育委員長（中込文江君） 

 ご指摘のとおりだと思います。コミュニケーション能力を付けるということは、非常に大切

なことだというふうに考えます。コミュニケーション能力というのは、自分の気持ちとか自分

の考えを発信すると同時に、人の言うことも理解して解釈して、お互いの個を認め合うという

ことに通じるのだというふうに私は思っております。ですので、コミュニケーション能力とい

うのは国語の教科だけではなくて、学校全体で取り組んでほしいと思っているところです。 
 読書活動につきましては、町内の７つの学校が朝読書をほとんどが入れておりますし、ボラ

ンティアで読み聞かせ等のことも実施しておりますので、これはさらに進めてほしいことだと

いうふうに考えております。 
 外国語の問題につきましては５・６年生に本年度から新指導要領で入ってまいりました。齊

藤議員がおっしゃるとおり、外国語、これは学習というより活動という形で、現在ＡＬＴの方

と一緒にとても楽しく、いわゆる授業を進めておりまして、この５・６年生でやっていること

が中学校の英語学習にどういうふうに結びついていくのか、いい形で結びついていってほしい

というふうに願っているところでございます。 
 それから武道等ということですけども、これにつきましては、中学校におきましては来年度

から新指導要領が完全実施になりますので、いずれは体育の授業等で取り入れていくことにな

ろうかと思っております。 
 例えば柔道などでは、これは体育教師が現在、そういう武道を学んでいる人がいるかどうか

という問題もございますし、またそれを実施するにあたりましては、安全面というふうなこと

も配慮をしていく必要があろうかというふうに思っております。 
 また、それ以外にも音楽などで日本の伝統である琴であるとか、そういう邦楽ですね。そう

いうものを以前からかなり、学校教育の中にも入っておりますので、やはり自分の町、自分の

国のことをよく知った上で、さらに国際的な視野を持つ人間を育てるということで、とても大

事だなというふうに考えております。 
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 それから生きる力を育むということは、結局は個を強くするということだと思っております。

個人の自立、自分で立つと同時に自分で律する。両方を含めた形があるかと思います。そうい

う点で、個を強くしながらお互いの個を認め合う。そういうふうな教育ができたらいいのかな

というふうに思っております。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ６番、齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 もう１点、お伺いします。その前にちょっと今言った個を強くするということと、これは私

の独断と偏見なのかもしれないんですけども、最近の学校教育を見ていて、非常にすべてにお

いて平等化的な発想が底辺に一方にはある。父兄の問題、いろいろあります。モンスターペア

レントの問題もあるんですけども、ちょっとそこが一方では気になる。そこの整合性をどうつ

けていくのかということは非常に難しいので、そのへんのことと、もう１点、振興計画という

のは、基本計画のほうかな、構想のほうでアンケートをとったときに、教育について、道徳教

育と道徳と、それから倫理教育ですかね、倫理感に重きを置いた教育をしてほしいというのが

４８％、約半分あったという結果を見ているわけですけども、この道徳教育とか倫理感という

と、これは人それぞれ非常に違うんだろうなと。中には道徳教育というと、即愛国心、即戦前

みたいな話にいってしまう、極端の場合にはそういうふうにぶれる方たちもいますけども、こ

のへんについて、教育委員長は道徳教育とか、あるいは倫理感ということについての委員長な

りのお考えと、今言った指摘がもし答えられれば、最後にお願いしたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 教育委員長、中込文江さん。 
〇教育委員長（中込文江君） 

 個を強くするということですけれど、それはやはり自分の考えをしっかり持たせるというこ

とになるのかなというふうに思っております。先ほども申し上げましたとおり、自分の考えは

しっかりと持ちながら、やはり相手の立場は尊重できるようにという、そういうことではない

かというふうに思っております。それは学校教育だけでは無理な面が多々ございますので、や

はり家庭教育、地域との連携、そのへんが大事になってくるのかなというふうに考えておりま

す。さらに道徳教育であるとか倫理感という問題につきましては、今現在、学校では道徳の、

いわゆる徳目を押し付けるというような教育は一切しておりません。なんか問題を提起する中

で、小学校１年生は１年生なりに、また中学生は中学生なりにお互いに考え、討議をし合って、

そして結論を出すというより、それぞれに考えさせていこうと。こんなふうな授業内容を行っ

ておりますので、そういう形でこれからも進めていけたらいいかなと思っております。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ６番、齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 最後に一言だけ、ちょっとお願いだけしておきたいと思います。 
 やるのは先生方で、先生方のゆとりがむしろ最近、ないのかということを非常に感じており

ます。かといって人員をすぐ増やせと。町単教員を増やせというわけにはいかないだろうと。
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これは私の持論なんですけども、小規模校をなんとか、ある程度して、人員配置が適正に行わ

れれば、ゆとりある教育者が教育現場になるんではないかということを思いますので、ぜひ、

その点も今後、お考えいただきたいというふうに思います。 
 以上です。どうもありがとうございました。 

〇議長（望月邦彦君） 
 以上で通告６番、６番、齊藤欽也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） 
 それでは通告に従いまして、質問させていただきます。 
 本町は山々に囲まれて、そこに住む私たちは昔から計り知れないほどの恩恵を森林から受け

ながら生活を送ってまいりました。この地域の伝統文化を築き上げてまいりました。先人はこ

の森林を利用するとともに、生態系をより豊かにするための管理を行い、森林を良好な状態で

保ち続ける努力を重ねてまいりました。しかし近年、ご存じのとおり林業採算性の悪化や過疎

化を背景に森林の荒廃が進んでおります。先日も台風１２号の影響で峡南地域でも土砂崩落や、

道路の陥没などの被害があったわけであります。そして、この峡南地域でも和歌山県や奈良県

で大きな被害を出した山の深層崩壊の危険性を指摘する専門家がいるのも事実であります。 
 森林は緑のダムといわれるように水を育み洪水を防ぎ、土砂の流出を防ぐ働きがあります。

数多くの野生生物の生息の場として、さらには地球温暖化防止や地球環境の保全、木材生産な

ど多様な機能を併せ持っております。これまでは、森林を整備するときには森林整備地域活動

支援交付金の制度を利用してまいりました。 
 ところが本年度から、民有林の間伐に対する国の補助金の条件が変わりました。主な変更点

は、１つは５ヘクタール以上の集約化、それから２つ目が１０立方メートル以上の搬出義務で

あります。今までの切り捨て間伐から利用間伐に移行することにより、未利用資源を木質バイ

オマスの原料として利用し、林業の採算性の向上を図り、併せて化石燃料の使用削減による地

球温暖化防止への取り組みを推進させる目的であります。 
 教育が本町の将来を担う人づくりであるように、本町の面積１１１．９８平方キロメートル

の約８１％を占める森林の働きを守り育てることは、未来への投資だと考えます。国の補助金

の条件が変わり、事業主体である峡南森林組合では制度に対応しながら、仕事を確保するため

には集約化計画立案が急務でございます。この事業は、町の承認がなければ推進できません。

森林の機能を守り育てるために県と連携をとりながら、町が積極的にプランづくりに関わるべ

きだと考えますが、町の見解をお伺いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 農林振興課長、堀口進君。 
〇農林振興課長（堀口進君） 

 秋山議員の、ただいまのご質問に回答いたします。 
 森林整備において県では地域を指定・集約し、効率的に事業が進められるよう平成２２年３月

に集約化の推進にかかる基本指針を策定しました。これをもちまして、町では５月に集約化推

進計画書を策定し、この推進計画に基づき事業主体である峡南森林組合が策定した集約化の実

施計画を６月に承認しました。 
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 町の計画書では県、それから町有林と民有林のうち６，９５７ヘクタールの範囲を集約化推

進区域として指定しておりますが、町内の民有林についてはほとんどが指定の区域内にござい

ます。 
 今後も森林組合が効果的に事業を進められるよう、森林整備にかかる情報提供や国および県

の補助事業の活用について、積極的に関わ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） 
 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 そうすると６月に承認した６，０９７ヘクタールの事業予算というのは、どのくらいの規模

になりますでしょうか。 
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） 

 すみません、手元に資料がございません。資料を持ってきておいたつもりでいたんですけど。

申し訳ありません。数値のほうの答弁のほうができないです。 
〇議長（望月邦彦君） 

 休憩します。 
休憩 午後 ２時５１分 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
再開 午後 ２時５３分 

〇議長（望月邦彦君） 
 休憩を解いて、再開します。 
 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 それでは再質問ですけれども、平成２１年度の切り捨て間伐事業の実績が４１．１６ヘクター

ルであり、平成２２年度は３２．０１ヘクタールです。今年度はそういうことで６，０９７ヘ

クタールの施業計画が承認されたということですけれども、町の森林面積が９１．９２平方キ

ロメートル、このうち４４％、４０．３２平方キロメートルが民有林だという資料をいただい

ております。今までは搬出しなくても済みましたけれども、今後は搬出義務を伴う利用間伐で

すので、手間も費用も今まで以上にかかります。１年に例えば４０ヘクタール間伐したとする

と１００年かかるんですね、この面積というのは。当然、条件によっては搬出できない立地条

件も、自然条件あるかと思うんです。やはり荒廃した森林を再生することによって、土砂災害

を未然に防ぐことも可能だと考えます。堤防やダムなどの砂防工事も当然、必要になってきま

す。しかし、この森林の働きを利用した砂防も有効だと考えます。林業振興の長期的な計画を

策定することは、町が策定すべき重要な政策の１つだと私は考えます。 
 前に昨年の１２月、町長が質問に対して答えたんですけど、町が積極的に関わることはしな

いと。民有林の所有者のほうで、具体的な政策を出してくれば、それに協力すると言っていた

んですけど、やはりこの予算がどのくらいつくか分からないんですけども、これに積極的に予

算を使って、この森林というものを、やはり５年１０年では、森林の荒廃というものは復旧す
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ることもできないし、保つことも僕はできないと考えています。ぜひ予算をしっかりつけて、

この政策というものを町として、僕は長期的な視野を持って考えていくべきだと思いますけど

も、いかがですか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 秋山議員の荒廃森林の再生ということでありますけども、今、県のほうで森林環境税の導入

に向けた動きがあります。これは年間で２億７，３００万円ほど森林環境税を皆さんからいた

だこうと。これ個人が５００円、法人税が均等割額の５％ということで年間２億７，３００万

円ほど予定しております。 
 県のほうでは５年計画を今後、この９月の定例会で発表していくと思うんですが、そうした

中で荒廃森林の再生施策として、民有林の間伐を進めて針葉樹と広葉樹が交じり合う森林を整

備していこうということで、５年間で１６億７，７００万円ほどの経費を計上する予定でおり

ます。当然、国庫補助金等も活用していきますので、このうちの税金の部分は１０億円ぐらい

でありますけども、これと同時にまた里山林の再生でも長期間放置された倒木とか竹など、こ

ういったところを市町村とかと一緒に、住民の皆さんと一緒に整備していこうということで、

５年間で１億２千万円弱の金を計上する予定でおります。 
 そんなふうなこともありますので、これから県と町も連携をしながら、新たな財源も出てく

ると思いますので、一緒にやっていきたいなと、こんなふうに考えております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 それでは再々質問ですけれども、先ほど町長のほうから県のほうでは森林環境税という話が

出ましたけども、現在ですね、町所有の分収林というものがございます。９万４，９００平方

キロメートル、これが平成２３年度の３月末現在の数量です。これに財産区の分収林を合わせ

ると約７７．８ヘクタールとなります。これが財団法人 山梨県林業公社と契約していると思

うんですけれども、その契約満了日を調べてみたら短くても１４年、長いものでは３６年後な

んですね。過日の朝日新聞に山梨県林業公社の厳しい経営状況が載っておりました。本年度中

に廃止も含めて、改革プランを策定すると書いてありました。山梨県では、このまま経営を続

けていくと、２０５５年度末には２６８億円の債務超過が見込まれるという試算を示しており

ます。県は契約していた負債山林の契約解除や公社と所有者で６対４となっている収益の割合

を見直すなどの検討も進めているといっております。 
 そこで、やはり町でも、町長おっしゃったとおり、これは林業公社の改革プランですけども、

こういったことに先手を打って対応して、林業振興の長期計画というものを、やはり町独自で

もこういったものに対応できるように、収益が上がると思っていたものは、突然に解約するな

んて、県なんてそうだと思うんですよ。林業公社、住宅供給公社もやっぱり赤字となってくる

と、当然そういった行政改革というものはすぐに手をつけていかなければいけない。やはりそ

うなると町というものは置いてけぼりをくってしまうので、ぜひそのへんの対応も考えていた

だきたいと思いますけど、いかがでしょうか。 
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〇議長（望月邦彦君） 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 林業公社の分収造林が売れなくて大きな赤字になっているというのは、私がちょうど県庁に

いたときも２４０億円ぐらいの赤字が出ていまして、これをなんとかしていかなければいけな

いというのは長年の課題であります。今、議員さんがおっしゃったとおり、これから進んでい

けば、もうすぐ２７０億円近くの累積赤字です。 
 当時はヒノキ、スギが主体でありましたけども、これは年数が掛かりすぎるということで、

たぶん唐松をたくさん植えてきてしまったと思うんですね。実際に５０年ほど経ってみて、成

木になったときに唐松が曲がりを生ずるということで、集成材にしていかなければ売れない。

集成材になれば、すごく木目のきれいな、いい建材になるんですが、その集成材をする過程で

何枚もの層を貼り付けていかなければならないと。相当のお金がかかるものですから、ものは

よくても売れないという状況です。また、そこにはボンドを張りますから、アトピーなんかが

今、流行っていますので、そういった二次被害も出てくるということで、なかなか売れないと

いうのが現状だと思います。 
 県のほうも地域の皆さんにお約束をしながら、長いものでは３０年ぐらいでやっていこうと

いう、寄附金を集めた分収造林ですので、こちらのほうの林業公社のほうも、県も関与しなが

らやっていきますので、町も歩調を合わせながら林業に意欲を持った人たちが、再びまたそち

らのほうへも投資がしていただけるような、環境づくりをやっていかなければならないんでは

ないかなと思っておりますので、県の動きなんかも確認をしながら一緒にやっていきたいと

思っております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 それでは、（２）の質問に入ります。 
 早川町では民有林の間伐費用を町が全額負担すると、今年度、５００万円の予算を計上しま

した。こういうふうに直接的に補助することも１つの方法だと考えます。間伐した木材を熱供

給の材料として利用して、木材の需要を創出することも１つの方法だと考えます。 
 そこで木質バイオマスの利用を促進し、雇用の拡大を図るために電気を使用しない木質ペ

レットと薪の両方を使えるストーブの設置に対して、１台１０万円くらいの助成をしてみては

いかがかなと考えるんですけれども、町のお考えを教えていただきたいと思います。 
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） 

 ご回答します。 
 間伐材の利用につきましては、材の状態にもよりますが、搬出にかかる経費相応の収入は得

られないように、主に建築資材や杭としての利用が望ましい状況であります。峡南森林組合と

しても利益が多く望める建築資材としての加工を重点的に行っております。 
 今後、町としては新たな公共施設においては、木質ペレットなど木材の有効利用をしていき

たいと考えておりますが、町民からの薪ストーブなどに対する助成の要望は受けておりません。
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間伐促進のための施策としては、少額ではありますが町単の補助事業を設けております。この

制度をさらに利用しやすいような内容となるように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） 
 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 先日、峡南森林組合へ行ったときに、また建築資材のほうも製材をやっていたんですけども、

今年は東日本大震災で仮設住宅の杭を峡南森林組合は受注したんですね。どうしても無駄なと

ころが出てくるんですね。そうすると山のように野積みされていまして、これはどういうふう

に使うんですかといったら、やっぱりこれは燃してストーブで使うと。そういうふうに建築資

材のほかに、そういった使われない部分も出てくるんですね。そういったものを生かしていく

方法というものをこれから考えるべきだと私は思います。 
 再質問ですけれども、長野県ではすでに１４市４町４村が長野県の認定している信州型ペ

レットストーブの導入に対して、補助を実施しております。また山梨県でも山梨県木質バイオ

マス推進計画を策定して、持続可能な社会の実現や地球温暖化防止、地域における雇用の創出

や林業・木材産業の活性化、森林整備の促進につながる木質バイオマスの利活用を積極的に進

めていこうということを今、考えております。そしてまた薪ストーブ、ペレットも使えるんで

すけども、東日本大震災でも電気を利用しないストーブということで、停電に強い暖房器具と

して見直されております。ぜひ、町内の住宅への設置を推進することが、多様な効果が私は見

込まれていると考えますけども、課長さん、いかがですか。 
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） 

 木質ペレットを使った薪ストーブ等の助成なんですけど、先ほど答弁させていただいたよう

に、町民からの要望が非常に届いてこないということもありまして、詳細はちょっとまだ、ど

のくらいというのは分からないんですけど、薪を使ったＣＯ２等、どのくらい出るのかという

のも現実的に把握していないのはちょっと勉強不足なのかもしれませんけど、そういうことを

考えて、今後、助成制度のほうも検討していきたいと考えております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 長野県のペンションなんかが中心になりながら、薪ストーブの普及が長野県のほうは流行っ

ております。長野だけではなくて東北地方なんかも、やはり寒い地域ですから、燃料費、高い

灯油とか電気というよりも薪が一番いいんではないかと。ただ、薪を集める人たちが、あそこ、

森林組合ではなくて、皆さんボランティアみたいな形でやっているように聞いておりますけど

も、町がこれから造っていく公共施設には、そういった普及も含めた木質バイオマスのストー

ブなんかを設置してあります。これから造る道の駅なんかも、全部それで賄えるわけではあり

ませんけども、メインのところにはそういったものも、ここ森林も多いわけですから置いてお

きたいなと思いますし、また先ほど言った県の森林環境税の中で県産材の利用の促進と併せて、

木質バイオマスの利用促進ということで林内に残されている未利用のバイオマス資源を利活用、
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促進していこうということで、５年間で６千万円ほどの経費を盛る予定になっています。その

中身がまだ、個人的にいくなのか。公共施設でやるときに、県が一部助成してくれるなのか分

かりませんけども、現在のところ、この富士川町にはそういった住民からの声がありませんの

で、そういった、これからは普及促進をまず地方公共団体がやりながら、そしてまたみんなが

そういう要望があるようであれば、そのときはまた、先ほどの市川淳子議員さんのあれではあ

りませんけども、住民の意向に沿うような形で、１０万円になるか５万円になるかちょっと分

かりませんが、助成は考えていきたいと考えています。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 ぜひ、住民の皆さんの声も当然必要なんですけども、やはり行政が率先して方向性を示すと

いうことも僕は大事な行政のあるべき姿と思いますので、ぜひお願いいたします。 
 それでは、３番に入ります。 
 山梨県木材協会では、県産材を一定以上利用して住宅や店舗を建築したときには、使用料に

応じて６万円から４０万円の助成を行っております。本年度ですけども、予算は１件１３万円

として７０件、９１０万円を見込んでおります。そこで、富士川町独自の森林資源活用策とい

たしまして、地場産材を住宅の新築やリフォームに利用して施工した場合には木材費の一部を

補助することも１つの方法だと考えます。木材利用促進の仕組みづくりを検討していただきた

いと考えますけども、町の見解をお願いいたします。 
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） 

 先ほど答弁が保留になっていました件につきまして、答弁のほうをさせていただけるでしょ

うか。 
 今回、６，９５７ヘクタールの区域を指定していたということだけであって、エリア内のス

ギ、それからヒノキの量がはっきりしないために、事業規模を金額で推測できないのが現状で

ございます。ですから金額的にはいくらということは、事業費は謳ってございません。 
 以上です。 
 それから今のご質問ですけど、答弁させていただきます。 
 県産材の利用促進につきまして、現在、県木材協会において新築や改築などの木材使用量に

よって、建築主に補助金を助成する事業を実施しております。また建築物の柱代や内装代を無

償で提供する事業もありますので、こういった事業につきまして、町では制度の紹介を行って

いきたいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 予算が先ほども説明させていただいたとおり、９１０万円という予算をこの木材協会では年

間とっていますけども、これがどのくらい使われているのかは私も把握はしていませんけども、

やはり町独自でやることによって、この需要というものは見込まれるんではないかと思います

 ８８



ので、これについてはまたご検討をお願いしたいと思います。 
 それでは（４）に入らせていただきます。 
 森に人が入ることによって森に関心を持ってもらえます。全国には４４カ所にセラピーロー

ドとして認定されている場所があります。山梨県内では、山梨市の西沢渓谷が唯一認定されて

おります。志村町長は町内３筋、平林、穂積、五開をなんとか地域活性化に生かしていこうと。

特色のある地区を有効に活用していこうということでありますけれども、ぜひこのセラピー

ロードというのを、登録商標されているというのは堀内課長さんに教えていただいたんですけ

れども、勝手に使うことはできないんですけども、このセラピーを事業化することによって、

都市部からの集客が見込まれ、それからこのセラピーロードのガイドさんというのも当然必要

になってきますので、雇用の機会も考えられると思いますので、町の見解をお伺いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 セラピーロードについてのご質問にお答えをいたします。 
 森林は私たちにさまざまな恩恵をもたらしていただいております。その１つに癒し効果があ

りますけども、この効果をＮＰＯ法人が認定したセラピーロードと呼ばれる登山道、遊歩道、

こういうものが全国的にあります。山梨県の中も山梨市が西沢渓谷のへんをセラピーロードに

認定されております。 
 本町におきましても平林、穂積、五開地区にも自然景観が素晴らしいポイントがいくつかあ

ります。ここを訪れることによって、健康づくりもありますし、癒しの効果を受けられること

もあると思っております。 
 これらの地区の登山道、遊歩道の整備につきましては、そのルートや内容については現在、

調査をしているところであります。櫛形山には原始林もありますし、まさに癒しのスポットで

はないかなと思っております。 
 今後、この調査をもとに森林に関心を持っていただけるよう、森林浴も可能なトレッキング

コースを整備していきたいと思っております。何コースかつくれると思っております。また健

脚コース、初心者コース、中級コース、いろんなコースがあると思います。大きな山がたくさ

んありますので、この平林から十谷までというと相当な、おもしろいコースがつくれるんでは

ないかなと思っておりますので、今、やっております調査に期待をしているところであります。 
 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） 
 ぜひ役場の職員の方、頑張っていただいているんですけども、さらにこの地域のものをより

有効に生かせるように、外の知識というものを使っていく。お金が多少かかったとしても必要

なことだと思いますので、ぜひそんな格好で進めていただきたいと思います。 
 これで、私の質問を終わります。 

〇議長（望月邦彦君） 
 以上で通告７番、３番、秋山貢君の一般質問を終わります。 
 以上で、一般質問を終わります。 
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 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 ３時１３分 
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平成２３年第３回富士川町議会定例会（３日目） 

 
平成２３年９月１３日 
午前１０時００分開議 
於 議 場 

 
１．議事日程 

 
日程第１ 諸般の報告 
日程第２ 議案第５５号 スポーツ基本法の施行に伴う関係条例の整理に関する条

例について 
日程第３ 議案第５６号 富士川町甲州鰍沢温泉かじかの湯条例の一部を改正する条

例について 
日程第４ 議案第５７号 富士川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改

正する条例について 
日程第５ 議案第５８号 平成２３年度富士川町一般会計補正予算（第３号）につ

いて 
日程第６ 議案第５９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２号）について 
日程第７ 議案第６０号 平成２３年度富士川町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１号）について 
日程第８ 議案第６１号 平成２３年度富士川町介護保険特別会計補正予算（第

２号）について 
日程第９ 議案第６２号 平成２３年度富士川町介護サービス事業特別会計補正予

算（第１号）について 
日程第１０ 議案第６３号 平成２３年度富士川町簡易水道事業特別会計補正予算

（第１号）について 
日程第１１ 議案第６４号 平成２３年度富士川町下水道事業特別会計補正予算（第

１号）について 
日程第１２ 議案第６５号 平成２３年度富士川町営農飲雑用水事業特別会計補正予

算（第１号）について 
日程第１３ 議案第６６号 平成２３年度富士川町活性化事業特別会計補正予算（第

１号）について 
日程第１４ 議案第６７号 平成２３年度富士川町水道事業会計補正予算（第１号）

について 
日程第１５ 議案第６８号 富士川町東川付替え及び流域下水道管布設替え工事請負

変更契約の締結について 
日程第１６ 議案第６９号 富士川町総合計画の基本構想及び基本計画の策定について 
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日程第１７ 認定第４号 平成２２年度富士川町一般会計及び各特別会計歳入歳出
決算認定について 

日程第１８ 認定第５号 平成２２年度富士川町水道事業会計決算認定について 
 
 

２．出席議員は次のとおりである。（１６名） 
 

 １番  鮫 田 洋 平        ２番  長 澤   健 
 ３番  秋 山   貢        ４番  齊 藤 正 行 
 ５番  市 川 淳 子        ６番  齊 藤 欽 也 
 ７番  井 上 光 三        ８番  永 井 寛 子 
 ９番  神 田   智       １０番  堀之内 美 彦 
１１番  深 澤 勝 雄       １２番  小 林   進 
１３番  井 上   勝       １４番  芦 澤 益 彦 
１５番  保 坂   實       １６番  望 月 邦 彦 

 
 

３．欠席議員 
 

な  し 
 
 

４．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 
（１７人） 

町       長 志 村  学 教 育 長 堀 口 広 秋 
総 務 課 長 志 村 廣 文 企 画 課 長 齋 藤 和 彦 
会 計 管 理 者 井 上  修 財 政 課 長 川住資農夫 
税 務 課 長 増 原 俊 郎 町 民 生 活 課 長 依 田 正 一 
福 祉 保 健 課 長 深 沢 茂 樹 子育て支援課長 秋 山 俊 男 
農 林 振 興 課 長 堀 口  進 建 設 課 長 堀 内 尚 巳 
商 工 観 光 課 長 矢 崎  仁 上 下 水 道 課 長 保 坂 繁 仁 
文化ホール事務局長 秋 山 千 秋 教 育 総 務 課 長 川 手 貞 良 
生 涯 学 習 課 長 望 月 親 人 
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５．職務のため出席した者の職氏名（３名） 

 
議会事務局長 鮫 田 和 博 
書    記 原 田 和 佳 
書    記 秋 山  忠 
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開会 午前１０時００分 
〇議長（望月邦彦君） 

 平成２３年第３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３回富士川町定例会第３日の会議を開きます。 

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

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

お手元に配布しておきましたとおりです。 
 本日は、質疑の日程になっております。 
 質疑の回数は、富士川町議会の申し合わせのとおりとします。議会運営にご協力をお願いし

ます。 
 なお日程第１７ 認定第４号 平成２２年度富士川町一般会計及び各特別会計歳入歳出決算

認定について、日程第１８ 認定第５号 平成２２年度富士川町水道事業会計決算承認につい

ては、お手元に配布しました常任委員会日程表、現地視察日程表および議案付託表のとおり所

管の常任委員会に付託したいと思います。 
 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、認定第４号および第５号は所管の常任委員会に付託することに決定しました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第２ 議案第５５号 スポーツ基本法の施行に伴う関係条例の整理に関する条例について 
   日程第３ 議案第５６号 富士川町甲州鰍沢温泉かじかの湯条例の一部を改正する条例について 
   日程第４ 議案第５７号 富士川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例に

ついて 
 以上の３議案については、条例の一部改正案でありますので一括議題とします。 
 これから、議案第５５号から第５７号までの質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 ５番、市川淳子さん。 

〇５番議員（市川淳子君） 
 質問させていただきます。 
 議案第５６号のかじかの湯の条例の一部改正の件につきまして、一応、理由とかは書いてあ

るんですけれども、これは指定管理者のほうからこのような申し出があって、このような条例

改正に至ったんでしょうか。その背景の説明をお願いします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 福祉保健課長、深沢茂樹君。 
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〇福祉保健課長（深沢茂樹君） 
 市川議員のかじかの湯の改正に伴う背景ということでございますけれども、ご案内のとおり

昨年度から繰越事業ということで、かじかの湯およびデイサービスセンター等の改修を行って

まいりました。その中でリニューアルに併せて飲食部門の営業強化によって増収を図りたいと

いうことで、かじかの湯は今、指定管理になっているんですけど、そちらのほうで新たに専任

の調理師を置いて営業を開始したところでございます。 
 このため専任の調理師を置くということで、飲食のレパートリーが増えたわけなんですけれ

ども、３時間の入浴のみだけですと、なかなか飲食のほうを使ってくれないということがあり

まして、入浴の休憩ということで制限時間をなくして、１日ゆっくりいられるようにしたいと

いうことでございまして、そのために、ご案内のように料金も引き下げて、入浴のみの区分を

撤廃して、１日ゆっくりいながら併せて飲食も使ってもらうようにということで、できるだけ

営業収益を挙げて、町のほうへもできれば還元をしていきたいという提案がございまして、そ

れに基づいて試験的に７月から営業時間、この区分をなくしまして、料金設定のもとに営業を

やってみたんですけど、飲食については１５０％程度、売り上げが伸びています。利用料金に

ついては単価が下がったわけで、本来ですと利用料金の売り上げがこれまでよりは下がるんで

すけども、実際のところ町内の利用者が非常に伸びていまして、２割程度伸びています。ただ

町外はなかなか、休んでいた間のお客さんというのがなかなか、まだ戻ってきていない状況で

すけれども、町内の皆さんが新しくなって非常に大勢来ていただいているということもござい

まして、今般の改正によって飲食の売り上げをアップし、増収を図って町への利益還元を果た

していきたいという要望に基づきまして、町のほうでもこれを受けまして、今回のような改正

をさせていただいた次第でございます。 
 以上でございます。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ５番、市川淳子さん。 

〇５番議員（市川淳子君） 
 前にまほらの湯のときにやっぱり料金を変えたいということで、そのときは石油が非常に高

騰したようなときがありまして、それは上げたんです。今回は一般的に下げるというふうな話

で、それは利用者側にしてみればもちろん下げることはいいんですが、たまたま今回、決算資

料がありましたので、ちょっと決算のほうも調べさせていただきましたけども、おととしはま

だプラスだったんですが、去年はマイナスの決算になっています。そこでまた、私が懸念して

いるのは調理師の方がお出でになっていただいて、１日の利用が多くなれば飲食もということ

で、売り上げの向上を図るということであると思うんですが、非常に心配しているのは１回下

げると、上げるということはなかなか困難ですので、しっかりとした裏づけがあるのかなと思っ

て、今、聞いたんですけども、例えば１日の利用率の中で４００円台の人がいくらか。１日利

用する人が何人くらいいたのか、そこらへんのことは資料的には調べてあるんでしょうか。 
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） 

 そこまでの資料は手元にございませんので、今、申し上げましたように利用率が１２０％程

度アップということで、それに基づいて飲食部門の売り上げのほうも７月、８月の実験的にやっ
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てみた中では１５０％程度アップをしているということで、かじかの湯のほうからはぜひこの

まま同じような形で設定をして、増収を図りたいという申し出がございました。１日の利用者

の区分ごとに何人という数字につきましてはちょっと確認をさせていただきまして、後刻お答

えをさせていただきたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 かじかの湯につきましては、先ほど課長が言いましたように７月からリニューアルオープン

をしております。そして町のほうも、町民バスの６５歳以上の料金を無料にしたこともありま

す。町としても当然、かじかの湯からそういう相談があって、町の中でも検討をして、町民に

もっと利用していただこうと。まほらの湯にしても、かじかの湯にしても指定管理に出してあ

りますから、それ以上、町から出す部分は営業の部分で出す部分はないんですが、そうは言い

ましても、町の施設を運営していただいていますから、できる限り黒字化をしていただきたい。

仮に赤字になるにしてもその幅を狭めていきたいということで協議はしてきたんですが、リ

ニューアルオープンに合わせて、今までバスで行っても、次のバスへ乗って帰ってくると非常

に時間的にも大変だったということもありますので、今回、そういった調理師を入れたことも

ありますけども、皆さんに利用しやすい体系を料金でもとっていきたい。まほらの湯は３時間、

１日という区分は従来どおり置いてありますけども、かじかの湯は地形的にもそういったちょ

くちょくというか、すぐ行ってすぐ帰ってこられるという状況でもありませんので、３時間の

枠を撤廃しようということで、指定管理者のほうからもお話がありました。町のほうとしても

町民の皆さん、特にかじかの湯から遠いところの人にもできるだけ行ってもらうということで、

そうであればそう言われるとおりにしましょうと。リニューアルオープンから９月末まで、こ

の料金体系で現在やっています。ただ、これはオープン記念ということでやっていますので、

１０月１日からは条例を直しながら、さらに皆さんに周知徹底を図りながらやっていこうとい

うことであります。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ５番、市川淳子さん。 
〇５番議員（市川淳子君） 

 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） 
 スポーツ基本計画の条例改正の部分について、１点だけ。 
 これを見ると、いわゆる体育指導員をスポーツ推進委員、あるいはスポーツ振興審議会をス

ポーツ推進審議会と改めるという名称変更なんですけども、当然、名称が変わるということは

内容的な部分もいくつか変わる点があるのかなと思うんですけども、その点についてあればお

伺いしたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 生涯学習課長、望月親人君。 

 ９７



〇生涯学習課長（望月親人君） 
 お答えします。 
 法律のほうの呼称が変わっただけでして、スポーツ推進委員につきましても行う内容につい

ては特に変更はございません。従来どおりの活動を行います。 
 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） 
 内容が変わらないということで、ただちょっとイメージ的に変わるのかなという気がしたの

でお聞きしたんですけども、分かりました。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ほかに質疑はありませんか。 
 ８番、永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 議案第５７号の一般廃棄物処理計画についてですけども、これは地方自治法の一部改正から

きているということでお聞きしたいんですけども、これは東日本大震災の特例措置に関わる改

正なんでしょうか、お聞きします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町民生活課長、依田正一君。 
〇町民生活課長（依田正一君） 

 永井議員の、今、東日本大震災の特例の措置ではないかという質問に対して、これはあくま

でも地方自治法の改正に伴う一部改正のものであります。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ８番、永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 分かりました。そこで文言が総合的かつ計画的な行政の運営を図るためという、そこだけの

違いというふうに考えてよろしいですか。 
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） 

 この中に、今、永井議員が言いましたように、これはあくまでも各町で基本計画に沿って、

ここにあるような総合かつ計画的な行政の運営を図るためというのは、基本計画に沿って要綱

を作成するものであります。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ８番、永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 分かりました。終わります。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ほかに質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
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 質疑なしと認めます。 
 以上をもって、議案第５５号から第５７号までの質疑を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第５ 議案第５８号 平成２３年度富士川町一般会計補正予算（第３号）について 
   日程第６ 議案第５９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２号）に

ついて 
   日程第７ 議案第６０号 平成２３年度富士川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

について 
   日程第８ 議案第６１号 平成２３年度富士川町介護保険特別会計補正予算（第２号）について 
   日程第９ 議案第６２号 平成２３年度富士川町介護サービス事業特別会計補正予算（第１号）

について 
   日程第１０ 議案第６３号 平成２３年度富士川町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）に

ついて 
   日程第１１ 議案第６４号 平成２３年度富士川町下水道事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて 
   日程第１２ 議案第６５号 平成２３年度富士川町営農飲雑用水事業特別会計補正予算（第１号）

について 
   日程第１３ 議案第６６号 平成２３年度富士川町活性化事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて 
   日程第１４ 議案第６７号 平成２３年度富士川町水道事業会計補正予算（第１号）について 

 以上の１０議案については補正予算案でありますので、一括して議題とします。 
 これから、議案第５８号から第６７号までの質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 ５番、市川淳子さん。 

〇５番議員（市川淳子君） 
 補正予算の質問をさせていただきます。２つあります。 
 １つは、社会体育の振興補助というのがありましたよね。そちらの内容がちょっと分からな

いので、それを教えていただきたい。ページは２６ページ。６０万円です。 
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、お答えをします。 
 ６０万円の内訳ですけども、これにつきましては全国社会人９人制バレーボール東ブロック

男女優勝大会ということで、北海道のほうで開催をされます。それに富士川町のチームが県大

会で優勝しまして、そちらのほうに参加をします。そのうちの交通費と宿泊費の２分の１につ

いて補助するという規定があります。選手１２名とコーチ３名、１５名の方が参加をするわけ

ですけども、それが全体で１２１万９，６００円の費用がかかるわけですけども、そのうちの

６０万円を補助するものでございます。 
 以上です。 
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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） 
 そうしたら次は１５ページになりますが、鰍沢児童センターの遊具設置工事ということで、

８５０万円、工事費が盛られていますけども、この８５０万円、ちょっと大きいなと思ってい

るんですが、その内容を教えていただけますか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 子育て支援課長、秋山俊男君。 
〇子育て支援課長（秋山俊男君） 

 お答えします。 
 こちらの鰍沢児童センターの遊具でございますけども、鰍沢児童センターを利用されるお母

さん方からも、せっかくこの芝生広場があるのにそこで遊ばせることができない。自由に遊ば

せるのはいいんだけども、ぜひ遊具をほしいという要望がございまして、それらへの対応等、

近隣にこういった児童公園がないものですから、それらへの需要にも応えるという意味で複合

遊具、定価ベースで８３０万円程度の複合遊具なんですけども、そういった大きなものを１つ

設置いたしまして、子どもたちの体力、最近体力が劣っているというふうな状況がございます

ので、そういったものを鍛えられるようなものをということで複合遊具を計画しております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ５番、市川淳子さん。 
〇５番議員（市川淳子君） 

 複合遊具というのは、どんなものを複合遊具というんでしょうか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 子育て支援課長、秋山俊男君。 
〇子育て支援課長（秋山俊男君） 

 近隣では利根川公園の、あそこは芝生広場、駐車場の下ですね。富士川まつりを行うときの、

そのボロ電車の西側になりますけども、そういったところに置かれている木製のものを主体と

いたしまして、うんていであるとか、あとは子どもたちがロープを使って登るとか、そういっ

たいろいろなものが一緒になって設置されている、そういったものを複合遊具というんですけ

ども、いずれにしましても、そういった形の遊具でございます。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ５番、市川淳子さん。 
〇５番議員（市川淳子君） 

 ではまた設置された暁には、ぜひ見たいと思います。ありがとうございました。 
〇議長（望月邦彦君） 

 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） 
 一般会計補正で、まず８ページの下のほうですが、コンビニ交付共同利用システム、これは

どういう内容なのか。また利用者はどういう利用ができるのか、お願いいたします。 
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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） 
 ただいまの２つのうちの１つ、コンビニ交付、どのようなものかと。コンビニ交付導入の理

由というのは、国において新たな情報通信技術戦略というのが公表されました。これによりま

すと、２０１３年度までにコンビニ証明書交付サービス等の普及を推進してきなさいというこ

とで、２０２０年までに全国では５０％以上の地方自治体において、公平で利便性が高い電子

行政を実現させていくというふうなことで、２０１３年度には国民のＩＤと社会保障、それか

ら税番号を導入する方向で、今、検討されています。 
 このようなことで県内でも先行して５市あるんですけども、富士吉田市、韮崎市、南アルプ

ス市、笛吹市、甲州市、あと１町が富士河口湖町、ここがコンビニ交付を行っています。国の

戦略で、住民サービスの向上に向けて富士川町としてもコンビニ交付の導入をしたいと思いま

して、ここに補正予算を盛らせてもらいました。 
 コンビニ交付ですけども、もう１つ、コンビニ交付につきまして、コンビニ交付は自動、今、

住基カード、皆さんあると思いますけども、住基カードに印鑑証明、それから住民票、今でき

るのはその２種類ですけども、それの暗証番号をしてもらいまして、あとコンビニで取れます。

今のところ全国のセブンイレブンさんで、住民票が朝６時半から夜１１時ごろまで取れること

になっております。これによりまして、仕事などに行っている方が昼休みを利用したりとか、

そして朝、通勤途中、それから夜の帰りの時間にも近くのセブンイレブンさんですけども、コ

ンビニさんで取得できると。 
 住民の方が仕事に行っていて、仕事を休むとか、それから１時間、２時間掛けて役場まで来

て住民票、印鑑証明を取るということになれば、費用対効果の部分でもかなり影響があると。

下手して半日休んで役場に来て、住民票や印鑑証明を取らなければならないということもあり

ます。そのへんも考えまして、セブンイレブンさんだけではありますけども、今後はコンビニ

のほうでも、たぶんいろいろ視野が広がっていくのではないかというふうには思っております。 
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） 

 もう１つ確認したいんですが、セブンイレブンだけということで、これが利用されると全国

のセブンイレブンで利用可能かということを１つと、それから例えばセブンイレブン以外のコ

ンビニ等がまた増えてくると、同じような負担金がかかるのか。そのへんをちょっとお伺いし

ます。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町民生活課長、依田正一君。 
〇町民生活課長（依田正一君） 

 １つ目の質問ですけども、今現在はセブンイレブンだけです。もう１つ、セブンイレブン以

外のコンビニも増えていくようになるのではないかということは、まだそこのセブンイレブン

さんの協会ですね、町は・・・失礼しました。もう１つのセブンイレブン以外のコンビニにも

負担金がかかるというのは、ちょっと後刻、今、手元に資料がありませんので、後刻、報告し

たいと思いますけども、よろしくお願いします。 
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〇議長（望月邦彦君） 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 これは市町村総合事務組合が今、中心となって山梨県総合事務組合の中で進めているもので

あります。先ほど言いましたように、５市１町が先行でやっています。その先にいったのが笛

吹市と甲州市なんですが、このときには総務省のほうから相当、潤沢に交付金がきて先行した

んですが、その後、先ほど言いました新たな情報通信技術戦略ということで、国のほうでもはっ

きり打ち出してきまして、これにも私どもが今回、入れるものは８００万円ですが、交付金を

いただきながらやっているわけであります。今のところはセブンイレブンさんと自治情報セン

ターのほうで協定を結びましてセブンイレブンが先行していますけども、今後いろんなコンビ

ニエンスストアで発行が可能になってくると思います。 
 今回４，３００万円ほどやっておりますうちの大半は総合事務組合への一部加入金と、そし

て峡南広域センターの中でうちのそういったデータをもっていっていただきますけども、それ

と総合事務組合のほうと若干、機種が違うものですから、そこに互換性を持たさなければなら

ない。その部分の経費ですので、今後増えていく分について負担金が新たにかかるということ

は今のところ考えておりません。全国のネットワークの中で新たなコンビニと協定さえ結ばれ

れば、回線を使っていくものですから、それは出てこないと思っております。 
 それと今、セブンイレブンだけですが、民間にお願いしているのはセブンイレブンだけです

が、各市町村で自動給付機を持っているところ、富士川町にはありません。システムには加入

しますけども、自動給付機はありませんけども、今言った中で特に甲州市、笛吹市は自動給付

機も備えておりますので、そちらのほうでも富士川町の住民票、印鑑証明も取れますし、全国

各地、沖縄でもそういう自動給付機を持っているコンビニ以外に、市町村がもし給付機を持っ

ていればそこでも取れるように。もっと普及をしてくれば、うちのほうでもその給付機という

のも今度、他市町村総合的なことがありますので、そちらのほうも検討していかなければなら

ないかなと。そちらのほうには、若干お金がかかるかもしれませんけども、このシステム自体

で、これからいくら広げてもお金をかかるとは、今のところ考えておりません。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ７番、井上光三君。 
〇７番議員（井上光三君） 

 ありがとうございました。では、次に移ります。 
 １４ページ、各保育所にＡＥＤの購入費用なんですが、８の小室山の保育所だけ金額がちょっ

とだけ低いんですが、これは私も小室ですから、ちょっと気になって。違うものなのかどうか。

そのへんだけちょっと確認したいんですけど。 
〇議長（望月邦彦君） 

 子育て支援課長、秋山俊男君。 
〇子育て支援課長（秋山俊男君） 

 お答えします。 
 このＡＥＤと、それから空気清浄機でございますけども、これ以外に等とございまして、実

は液晶テレビと、それからレコーダーをそれぞれ買うことになっておりまして、液晶テレビが

小室山保育所については若干小さめのものを購入します関係で、それでこのように少なくなっ
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ております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ７番、井上光三君。 
〇７番議員（井上光三君） 

 分かりました。もう１点だけ。１７ページ、農業振興費で山梨農業ルネサンス総合支援事業

とあります。この内容をお願いいたします。 
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） 

 お答えします。 
 こちらの２２７万３千円ですか、補助金につきましてはルネサンスということで、場所につ

きましては日出づる里の活性化組合の備品整備にあたります。備品の内容につきましては冷蔵

庫１台、それから冷凍庫を１台、加工品の生産用のミキサーを１台ということで、３基のほう。

事業費にしまして３０３万円。これは補助対象事業費になりますけども、内訳につきましては

県が２分の１、町が４分の１、地元負担が４分の１ということで、目的につきましてはゆずの

加工品等につきまして、保存期間をもう少し長くとるような形をとって、できるだけ廃棄を少

なくするようにということで考えて、事業のほうを行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） 
 ７番、井上光三君。 

〇７番議員（井上光三君） 
 以上で、終わります。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ほかに質疑はありませんか。 
 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 それでは、先ほども井上光三議員から質問が出ました一般会計の歳出の８ページ、コンビニ

交付共同利用システムということで質問させていただきます。 
 まず質問の前に言っておきたいんですけども、先ほど町長のほうから先行している甲州市と

か笛吹市もやっているということなんですけども、そういった自治体はこのコンビニ交付をす

るときに住民基本台帳法第３０条の４４第８項の規定に基づいて、例えば名称が富士川町住民

基本台帳カードの利用に関する条例、こういった条例を制定、一緒に同時にしているんですね。

でないと、予算を計上しても執行できないんですね。法律的には間違いではないんです。でも、

やはりこういった根拠法というものを制定し、それが当然、コンビニ交付は２００円になると

思うので、町の手数料条例、それから印鑑条例、こういったものも一部改正が必要になってく

るんですね。それからこの基本台帳カードの利用に関する施行規則というのも当然につくって

いくんですね。やはりこういった予算を計上するときには、そういった根拠法というものも必

ず出してくるのが、富士河口湖もそう、甲州市もそう、南アルプス市もそう、そうやっている

んです。ですから、なぜ出さないのかなと僕は不思議に思うんですけども、これは質問しませ

ん。法律的に違法ではないので、質問しても法的には間違いではないというお答えしか返って
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こないので言わないんですけど、やはり議会は二元代表制というものがあるんだから、そういっ

た根拠法をしっかり出して、予算も付けるというのが僕は基本的な町の姿勢ではないかなとい

うことを一言、言わせていただきます。 
 質問に入りますけども、先ほど課長さんのほうから例えば会社勤めしていると、２時間も３時

間もかけて帰ってきて、大変時間のロスだということで、コンビニ交付というのは大変有用で

あるというご説明がありましたけども、たしかに韮崎市は電話予約というのをうちの町と同じ

ようにやっているんですけども、ほかの市町村は規模が大きいですから宅配とか電話予約とい

うサービスをやっていないんです。でもうちの町ではこういった電話予約、それから宅配サー

ビス、わざわざ町の職員に連絡しておけば自宅まで届けてくれるんですよ。こういった制度も

あるんだから、町外に仕事へ行っていても、仕事をわざわざ休んでということはほとんど考え

られないんですね。そういった制度を周知することによって、その住民のサービスの利用の向

上というのが十分、図られると思うんです。ですから、先ほどの窓口へ来なくてもいいという

ことはよその市町村ではともかく、うちの町ではそういった制度がありますからね。あえてコ

ンビニ交付が住民の利便性の向上に、直接的に貢献するということは考えられないんですけど、

その点については課長、いかがですか。 
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） 

 ただいまの秋山議員の時間外交付もあるし、それから電話予約あるということで、必要では

ないではないかというご意見ですけども、時間外交付にしましても、本人が持ちに来なければ

ならないということで、大体８時ごろまでの間には来なければならない。予約するにも、聞き

取り調査などをして、ちょっとお時間も、向こうから、先方さんからのお電話でもかかると。

そういう面。そしてコンビニ交付につきましては、今後、山梨県ではさっき言いました５市１町

ですけども、国の政策のほうもございますので、だんだん増えていくんではないかということ

で私たちも考えております。ですから先行投資といってはなんですけども、今後そういう情報

社会の中でコンビニ交付、これには今、印鑑証明、それから住民票だけですけども、例えば納

税証明とか戸籍とか、戸籍もだんだん出てくると思います。そういう面につきましても、いろ

いろな証明書を、個々の人がとれるというふうな考えを持っていますので、進めていきたいと

いうふうに私は思っております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 こういった住民票とか印鑑証明書というのは、今日すぐ必要になるというような代物ではな

いと思うんですよ。当然に、事前に例えば１週間とか２週間とか期間があって、いつまでに印

鑑証明をそろえなければならない、住民票をそろえなければならないということで、そんなに

今日すぐは、セブンイレブンで交付機があったからよかった、使えてよかったということは

ちょっと考えられないんですよ。その住民票、印鑑証明書の性質として。事前にいつまでに必

要ということであれば、この電話予約で、僕はこちらのほうがよっぽど進んでいる先進的な住

民に向けてのサービス、よりよいサービスだと思うんですよ。このぐらいの町の規模だからで

きるんであって、７万人とか６万人とか５万人とかそういった規模の市町村ではこんなことは
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できないんですよ。やっぱりこういった特徴のある制度をもっと周知して利用することのほう

が、よっぽど住民サービスの向上につながると思うんです。 
 それはそれで次に移りますけども、今、８月末現在、本町の住民基本台帳の発行枚数は

８６７枚です。交付率で計算すると５．２１％です。この中には当然、職員の方も入っており

ます。うちも家族３人、入っております。そうすると役場の職員の方、２００人くらいいらっ

しゃるんでしょうかね。８６７人から２００人ぐらい引くと、大体６７０人ぐらいだと思うん

ですね。そうすると実質の交付率と言っていいかと思うんですけども、そうすると４％ぐらい

ですね。先行している、コンビニ交付をしている富士河口湖町の発行枚数が２，４３５枚、交

付率９．３５％です。本町の約２倍です。今年の富士河口湖町の印鑑証明と住民票の交付枚数

を私が勝手に計算したんですけど、大体２万２千枚ぐらい交付するんではないかと思うんです。

そうすると、今現在の発行交付率を掛けると、約６２０枚ぐらいがコンビニ交付と推計される

んです。 
 富士川町のほうを、では先ほど言った６７０人ぐらいが約３％ぐらい利用すると、うちの町

は年間で、昨年度が約１万５千枚くらいですので、ざっと計算して２５０枚くらいかなと思う

んです。そうするとそれだけの、普及しているであれば課長さんがおっしゃったとおり国の政

策とリンクしてやってもいいかと思うんですけど、まだまだこれだけの交付枚数しか出ていな

いものを４，３００万円かけて、サービス向上とおっしゃいますけども、まだまだ住民が本当

に必要と思っているのか。こういった声があるのか。僕は、これについてはまだまだ見通しが

分からないですから、もう少し住基カードが普及してからでも十分遅くないと考えますけども、

いかがですか。 
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、秋山議員のおっしゃるとおり、住基カード、おっしゃるとおりです。ただ、ここのとこ

ろ住基カードにつきましては運転免許証を持っていない方とか、役場に来て身分証明、免許証

をお持ちの方はいいんですけども、免許証をお持ちでない方は保険証とあと何かと２点お出し

して身分の確認をしなければなりません。住基カードだと住基カード１つで身分証明にもなり

ますので、ここのところ、住基カードを取りにとか、あと問い合わせのほうがあります。 
 コンビニ交付につきましては、コンビニ交付を行うということであれば、その住基カードの

自動交付機を窓口において即日交付、その場でカードを、お客さまを数分待たせて発行できる

ことになります。ですからその足でコンビニに行って、すぐにでも住基カードによって証明書

等、発行できるようになります。 
 今までの不便さは住基カードを申請して書類を書いて、それを送って、そこからまた１週間

かかってカードが届く。家にご連絡をして持ちに来てもらう。そういうふうな結構、手間がか

かることもありました。住基カードの普及というのは、今、富士河口湖町のほうでも増えたと

いうのは、コンビニ交付によりその場で発行、その場ですぐ住基カードができるというふうな

ことで出ておると思います。それから無料キャンペーン、無料でそこでカードを発行してとい

うことでも各市とか町は伸びておると思います。ですからコンビニ交付をして、先ほどの住基

カードの率ですけども、それによってもかなり住基カードの発行ですね、増えていくんではな

いかというふうに私は思っております。 
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〇議長（望月邦彦君） 
 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 先ほども言いましたように、普及率がもっと上がってくれば、そういった考えもできると思

うんですけども、例えば住基カードの交付のメリットというものが、一般的に先ほど言ってい

るとおり住民の利便性の向上、それから窓口業務の負担の軽減、コストの低減ということが挙

げられていますけども、先ほど言ったとおり住民の利便性向上というのは、うちの町に当ては

めれば、それは一概にそうは言えないと思うんです。それから窓口業務の負担の軽減というこ

とですけど、例えば年間５００枚コンビニ交付したとしますと、月２０日間、町が開いていた

とすると１日２通、４０通で１２で４８０、大体５００件くらいです。そうすると１日の窓口

業務に換算すると２件程度なんですね。軽減されたからといって、窓口業務の負担が軽減にな

るかというと、それはとても考えられない。やはりもっともっと、コンビニを交付して実質的

に職員の窓口業務の負担の軽減が図れると、こういうふうになるまで、やはり住基カードとい

うものを普及させてから、この事業を僕は進めるべきだと思います。 
 それでお聞きしますけども、例えばこの４，５３６万４千円という負担金ですね。先ほど財

団法人 地方自治センターから８００万円の交付があるとおっしゃいましたけれども、これは

導入してから翌年度にどのくらいのお金がかかるかといいますと、財団法人 地方自治情報セ

ンターですね、８００万円の交付をくれるその財団に運営負担金として１００万円払うんです

ね。それから、先ほど町長もご説明をいただきましたけども、山梨県市町村総合事務組合への

負担金、４００万円ですね。そうすると５００万円。このほかにシステムの保守に同じく財団

法人 地方自治情報センターへ払い続けるんです。この金額がまだしっかりしたことを聞いて

いないんですけど、たぶん１００万円くらいは見込みでかかると思うんですよ。そうすると

８００万円、自治情報センターから今年度いただきますけども、来年度から年間２００万円ぐ

らいは自治センターへ払い続けるんですよ。これは機器、コンビニの交付を導入したら永遠に

払うわけですよ。このシステムがなくならない限り。そうすると８００万円のお金を４年間で

自治情報センター、回収できるんですよ。年間２００万円ずつ払うわけですから。ですから、

これはこの導入されるための投資であって、ただ単にくれるわけではないんですね。地方自治

情報センター、８００万円。こう考えていくと、６００万円を年間払って、この住基カード、

コンビニ交付のメリットといわれる住民の利便性向上、それから窓口業務の負担軽減、コスト

の低減、これがマッチするかというと費用をかけた分、効果が僕はこの町に当てはめれば、そ

うではないと思うんですよ。ですから、やはりこの住基カードというもの、もっと５％ではな

くて１５％、２０％、こういうふうに普及を上げてから、この事業はやはりするべきだと思い

ますけども、いかがですか。 
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） 

 先ほども言いましたけども、住基カードの普及率はちょっと伸びておりません。でも町とし

ましても、キャンペーンなど住基カードの今後、手続きの簡素化とか、一応、コンビニを考え

ている場合は、先ほど言いましたように普及率の向上とかキャンペーンとか、住基カードの普

及率の向上について頑張っていくつもりではあります。 
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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） 
 そうであれば、今、１枚また１通、５００円かかるんですね。住基カードを交付するのに。

無料の交付をするときに、もっと先を見越してこういった制度も町で考えているんだから、無

料のときに住民の皆さん、カードを交付してもらっておいてくださいと。そうすれば、こうやっ

て新たなるサービスも受けられるから、ぜひそのために無料のときにしっかり個人個人で受け

といてくれと。こういったことをしておけば、もっとカードの普及が上がったと思うんですよ。

そういったことをしてこなくて、こうやって交付金が８００万円あるから町で導入するんだと。

現在、普及率は低いけど見込んでやるということは、僕は費用対効果、それから町の制度を見

渡して、やはり今現在の交付率ではどうしても必要ないという思いがいたします。 
 これで、私の質問は終わります。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ほかに質疑はありませんか。 
 ４番、齊藤正行君。 

〇４番議員（齊藤正行君） 
 それでは２点ほど、お願いします。 
 ７ページの非常発電装置についてですけども、非常発電機を入れるということについては私

もいいと思いますので、もうちょっと具体的にどの場所へ、どういうようにとかという部分が

決まっていると思うので、そのへんの話をお願いします。 
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） 

 齊藤議員の非常用発電機の設置場所等ということでございますけども、ご承知のとおり本庁

舎の計画停電の折には証明発行業務が停止してしまったということの中で、町民の方に非常に

ご迷惑をお掛けしましたので、それがないようにということで、今度は非常用の発電装置を設

置するわけでございますけども、一応、規模としましては通常の当然コンピューターですね、

こういう照明等が可能な発電能力、ただ、今、使っているクーラー等を入れると、ちょっとそ

のへんの電力が間に合わないということの中で、基本的にはそれ以外の電力を賄うような装置

ということで計画しております。 
 設置場所につきましては、これは非常にちょっと大きいスペースが必要なもので、５メート

ルの６メートル、約３０平方メートルほど必要ということの中で、今、考えているのは食堂の

南へ町用車、町長車と議会の車庫がございます。そこを解体しまして、そこへの設置を考えて

おります。庁舎の中で検討したわけなんですけど、相当大きい施設になりますので、適当な場

所がなくて、そこが一番いいだろうという形で、今、そこの場所を考えております。 
 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） 
 それはそれでいいと思うわけですけども、この前も話をしたんですけども、本庁舎の部分だ
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けですよね。今回、出ているのは。今の状況だと分庁舎もあれば、福祉保健課もある、水道課

もあるということの中で、いずれまたそういうことも考えていかなければならないというよう

なことになろうかと私は思います。やはりそういうことのならないように、１カ所で事務がで

きるような形になれば、こういうものも費用もかからないと、当然そういうことになってくる

と思うので、またそのへんも申し添えておきたいと思います。 
 次にもう１点、２６ページ。テニスコートについて、今回、利根川プールのフェンスの設置

工事ということでもって３１９万６千円出ていますけども、これは町長の説明だと、プールの

ほうが駐車場のほうから見えるというようなことで、目隠しをしたいということでございまし

たけども、どう考えてもあそこに木があったものを切って、そのまま駐車場にして、その後そ

のままになっているというような状況を見ると、私にはテニスコートを造るためにあそこを潰

したんだと。私にはそういう解釈しかできないんです。もう１個、またテニスコートのベンチ

ということでもって１９万４千円という金額ものっています。まずテニスコートを今、ここま

でいくらお金が。補正をしているわけですね。全体で今ここまでいくらお金がかかっているん

ですか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 誰が答えますか。 
 生涯学習課長、望月親人君。 

〇生涯学習課長（望月親人君） 
 ・・・。 

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、町民の中にテニスコートを１億円もかけてという声があるということを知っているかど

うか分かりませんけども、そういう声が出ているんですよ、今。これは私もかなりの人からこ

ういうことを聞いています。立派なテニスコートができています。今、利用者も増えていると

いうことも聞いていますので、それはそれでいいと思いますけども、ただこういうふうに地盤

を調べないでテニスコート、蓋を開けたら下がガレキだった、また補正。今度はフェンス。そ

ういうことが計画的にもっと、ベンチなんてもともと分かっているものだと思うんですよね。

こういうことは。もっと計画的にやっていただくということは非常に必要だと思います。 
 もう１個言いたいのは、今、道路の横に工事用の網が張っていますよね。あれはどうするつ

もりでいるんですか。ちょっと聞くと、あのオムニコートのテニス場では、たいがいのところ

は目隠しがほとんどのところは付いていると。そういう話も聞いていますけども、そのへんは。

またこれに予算を付けるというようなことはないとは思うんですけども、いかがですか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 生涯学習課長、望月親人君。 
〇生涯学習課長（望月親人君） 

 テニスコートのフェンスの部分の防塵といいますか、その関係なんですけども、あそこにつ

きましては当初、隣接します塗装の会社の工場があるわけですけども、あそこのほうから砂埃

が舞うと業務に支障があるのでなんとかしてほしいという話がありました。あれは気休めみた

いなものなんですけども、一応、工事の最中に付けたものをそのまま置いてあります。今のと
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ころ、会社のほうで予想していたのは、グラウンドのような砂埃が舞うようなイメージがあっ

たようです。ところがご覧いただくと分かりますように、小さいんですけども、砂粒のような

ものが敷いてありますので、ほとんどほこりが立たないということで、ゆくゆくは取り外しを

して、今のところはあそこへ砂避けといいますか、ほこり避けのものを付けるという予定はご

ざいません。 
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） 

 ６月の補正のときに、私、教育長にも話をした、ここで記憶があるので、もうお金はかから

ないんですかといったら、かかりませんというようなお話を伺ったような記憶もあるわけです

けども、ああいうテニスコートで道路に面しているというようなところは、大体のところに目

隠しのネットというか、そういうものがあるんだと。今は会社から言われて、砂がいかないよ

うにということで、今は工事用のネットが張ってあると。でもよそへ行きますと、グラウンド

の中のコートにはなくても、道路に面しているとかというような部分には、プールではありま

せんけども、テニスコートも目隠しがあるというのを聞いています。そのへんをまだ、私はこ

れで、予算がここに付いてくるのかということを私はちょっと危惧するもので、今あえてその

質問をさせてもらっているわけですけども、そのへんはいかがでしょうか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 生涯学習課長、望月親人君。 
〇生涯学習課長（望月親人君） 

 今のところ、新たに補正をお願いして工事をというふうには考えておりません。ただ、実際

問題としまして、隣接する工場のほうから業務に支障があるというふうな話があったときには、

当然考えなくてはいけないのかなというふうな気はします。現在のところは、予定はございま

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） 

 では予定がないということで、お金がかからないということの理解をさせていただきたいと

思います。 
 あと１点、すみません。東部開発の中の簡易テント購入というのがあるんですけども、

１３０万円、これをちょっとすみません、内容を教えてください。 
〇議長（望月邦彦君） 

 建設課長、堀内尚巳さん。 
〇建設課長（堀内尚巳君） 

 お答えいたします。 
 備品購入費で計上させていただきました簡易テントですけども、親水公園がご存じのように、

やはり河川区域内ということがありますので、施設の設置につきましては、いろんな制約もあ

りますし、それから植栽関係につきましても制約があります。なかなか日陰が、あそこを利用

していただける人たちがたくさんいるんですけども、今年のような猛暑になりますと、本当に

風のない午前中でも日陰がなくて、なかなか利用しにくい。特に子どもさんなんかの場合には
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そういうふうな話をお聞きしていますので、簡易テントでしたら国のほうもそこに設置をして

いいという話を受けていますので、今回、安心子ども基金を活用させていただきまして、簡易

テントを購入し、それを設置していきたいと考えております。 
 それから、あと親水公園ばかりでありませんので、利根川の公園とか、いろんな場面で簡易

テントでしたら需要があると思っておりますので、そんなことで整備をさせていただく予定で

計上させていただきました。よろしくお願いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ４番、齊藤正行君。 
〇４番議員（齊藤正行君） 

 ありがとうございました。終わります。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ほかに質疑はありませんか。 
 ８番、永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 先ほどコンビニ交付、住基カードのですね。利用システムのところで、秋山議員が質問した

中で私自身、まだ納得できない部分があります。答弁に対して納得できないので、そこのへん

をもう１回、私のほうから質問したいと思いますけども、先ほどの説明の中には国がやっぱり、

住基カードがなかなか普及しないということの、国の政策として推進したいという中で多目的

利用を一生懸命、今、推進しているんだと思うんですね。その中で、２０１３年度までに普及

推進をしたいということ。そして、２０２０年度までに５０％は普及させたいんだというお話

でしたけども、この８００万円の補助というのは来年度以降の予定はどうなんでしょうか。今

年度で終わりなんでしょうか。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） 

 お答えします。 
 コンビニに関する共同利用システムの８００万円につきましては、今年度が最後となります。 

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） 
 町としては今年度が最後なので、これを機会にという思いがあるんだと思いますけれども、

４，５００万円という金額が、先ほどの秋山議員のお話だと５％とか４％というような対象者

の中で、果たして今、この町で出すべきかどうかというのは、私ももうちょっと町のほうの、

これを今ここで補正をするという、その利点をもう一度、お聞きしたいと思うんですけれども、

そのへん納得できるようなご回答をいただきたいなと思いますけど。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 今年度、この補正でこのコンビニ共同システムの経費を計上したわけでありますけど、今、

町民生活課長が言いましたように、財団法人の自治情報センターからのコンビニ交付団体支援
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事業交付金、これが最後であります。翌年から、ないわけであります。そしてまた国のほうの

新たな情報通信技術の戦略というのもありまして、今、議員さんがおっしゃるとおり、平成

３２年までには５０％に上げていこうと。こんなことから、昨年度は住基カードの無償での交

付も進めてきたところであります。うちのほうもいろんな団体の皆さんにもお願いし、議員の

皆さんにも取っていただきたいということで、その普及に努めてきたところでありますが、や

はり使えるところが少ない。身分証明書だけでは、やはり駄目なんですね。先ほど言った甲州

市、笛吹市は１８年度から入れていきます。１９年度から稼働できるように入れてきましたの

で、甲州市が２０数％、笛吹市は各支所に持っていますから、４０数％という普及率になって

います。そういう中で証明書、印鑑証明書、住民票の交付をしておりますので、役場、市役所

全体の普及交付がこの自動給付機で発行しているのが、甲州市の場合、約４割がそういった個

人が取ってくれているわけであります。うちの場合はどっちが先かというのは、ちょっとあれ

ですが、住民基本カードを普及したくても利用する場所がないから普及できない。これは国を

挙げて、今、普及を進めているところで、山梨県も援助しながら昨年、無料でしたんですが、

これを入れてうちの町も普及をさせて、そしてさらにこの住基カードを使った利用をやってい

ければと思っております。 
 今回、補正に出したのはその８００万円が今年最後ということですから、今、出さなければ

同じ入れるにしても８００万円はないということであります。そして４，５００万円、ちょっ

と高いなと感じると思うんですが、通常の町ではこんなにかかりません。ここは先ほど言いま

したように、峡南広域計算センターがすべて、この峡南の５町のデータを持っておりますので、

そこのシステムと市町村総合事務組合のシステムが違うものですから、そこの互換性をとるた

めに一部負担金があります。これもいつかはしていかなければ、いつまで経ってもできない状

況でありますので、今回、その財団法人の情報センターの支援交付金と合わせて、今回、計上

させていただいたところです。 
 それと先ほど秋山議員からありましたけども、予算と条例はセットで出すのが通常でありま

すので、この点については今後、注意をしながらやっていきたいと思っております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ８番、永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 今の町長の数字がちょっと違っていたような面もありましたけども、それはこちらに置いて

おいて、今、町長の話だと、誰が考えても数％の対象者に対して、かなりこれは予算的に大き

い、本当に必要なのかというものを感じます。だけれども、今どうしてもここでやらなければ

という町の姿勢を私は知りたかったんです。 
 今のお話だと、８００万円が今年度いっぱいだということ。それから秋山議員の考えはもっ

と普及させてから導入したっていいではないか。それに対して、町はこれを機会に、つまり住

基ネットが普及しないのは使う場所がないからなんだ。使う場所がないから、私も全然必要と

していません。ごめんなさい。まだ入れていなんですけども。つまり多くの人が必要とするよ

うな場がたくさんあれば普及するだろうと。たぶん国もそういう方向だと思うんですよね。だ

から、これから多目的に利用する場を、いっぱい国としてもつくっていくんでしょうけども、

これがまず１つなんだろうなということで、これを導入することで町内の住基ネット利用者を

国が求めている２０２０年の５０％というところにできるだけ近づけたいと、そういう意図が
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あるというふうに解釈し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） 

 当然、国の新たな情報通信技術戦略というのもあります。それと税と社会保障の一体改革と

いうことも今、国では議論されておりますけども、この裏には国民総背番号制の導入をしてい

かなければ、それはできないと。そのためには、全員の皆さんに住基カードを持っていただき

たいということであります。 
 富士川町、一生懸命普及に努めてきたんですが、使う場所が身分証明書程度しかありません。

先ほど言ったように先行した甲州市、笛吹市は普及率が、発行率が非常に県下でも高いわけで

あります。そういう中で笛吹市の場合は交付機も数多く設置してありますから、笛吹市の市民

の住民票、あるいは印鑑証明の取得率が約４割は交付機でとっていると伺っていますので、ど

ちらが早いかはちょっと分かりません。カードが普及してからするべきか。使えるように環境

を整えてカードを普及させるのがいいのか。そのへんはちょっと分かりませんけども、使うと

ころがなければ、議会のほうにも全員取ってくださいというお願いは再三したんですが、取っ

ていただけない方もおられるようですが、それは使う道がないからだと思うんですね。これは

いつがいいなのか。それはよく分かりませんけども、今回は国の自治センターの、そういった

支援交付金が最終年度ということであります。いつかはやっていかなければならないことだと

思いますので、その交付金のある今回に補正予算の計上をさせていただいたというところです。 
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） 

 利用勝手がよければ増えると。住基ネット利用者が増えるということで、たしかにそれはそ

うだと思います。一方では国民総背番号制に対する疑問、あるいは個人情報流出というところ

で大丈夫だろうかという懸念もありまして、そのへんは難しいわけですけれども、今回、町と

してこういう補助金を利用してという、そこのへんのところは分かりました。 
 それから、ではもう１つは１１ページの、昨日、ちょっと障害者のあれで話に出しましたけ

ども、障害者用トイレ設置工事、これはどこに設置するということなんでしょうか。 
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） 

 永井議員の障害者トイレをどこに設置ということでございます。 
 今回のこの１００万円の補正でございますけども、オストメイト対応トイレということでご

ざいまして、町内には人工肛門・人工膀胱の造設者が現在で２８名ほどおります。この利用者

がどういう公共施設への設置を望むのか聞き取りを行うとともに、今、設置場所もこの県の補

助金ですので、この予算内での改修が可能かどうか。それから、また災害時の避難場所として

の利活用も検討しながら、設置場所を決めていきたいと考えております。 
 具体的に設置できる可能性がある場所と申しますと、文化ホール、保健福祉支援センター、

福祉保健課があるところですね。それから本庁舎の現在、南別館にございますけども、そうい

う中で適地を関係者でちょっと話し合ったり、今、申し上げましたように人工膀胱・人工肛門
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の造設者の方にもご意見を伺って、適地を決めさせていただきたいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ８番、永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 ちょっと知識がないので教えていただきたいんですけども、人工肛門を付けている方が利用

する場合は既存の障害者用トイレを少し、どこか直していけばいいということなんですか。こ

の１００万円というのは。 
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） 

 既存の障害者トイレの場合は、ある程度の車イス等が利用しますので広い面積が確保されて

いて、ペダル等、手で利用できない場合、押しボタンとかが付いているようなものでございま

すけども、オストメイトというのは人工肛門、こういうところへ袋を付けるわけですよね。そ

れを交換したりするときに、その汚物等が出てきますので、そういう汚れを落とすためのシャ

ワーなんかが、大きい洗面台みたいなもので、そういうシャワー付きの部分、当然、シャワー

ですから冬場に備えて温水も出るような形です。それと付ける位置を確認するためのミラーが、

通常はまったく壁にそのままなんですけども、角度が、ちょっと何度か分かりませんけども、

角度が付いて、付ける位置が分かるようになっています。それで付ける位置へセットするんで

すけども、そういったものが含まれた設備を今回、付けさせていただくということでございま

すので、それに伴う配管工事とかありますので、１００万円という、これは１００％補助なの

で、その範囲内で可能な場所ということを選定して、あと先ほど申しました利用者のご意見を

いただきながら、一番利用しやすい場所へ付けていきたいと考えています。 
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） 

 こういうことを設置するということは大変いいことですけれども、やっぱり利用者が利用し

やすいような、どこにあるのかということもきちんとはっきり分かるような形で設置していた

だきたいなと思います。 
 もう１つ、１６ページの太陽光発電システム設置の補助ですけれども、これ、希望者が非常

に多いということなんでしょうか。 
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） 

 お答えします。 
 太陽光発電の件数なんですけども、去年の実績が２８件ございました。およそ４００万円以

上かかっています。今年につきましても、ちょうど８月現在で１９件、要望、それから補助金

を出しています。それから今、決裁等がまわっているのとか問い合わせがございまして、問い

合わせが５、６件ございます。でも予算もあることですので、予算の関係でまだ補正等、議会

の了解を得てからそういうことで、ちょっと待ってもらっているとか、まだ分かりませんとい
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う返事はしております。３．１１から非常に要望、それから問い合わせが多くなっております。

今年度は補正の予算を計上しましたので、ご協力のほどをぜひお願いしたいと思っております。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ８番、永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 大震災あと、非常にこういった再生エネルギーに対する関心が強くなったというふうに解釈

いたします。これで終わります。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ほかに質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑なしと認めます。 
 以上をもって、議案第５８号から第６７号までの質疑を終わります。 
 ここで、暫時休憩します。 

休憩 午前１１時２５分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午前１１時３８分 
〇議長（望月邦彦君） 

 休憩を解いて、再開します。 
 先ほど答弁保留となっていました４番 齊藤正行議員の質疑について、生涯学習課長 望月

親人君より発言を求められていますので、これを許します。 
 生涯学習課長、望月親人君。 

〇生涯学習課長（望月親人君） 
 先ほど齊藤議員のテニスコート整備工事の総額はということで、ご質問に即答できなくて申

し訳ございませんでした。 
 テニスコートにつきましてはテニスコート本体、それから電気工事を含めまして総額で１億

１，４９４万８千円となります。 
 以上でございます。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第１５ 議案第６８号 富士川町東川付替え及び流域下水道管布設替え工事請負変更契約の

締結についてを議題とします。 
 なお、本案は採決まで行いますのでご了承ください。 
 これから、議案第６８号の質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 それでは東川の契約変更の締結について、お伺いいたします。 
 ここの工事個所は、この主要事業の平成２２年度の主要事業の内容にもあるとおり、同じ個

所を東川の２４ページですか、流域下水道管付替え工事ということで８，８００万円の工事を
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やったところですよね。今回、集中豪雨とか台風の影響で排水の地盤改良工事とか排水とかと

いうことでお聞きして、不測の状況になったからこういった契約変更をしたいという説明で

あったと思うんですけども、同じ個所を８，８００万円もここ工事をして、そしてまた今回こ

こを工事しているというふうに、不測の事態というのは僕には理解できないんですけども、全

然、初めてやったということであればそういったこともあるかと思うんですけども、８，

８００万円の工事をして、なおかつ２億円近い工事をするときに、そういったことが予測でき

ないということが、では何を町として管理したり、監督していたのかなと思うんですけども、

その不測の事態というのはどういう状況なのか。ぜひ説明をお願いします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 建設課長、堀内尚巳さん。 
〇建設課長（堀内尚巳君） 

 お答えいたします。 
 議員さんがおっしゃいますように、不要な費用がかからないように現場の状況を把握して工

事発注をするというのは、そういうことに努めているつもりなんですけども、ここの現場につ

きましては、主要事業にあります８，８００万円というのは下水道の管渠の付け替え、下水道、

県の幹線の管渠管の防護の付け替えということで、２２年度に発注させていただいて完了した

ところであります。 
 今回は横通り線の甲西バイパスのところを東川が通る、ボックスを布設する工事をどうして

も国のほうで防災ステーションの工事の関係がありまして、９月末日で東川の水を切り替える

という、国とそういうお約束をしておりますので、その中でどうしても管渠、東川の甲西道路

のところにボックスを付けていく工事を、９月末までに終わるという状況で進めていたわけな

んですけども、この工事自体が下水道の管防具が設置されている、付け替えをした部分と、そ

れから東川のところの下をボックス、甲西バイパスの下を東川が通る。それにその下水道管が

当たってしまいますので、先にその下水道管を管防具を先に付けて、その中に下水道の管を布

設していくという工事と、それから甲西バイパスのほうの下を管渠布設してボックスを布設し

て車が通れる状態にするという工事を、今回の契約変更で一部お願いするところなんですけど

も、この工事は９月末でその溝を切り返しますので、どうしてもその工期が取れないというこ

とでご無理をお願いしまして、２月の時点で予算をとらせていただいて、３月に発注をさせて

いただいて、議会議決を受けて契約ということで、これまで進んできたわけなんですけども、

５月それから６月、７月という時期に台風とか集中豪雨が非常に多くありました。それで実際、

あそこに横通り線から入る水が全部集まって、最終的には東川に流れ込むんですけど、１メー

トルぐらいの真角の排水路がありまして、そこに全部、横通りの水を受けて、それから東川の

ほうへ流していくという、そういう状態だったんですけども、その部分に私どもも、今の断面、

１メートル真角の断面で自然流下させればもつという状況で、この工事の排水路の仮設の工事

は考えていたわけなんですけども、台風それから集中豪雨の降り方にもよるんですけども、時

間あたりの雨量が非常に多かったということもありまして、その東川の排水路のところに一気

に水がきてしまうという状況がありまして、どうしてもポンプを使った強制排水というような

形でやっていかないと、工事を進めることができないという状況になりましたので、その強制

排水の部分について、今回、水替え工事ということで追加をさせていただく、変更させていた

だくという状況。 
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 それからあと、事前に警察とも協議をしていたんですけども、下水道管の中に下水道の幹線

の管を入れて、それで付け替えの部分を直結、つなぎ合わせをして切り替えをするわけなんで

すけど、横通り線に縦断している山梨県の下水道を直結するんですけど、その切り替えが実は

事前の警察との協議、それから業者の事前の警察との協議の中では、夜間というよりか日中の

対応でいいという話だったんですけど、どうしても交通量の関係とかということで、警察のほ

うで実際にその工事をする時期になりましたら、夜間工事で対応してほしいという話がありま

して、その夜間工事で対応したということになりましたので、どうしても誘導員の設置、交通

整理員の設置を増やしたというところ。それからあと、山梨県の下水道管の操作をするところ

にマンホールを設置するんですけど、そこが３メートルぐらい深く掘って、マンホールを設置

していくんですけど、その設置するヤードが４メートル掛ける４メートルというふうな、そう

いう作業ヤードで当初は計画をしてわけなんですけども、どうしても安全性、それから排水路

等の交差する場所というところがありまして、４メートル掛ける６メートル、ちょっと広く幅

をとりまして、作業ヤードを確保する。だけど深いところを掘削していきますので、どうして

も矢板を打っていかなければならない。そういう部分で矢板の銅鉱部分、それからあと財政課

長さんのほうでも説明をしていただきましたけども、土質の調査。その管渠を布設している甲

西バイパスが上を通るということがありますので、横通り線も通りますし、交差点になります

から陥没しては困るということですので、実際には土質をちゃんと調査をして、それで地盤改

良をするということで、どのくらいのコンクリートを混ぜていくというようなことでやったん

ですけども、実際に現場の土を取って、もう一度、試験をした結果、当初考えていた地盤改良

材よりか多く入れていかなければならないということがありまして、その量の銅鉱分、その部

分につきまして今回、変更契約をさせていただきたいということでお願いしているということ

ですので、まったくその８，８００万円の、２１年度に工事をした工事の部分と今回の工事の

部分では内容的には違っておりますので、そういう意味ではまた現場のほうにちょっと、現地

の調査がありますので、そのときにはよく現場のほうでご説明させていただければ分かりやす

いということはあると思うんですけども、そういう状況でありますので、よろしくお願いした

いと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 るる説明をいただきましたけども、要は実地設計のときに詳細にそういったことは検討しな

がら、こういった工事というものは見積もりを出しながら、いくらかかるということを当然やっ

ておくべきことだと僕は思うんですよ。こうやって、いろんな事業がちょこちょこ出されて、

当初の予算よりもこうやって膨らんできてしまう。やはりそれを当初から見込んで、この工事

費の中へ入れておけば、当然追加にするよりも、費用というものは少なくて僕は済むと思うん

ですよ。こうやって追加追加でしてくると、費用というのは当然にかかるというのは、僕は当

たり前のことだと思うんです。ですから、やはりそういったことを職員の方は業務としてやる

というのが、一番の職員の方の町民に対するこういった工事のやるべきことだと思うんですね。 
 それをなかなか、工事をやってこないとそういったことが分からないということで、たしか

にあるかもしれませんけど、ぜひそういったことをしっかり管理監督、それから設計のときに

十分な見込みを予想して、費用というものを決めてほしいなと思います。 

 １１６



 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６８号の質疑を終わります。 
 これから、討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 これで、議案第６８号に対する討論を終わります。 
 これから日程第１５ 議案第６８号 富士川町東川付替え及び流域下水道管布設替え工事請

負変更契約の締結についてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第６８号は原案のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第１６ 議案第６９号 富士川町総合計画の基本構想及び基本計画の策定についてを議題と

します。 
 これから、議案第６９号の質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 ６番、齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 それでは２点ほど、ちょっとありますけども、１つはこの総合計画を見ていますと、それぞ

れについて目標数値というものが記されています。現状、中間値、目標値ということなんです

けども、この中間値、目標値の設定の仕方というか、どういう形でこれらは基本的な形で設定

してきたのか、そこだけ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。 
 今回、計画の中で目標数値というものを掲げさせていただいております。この計画は平成

２２年度から８年間の計画というようなことで、前の４年を前期、それからうしろの４年を後

期というふうなことで捉えております。当然、この計画に盛り込んだ最終年度が２９年度にな

りますが、ここが目標の数値でありますけども、ここをそれぞれの担当課で現状がこうで、目

標数値がここまで、この計画の中であればここまでいきたいというふうな具体的な数字を出し

ていただきました。それを中間年、前半の４年間かけて、この数値までに努力をしたいという
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ことで、当然これは、このあと基本構想、基本計画の議決をいただいたならば、このあと実施

計画というものを策定していくわけなんですけども、その中でも当然、数値が出てくるわけで

すが、この数値は毎年ローリングをかけていくことになりますけども、単純に最終目標年度、

それから中間年度ということで４年間、半分といいますか、こういう設定をさせていただいて

おります。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ６番、齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 そうすると、この目標数値というのは各課で定めたものであって、例えば数値設定について

全体的な考え方、統一的な考え方があるということではないという理解でいいんでしょうか。 
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） 

 トータル的な考え方は、今、申し上げましたように、２９年度が最終年度ですので、ここを

それぞれ各課で、事業においていろんな数字の捉え方が違いますけども、ここに目標を置いて、

前半の４年度で半分、単純にいいますと半分、目指したい。基本的には、そういう考えであり

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） 

 目標数値はまたそれぞれその都度、見直しもされるということなので、また実施計画の中で

やっていただければいいのかなと思います。 
 ２つ目ですけども、今回、この総合計画というのは合併してということで策定するんだと思

いますけども、そこで私が一番気になるのは、やっぱり合併のメリットを反映すると。行財政

改革ということが、やはりひとつしっかりしていただきたいなと思っています。その意味で、

これは８ページですけども、目標数値、特に行財政改革についての目標値の中で職員数の適正

化の数値というのが出されています。正直見ていて、反面がっかりという部分もあります。そ

れはこれまで行政改革ということで何回も質問してきましたけども、旧増穂町の関係でいきま

すと、平成１６年１３９人だった職員数が５年余りで１２２人ですから、１７人ばかり削減さ

れてきています。鰍沢町のほうでも同じように１５人ばかり、約５年間で削減されております。

そういったことから考えると、職員の適正化ということについてはもうちょっと厳しい設定を

してほしいなということと同時に、これは実施計画の中になるのかしれませんけども、同時に

組織体制の効率化、見直しということもしっかりと今後、検討していただきたいと。明記して

いただきたいということだけをお願いしたいと思うんですけど、どうでしょう、そのへんにつ

いては。 
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。 
 この職員の適正化ということですけども、ここにつきましては、たしかに合併のときには旧
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町、国の改革に基づいて議員を減らしたりというようなことがありました。合併してから、う

ちの町で富士川町の職員適正化計画を作成いたしました。それに基づいて、今回の目標数値を

設定してあるということになります。組織の見直し等につきましては、また国の情勢、県の情

勢、町の情勢も合わせて考え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） 
 ６番、齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 以上で終わります。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ほかに質疑はありませんか。 
 ５番、市川淳子さん。 

〇５番議員（市川淳子君） 
 今の齊藤議員とちょっとダブるというか確認というか、私は基本計画のほうの６ページなん

ですが、男女共同参画プランの策定というところでちょっとお聞きしたいなと思っているんで

すけれど、男女共同参画プランというのを旧増穂町、旧鰍沢町、このときはあったんですね。

これで合併されて新たにというところで、今、足踏み状態ということでありまして、この中間

値の一次計画、二次計画というのはたぶん、そのプランの策定したものがどれだけ、それが実

践されているかということの中で、こういうふうに表を見ればいいんだろうなと思うんですが、

策定されるのはいつなのかちょっと分からないので、どういうふうにこの表を見たらいいのか

ということを教えていただきたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町民生活課長、依田正一君。 
〇町民生活課長（依田正一君） 

 市川議員のご質問にお答えいたします。 
 平成２３年から２７年までの５年間で策定を行います。２３年度に策定を行っております。 

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） 
 たぶん実施計画のほうに踏み入ってしまったのかなと思ったんですが、ちょっとここらへん

が心配だったので、２３年度中には策定をして、そしてそれを中間値、目標値ということで、

それがどのくらい実現できたかということで判断をすると。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。 
 ７番、井上光三君。 

〇７番議員（井上光三君） 
 私はちょっと基本的なことをお伺いしたいんですが、１点目はこの基本構想、基本計画、

２２年度から２９年度までの８年間とした経緯ですね。一般的には１０年を目途とするのが多

いようなんですが、この８年とした経緯をお伺いします。 
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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） 
 井上議員のご質問にお答えをいたします。 
 ご質問の中には一般的には１０年ということで、そういう自治体も多いわけですけど、近年

は首長の任期が１期４年であるというふうなことから、４年４年という区切りで８年というこ

とで、今回、計画を立てたものであります。 
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。私も任期と合わせたほうがいいのかなと、そういう理解でおりました。 
 もう１点、基本計画のほうの８ページ。先ほどの齊藤欽也議員からも職員数の適正化の数字、

この目標値の数字がいまひとつ、私には分かりにくい部分がありますけれど、先ほどの総務課

長の説明の中で、職員数の適正化計画はすでにつくってあるということでしたので、これはあ

とでまた、ぜひ見せてもらいたいということと、実は定員モデルというのがありまして、定員

モデルでいくと類似団体のこういうところの町はこういうふうにあるんですが、それで計算し

ても多いのかなという感じがしますし、またこれは合併したあとですから、８年後はまだ最終

的な目標ではないということなのか。そのへんも含めまして。そこをちょっとご回答いただい

て、あとはまた。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 基本計画の８年については、先ほど齊藤議員からもお話がありました。現状といいますか、

合併したときが１８８名でした。現在が１８１名です。平成２５年度もたまたま１８１人にな

るということでありますが、私は兼ねてから言っているように、この町がこれまで、鰍沢も増

穂も一時期、職員の採用を抑えたときがあるんですね。空白の年代が相当あります。これから

４０年ほど勤めていただいても、４０年間、この町が人口もどうなるかまだ分かりません。

４０年後は分かりませんけども、若干名とはいっていますが、４名程度の採用はしていかなけ

れば町が将来、維持していくのが大変。また退職者も多いときには１３名から１４名ぐらい辞

めるときも出てきます。ですから安定的に４名ぐらいの採用をしながら、そしてあと抜けてい

くところは抜けていっていただいて、あと、いる職員で補充していく。これはたまたま８年の

計画ですから、２９年には１７４名になっています。たぶん平成５３年ぐらいまで、たぶんか

かるんではないかなと思いますが、そのときにはたぶん１５０名でもいいような形になるんで

はないかと思いますが、標準的な規模というのもあると思いますけども、あんまり職員が少な

いというのも住民のサービスができない。そのときの町の財政状況にもよりますけども、正規

職員は住民１００人に対して１人ぐらいが妥当かなというところでいけば、今は１６５ぐらい

を目標に、今後順次減らしていって、そしてそのときにもっと人口が増えていただければとて

もうれしいんですが、そんな形で正規職員の数はやっていきたいなと思っております。これは

この平成２５年度までに１８１が多少上がったり下がったりをしながら、たまたま平成２５年

のとき、今の職員から計算をしていくと、こういう形になる。２９年には１７４人になる。こ

 １２０



の後は多少デコボコもありますけども、順次減っていくという、職員数の適正管理というのを

やっています。 
 それと先ほど組織のことも出ました。組織も毎年毎年、見直していかなければならないと思っ

ております。これは必要に応じてということでありますけども、これから来年は国民文化祭と

いうのをやっていかなければならない。そこにはしっかりした専任職員もおかなければ、全国

からお客さんを集めても中途半端な大会しかできないようになってしまいますので、そういう

ことも考えなければならない。そしてまたリニアも入ってきます。リニアのことも、またこの

町内の用地を交渉していかなければならないということですから、よその人任せということで

はなくて、当然この町も関与していかなければならない。組織もそのときどきの行政需要に合

わせながらやっていくということでありますが、これは当面、８年後のこの富士川町の姿をど

う描いていくかという形でありますので、このあともこの途中もいろいろ変わってくると思い

ますけども、その後についてもまた同じような計画をつくってやっていきたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ７番、井上光三君。 
〇７番議員（井上光三君） 

 ぜひ、また実施計画の中で細かいところはつくられていくということですので、ぜひまた細

かいところも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。 
 （ な し ） 
 質疑なしと認めます。 
 以上をもって、議案第６９号の質疑を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第１７ 認定第４号 平成２２年度富士川町一般会計及び各特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 
   日程第１８ 認定第５号 平成２２年度富士川町水道事業会計決算認定について 

 以上の２議案については決算認定案でありますので、一括して議題とします。 
 なお、認定第４号および第５号は先ほど所管の委員会に付託することが決定しましたので、

質疑は大綱のみに留めてくださいますよう、議会運営にご協力をお願いします。 
 これから、認定第４号および第５号の質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑なしと認めます。 
 以上をもって、認定第４号および第５号の質疑を終わります。 
 以上で、本日の日程は全部終了しました。 
 本日は、これにて散会とします。 
 ご苦労さまでした。 

 
散会 午後１２時０９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３回富士川町議会定例会第４日の本会議に、議員各位には大変お忙しいところご出

席いただきまして、誠にありがとうございます。 
 また本会議、委員会にと慎重にご審議をいただき、第３回定例会も本日が最終日となります

が、ご審議のほどよろしくお願いします。 
 ただいまから、平成２３年第３回富士川町議会定例会第４日の会議を開きます。 

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

 議長から報告します。 
 本日の議事日程は、お手元に配布したとおりです。 
 なお本日、追加案件として補正予算案１件、人事案１件、議会行政視察研修案１件、閉会中

の継続調査４件が提案されています。 
 ご審議をよろしくお願いします。 
 以上で、諸般の報告を終わります。 
 審議に先立ちまして、先日の質疑の折、答弁保留となっていました５番 市川淳子さんの質

疑について、福祉保健課長 深沢茂樹君より発言を求められていますので、これを許します。 
 福祉保健課長、深沢茂樹君。 

〇福祉保健課長（深沢茂樹君） 
 ９月１３日の質疑におきまして、市川淳子議員より議案第５６号 富士川町甲州鰍沢温泉か

じかの湯条例の一部を改正する条例につきまして、この改正により利用料金を引き下げること

について、裏付けとなる利用区分ごとのデータを示してほしいとのご質問をいただいておりま

すので、冒頭のお時間をいただき、お答えをさせていただきます。 
 今般の利用区分および利用料金の条例改正にあたりましては、指定管理者である社会福祉法

人 かじかの会が７月のリニューアルオープンに合わせて９月までの３カ月間、試行的に改正

予定の区分および利用料金による営業を行い、その結果をもとに今後の管理運営に反映させて

いきたいということでございますので、７月、８月の利用状況につきましてご報告させていた

だきます。 
 まず７月の利用状況ですが、これまでの入浴のみと入浴休憩の利用区分を時間制限のない入

浴休憩へ一本化をさせていただいて、あと利用料金の引き下げを行うことによりまして、町内

の大人、これは利用料金４００円に下げておりますが、実人数が１，９８８人、７９万５，

２００円。それから子ども料金が３００円ですが１６９人、５万７００円。町外の大人がこれ

は６００円ですが、１，２４６人で７４万７，６００円。子どもが４００円が７５人で、３万

円。合計で７月が３，４７８人、利用料金収入が１６２万３，５００円となりました。 
 これを前年度同月と比較してみますと、前年度は入浴のみと入浴休憩の利用区分に分かれ、

料金も区分ごとに異なっているため、入浴のみと入浴休憩を合わせた前年度数値と本年７月の

利用状況を比較させていただきますと、町内大人が５１８人、１３５％の増。利用料金収入が

１８万２，６００円、１３０％の増。町内子どもが４４人、１３５％の増。利用料金収入が１万

１，９００円、１３１％の増。町外大人が３３１人、２１％の減。利用料金収入が１９万２，
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６５０円、２０％の減。子どもが１人、１％の減。利用料金収入が１，７００円、５％の減。

合計では５０人、１０１％の増。利用料金収入が１５０円の増ということで、前年度と比較い

たしますと、若干、微増という状況でした。 
 次に８月の利用状況ですが、８月の町内の大人料金４００円ですが２，２５３名で、９０万

１，２００円。子ども３００円が１８５人で、５万５，５００円。町外の大人６００円が１，

８５４人で１１１万２，４００円。子ども４００円が１８３人で、７万３，２００円。合計で

４，４７５人、利用料金収入が２１４万２，３００円となりました。 
 これを同様に前年度の同月実績と比較いたしますと、町内大人が５７６人、１３４％の増。

利用料金収入が１９万８，３００円、１２８％の増。子どもが２２人、１２％の減。利用料金

収入が７，１００円、１１％の減。次に町外の大人ですが２８７人、１３％の減。利用料金収

入が１５万６，０５０円、１２％の減。子どもが２人、１％の減。利用料金収入が２，４００円、

３％の減。合計では２６５人、１０６％の増。利用料金収入が３万２，７５０円の増というこ

とで、７月同様、前年度比較といたしますと微増となりました。 
 この試行結果から７月、８月の２カ月間の利用者数は、前年度の同期と比較いたしますと町

内利用者は増加し、町外利用者は減少となっていますが、全体では１０４％、３１５人ほど増

加し、利用料金収入では利用料金の引き下げをしているにもかかわらず、前年度同期とほぼ同

じ状況となっております。 
 なお、７月、８月の町外利用者につきましては前年、各同月比で減少という結果になってお

りますが、これは４月から３カ月間休業した影響により、客足が遠のいたものと推測されます

が、今般の利用区分および利用料金の改正によって営業活動を促進することで、１０月以降は

前年度なみに回復するものと見込んでおります。 
 次に７月から専任の調理師を置き、営業を行っております飲食部門の売上額でありますが、

７月の売上額が１１５万５，５５０円。前年度同月比較で２１７％、６２万３，９５０円の増。

８月の売上額が１４０万２５０円。前年度同月比で１９０％、６６万３，５００円の増収となっ

ております。この結果から、今般の条例改正による利用区分の変更および利用料金の引き下げ

に伴う利用者数、利用料金収入、飲食部門の売り上げとも昨年度下半期と比べまして増加する

ものと見込んでおります。 
 以上、利用者および飲食売り上げの状況を申し上げましたが、かじかの湯は山間部という地

理的に不利な立地条件に置かれている中で、これまでの管理運営から生じた経営課題を改善す

るため、今般のリニューアルに合わせて試行営業を行い、今般の条例改正をお願いさせていた

だいたものであります。指定管理者制度の趣旨に基づき、さらなる住民サービスの向上と民間

経営ノウハウの活用による効率的な管理運営がなされるものと期待しておりますので、よろし

くお願いいたします。 
 以上でございます。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第２ 議案第５５号 スポーツ基本法の施行に伴う関係条例の整理に関する条例について 
   日程第３ 議案第５６号 富士川町甲州鰍沢温泉かじかの湯条例の一部を改正する条例について 
   日程第４ 議案第５７号 富士川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例に

ついて 
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 以上の３議案については条例の一部改正案でありますので、一括議題とします。 
 これから、議案第５５号から第５７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５５号から第５７号までの討論を終わります。 
 これから日程第２ 議案第５５号 スポーツ基本法の施行に伴う関係条例の整理に関する条

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５５号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第３ 議案第５６号 富士川町甲州鰍沢温泉かじかの湯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５６号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第４ 議案第５７号 富士川町廃棄物の処理及び清掃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５７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５ 議案第５８号 平成２３年度富士川町一般会計補正予算（第３号）について 
   日程第６ 議案第５９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２号）に

ついて 
   日程第７ 議案第６０号 平成２３年度富士川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

について 
   日程第８ 議案第６１号 平成２３年度富士川町介護保険特別会計補正予算（第２号）について 
   日程第９ 議案第６２号 平成２３年度富士川町介護サービス事業特別会計補正予算（第１号）

について 
   日程第１０ 議案第６３号 平成２３年度富士川町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）に

ついて 
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   日程第１１ 議案第６４号 平成２３年度富士川町下水道事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて 
   日程第１２ 議案第６５号 平成２３年度富士川町営農飲雑用水事業特別会計補正予算（第１号）

について 
   日程第１３ 議案第６６号 平成２３年度富士川町活性化事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて 
   日程第１４ 議案第６７号 平成２３年度富士川町水道事業会計補正予算（第１号）について 

 以上の１０議案については補正予算案でありますので、一括して議題とします。 
 これから、議案第５８号から第６７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５８号から第６７号までの討論を終わります。 
 これから日程第５ 議案第５８号 平成２３年度富士川町一般会計補正予算（第３号）につ

いてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第５８号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第６ 議案第５９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５９号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第７ 議案第６０号 平成２３年度富士川町後期高齢者医療特別会計補正予算

（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６０号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第８ 議案第６１号 平成２３年度富士川町介護保険特別会計補正予算（第２号）

についてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 

 １２９



 したがって、議案第６１号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第９ 議案第６２号 平成２３年度富士川町介護サービス事業特別会計補正予

算（第１号）についてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第６２号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第１０ 議案第６３号 平成２３年度富士川町簡易水道事業特別会計補正予算

（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６３号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第１１ 議案第６４号 平成２３年度富士川町下水道事業特別会計補正予算

（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６４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６５号 平成２３年度富士川町営農飲雑用水事業特別会計補正

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６５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６６号 平成２３年度富士川町活性化事業特別会計補正予算

（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６６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６７号 平成２３年度富士川町水道事業会計補正予算（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。 
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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６７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６９号 富士川町総合計画の基本構想及び基本計画の策定についてを議題と

します。 
 これから、議案第６９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６９号の討論を終わります。 
 これから日程第１５ 議案第６９号 富士川町総合計画の基本構想及び基本計画の策定につ

いてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第６９号は原案のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第１６ 認定第４号 平成２２年度富士川町一般会計及び各特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 
   日程第１７ 認定第５号 平成２２年度富士川町水道事業会計決算認定について 

 以上の２議案については決算認定案でありますので、一括して議題とします。 
 平成２２年度の決算認定につきましては、去る１３日の本会議で各常任委員会に分割付託し

ましたので、各常任委員長から委員会の審査報告を求めます。 
 質疑は、各委員長の報告が終わったあとでお願いします。 
 はじめに、総務常任委員長の報告を求めます。 
 １０番、堀之内美彦君。 

〇１０番議員（堀之内美彦君） 
―――― 委 員 会 審 査 報 告 書 の 朗 読 ―――― 

〇議長（望月邦彦君） 
 以上で、総務常任委員長の報告が終わりました。 
 委員長、自席でお待ちください。 
 次に、教育厚生常任委員長の報告を求めます。 
 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
―――― 委 員 会 審 査 報 告 書 の 朗 読 ―――― 
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〇議長（望月邦彦君） 
 以上で、教育厚生常任委員長の報告が終わりました。 
 委員長、自席でお待ちください。 
 次に、産業建設常任委員長の報告を求めます。 
 ４番、齊藤正行君。 

〇４番議員（齊藤正行君） 
―――― 委 員 会 審 査 報 告 書 の 朗 読 ―――― 

〇議長（望月邦彦君） 
 以上で、産業建設常任委員長の報告が終わりました。 
 これで、各常任委員長の報告が終わりました。 
 それでは、各常任委員長は演台へお願いします。 
 これから、各常任委員長の報告に対して質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 市川淳子さん。 

〇５番議員（市川淳子君） 
 今回の委員会付託は、委員外議員も出席できましたけども、その中でもちょっと今の報告で

分からない部分がありましたので、質問させていただきます。 
 委員会審査報告書の産業建設常任委員会をお願いいたします。 
 ２ページの真ん中のとこらへんの商工会への追分館の運営補助としてという、ここの質問と

答えなんですが、再調査をしたというふうに書かれておりまして、この再調査した内容につい

て、もう少し説明をしていただきたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 産業建設常任委員長、齊藤正行君。 
〇４番議員（齊藤正行君） 

 あくまでも商工会の運営費が、説明資料の中には町からの運営費が入っていないということ

なので、ここにはこういう形で記載をさせていただきました。これは追分館のほうへ、商工会

は運営を任していると。追分館のほうは通帳で、その管理をしていると。そして年間で報告を

すると。商工会へ報告していると。商工会の会員の中にもあそこは赤字なのか、赤字でないの

かということをやはり危惧している方があった、そういう問題が起きたと。そのために、商工

会の会員に分かるように、説明として出した資料を町へ出したと。あくまでもあそこの事業は

利益を追求するものではないという中で、この地域にないものをあそこは提供したいというこ

との中で、麦とろ定食のみで経営はしているということでございまして、全体の中の補助金は

別々に商工会にはいっていますけども、中の運営をしているのは商工会が一般会計の中で別々

の管理をするというか、商工会としてはその都度その都度、毎日、まさかそこの入金出金をや

るわけにはいかないということの中で、そういう管理方法をやっているというようなことでし

て、これについてはいろんな意見が出まして、今後これについてはしっかり協議をしていただ

きたいと。町と商工会の関わりについても、非常に分かりづらい点があるということは、かな

り強く担当のほうには申しておきました。 
 以上で、よろしいでしょうか。 
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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４号および第５号の各常任委員長の報告に対する質疑を終わります。 
 各常任委員長、自席へお戻りください。 
 これから、認定第４号および第５号を一括して討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 以上をもって、認定第４号および第５号の討論を終わります。 
 これから日程第１６ 認定第４号 平成２２年度富士川町一般会計及び各特別会計歳入歳出

決算認定についてを採決します。 
 お諮りします。 
 この決算に対する委員長の報告は、認定とするものです。 
 委員長の報告のとおり、認定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、認定第４号は原案のとおり認定することに決定しました。 
 これから日程第１７ 認定第５号 平成２２年度富士川町水道事業会計決算認定についてを

採決します。 
 お諮りします。 
 この決算に対する委員長の報告は、認定とするものです。 
 委員長の報告のとおり、認定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、認定第５号は原案のとおり認定することに決定しました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第１８ 議案第７０号 平成２３年度富士川町一般会計補正予算（第４号）についてを議題

とします。 
 町長から本案について、提案理由の説明を求めます。 
 町長、志村学君。 

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

〇議長（望月邦彦君） 
 次に、補足説明を求めます。 
 財政課長、川住資農夫君。 

〇財政課長（川住資農夫君） 
 それでは、議案第７０号の補足説明をさせていただきます。 
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 補正予算書表紙の裏面をお開き願いたいと思います。 
 （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。 

〇議長（望月邦彦君） 
 以上で、町長の提案理由ならびに担当課長の補足説明が終わりました。 
 これから、議案第７０号の質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 事項別明細の、歳出の３ページの道路橋梁災害復旧費の中に親水公園１，２００万円、計上

されていますけども、ここは青柳の親水公園ですよね。そうすると、昨日、現地を見させてい

ただいて、トイレがあったんですけど、あれは水を流すだけで、そのまま使えるのか。それと

も修理が必要で、お金がかかるのか。その点について、お聞きしたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 建設課長、堀内尚巳さん。 
〇建設課長（堀内尚巳君） 

 お答えいたします。 
 泥が溜まっているということだけで、施設そのものには破損個所がありませんので、泥を流

せばそのまま使えるということを確認しております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 あそこは前の説明で、例えば大水とかが出たときには撤収が可能で、移動できるトイレになっ

ているということで、今回みたいに大水が出れば、当然、撤収するのかなと思っていたら、そ

のままにしておいて、水で泥を被ってしまったということなんですけど、そうすると、あれを

撤収するというのは誰がどういう判断をいつして、撤収するのか。あれだけの大水が出たとき

に撤収しないとなると、ではどういうケースのときにあの簡易トイレは撤収するのか。そのへ

んの判断を誰の責任においてするのか、町でどういうふうに考えているのか、お聞きします。 
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。 
 あそこの雨の降水量と、それから富士川の水位、それから枝川の水位というのをなかなか、

いつも一定の条件下ではありませんので、なかなか想定しにくいというところがあるんですけ

ども、今回の台風１５号につきましては、周辺の保水能力が１２号のあとの直近の台風という

こともありましたし、それからあと上流部のダムの放出等がありまして、本当に一気にその富

士川の水位が、雨がやんだ、小康状態の時間帯なんですけども、５時半から６時くらいの時間

帯に一気に水位が上がってしまったということで、私どももパトロールをして警戒をしていた

わけなんですけども、本当に２０分、３０分の間に富士川の水位が上がってしまったというこ

とで、クレーン車を呼んでということが、撤去ができなかったという状況でありまして、判断
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とすれば私ども建設課のほうで撤去、クレーン車を使って撤去とかということをしていくわけ

なんですけども、緊急時の対応が、一気に上がってしまった富士川の水位に対応できなかった

ということがありまして、今後、関係機関とも相談しながら、この台風１５号の教訓をもとに

５７災以降、本当に富士川の水位が一番増水したということもありまして、その教訓を生かし

ながら、今後の適切な措置をしてまいりたいと思っております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 建設課の委員会審査のときに大雨が降ったわけですけども、その前に紀伊半島のほうでは台

風１５号の大きな被害が出ていて、こちらでも大雨というのは当然、予測された状況だったと

思うんです。やはり、そういったせっかく、あれが撤収できるという施設になっているんであ

れば、ちょうどいい機会だから、ではこれ実際に被害があったら困るからやってみようという

ことで、やはり機能を生かさなければ、なんのためにそうやって機能を付けて、撤収できるよ

うにしてあるのか分からないわけで、せっかくの機会だからこれをやってみようぐらいの意識

を持っていただいて、その機能を十分に発揮するように当局では考えておいていただきたいと

思いまして、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。 
 ４番、齊藤正行君。 

〇４番議員（齊藤正行君） 
 今回の災害について、早々にこういう対応をしていただいたと。２１日、これが今日の本会

議で補正予算を出していただいたと。こういうことについては大変、感謝をするとことであり

ます。また合併をした年として、こういう災害が起きてもやはりすぐ対応できるということが

町民に対しても合併の効果にもつながってくるんだろうと、そんなふうにも思っておりますの

で、ぜひともよろしくお願いします。 
 ただ、そういう中で１つだけ私は言いたいことがありまして、質疑をさせていただきますけ

ども、われわれも議員として、委員会の中で、こういうことをしながら、われわれも災害につ

いては心配をしていたと。また、２１日の日も産業建設常任委員会の中で審査をしていいのか

悪いのかということも心配しながら、建設課をとにかく先ということでやっていたと。そうい

う中で、私もほかの議員もおそらくそうだと思いますけども、心配はしていると思います。 
 そういう中で、今回、あれだけの被害が出ていて、親水公園にしても鰍沢のスポーツ広場に

しても、農道、県道等についても被害が出ているわけです。それが本日、ここで補正予算が出

されるということについて、何一つ話がなかった。私たちも委員会という中で、委員長という

立場の中で、この前にも話をしたことがありますけども、長知沢線が崩れたときも、どなたか

分かりませんけども、産業建設の常任委員長さんですねということで、早く復旧をお願いした

いという電話もいただいている。今回も親水公園を早くなんとかしてほしいと。早く泥をどけ

ないと芝生が枯れてしまう、そういう意見をいただいております。 
 こういう判断をどういうように、町ではしていくのか。あるいは、これからもそういう連絡

等をもらえるようなことはないのか。連絡がないので、われわれは自分たちで現場を視察させ

ていただきました。昨日、産業建設と教育厚生で視察をさせてもらっています。ぜひ、そのへ
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んの判断というか、そのへんの内容についてお願いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 今回の台風１５号につきましては、こちらへくるというのが数日前から分かったと。ただ方

向が、その前の１２号が非常にずれてきたというのがあります。今回、本当は警戒本部をつく

るべきだと反省をしております。警戒本部をつくって、被害が出たら災害対策本部に切り替え

ながらやっていくと。今回も役場の総務課のところにはいろんな被害状況が入ってきますので、

それを貼り出していました。ただ本部体制も、ちょっと本部はつくりませんでしたが、ただ人

員が足りなくて、そこのところができなかったというのがあります。 
 先ほど秋山議員からも話があった撤去できるものにつきましても、河川敷の中の工作物につ

いては、町の判断でやっていかなければいけないと思いますが、国土交通省、甲府河川国土事

務所とも連絡をとりながらやっていたわけでありますけども、雨がやんだときにまだ水位が

４メートル台にありました。当然、つくということは考えていなかったです。雨がやんでから

が、ぐんぐん上がってきまして６メートル６０までいってしまった。５７年の災害以降、一番

高い水位まできたということでありますが、今回そういう時間の暇がなくて、やむなく冠水を

してしまったということでありますけども、もともと河川の公園ですから冠水をすることは想

定をしながらやっていたんですが、ですからあそこへ造ってあるものも撤去できるようにして

あったと。ただ、今回の場合は時間がなかったということであります。次回からは。 
 ただ、撤去するにも相当なお金がかかります。例えば親水公園のほうは簡単なものしかあり

ませんけども、スポーツ広場のほうはバックネットからになりますから、あれを業者にお願い

してクレーンで上げて持っていかなければならない。相当なお金もかかりますので、訓練も前

回もやったわけでありますけども、できるだけそういう被害想定をしながらやっていきたいな

と思っています。 
 それと、これは今までもあったところでありまして、一部改善もしてきたんですが、今回の

被害の状況が議員さんのほうにお伝えができなかったというのが、また指摘をされましたけど

も、役場のほうの体制をもう一度しっかりしながら連絡ができる体制づくりをもう一度、検討

したいと思います。 
 ただ、県道が止まるとか、そういうときにはしてあります。ただ今回の１５号の場合は、翌

日とかになってはじめて、ここも崩れている、あそこも崩れているという状況で、降っている

最中、そして夜でありましたので、うちの職員もまた業者の皆さんにも二次災害ということも

ありますから、現地のほうへなかなか、その時点では行っていただけなかったということがあ

ります。そうは言いましても、役場の、町の現状を的確につかむのが役場の仕事でありますの

で、その情報をまた議員さんのほうにも瞬時に伝えていけるようなシステムづくりを考えてい

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） 

 ありがとうございました。やはり、われわれもそういう立場でいると、そういう連絡がきま

すし、また町民も心配をしているというような面もあります。 
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 もう１つ、あれですけども、今回のこの議会運営の中でいろいろなことがありました。そう

いう中でやはり、議会にも悪い点もあると当然思いますし、またもう１つ、当局においてもやっ

ぱり、今一歩踏み込んだ議論がされていれば、いろいろな障害が起きないのかなというような

気がいたしますので、ぜひとも課長同士の会話、部下との会話等を、今一歩踏み込んだ中の話

し合いをもっていただきたいなと思います。どうもありがとうございました。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ほかに質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑なしと認めます。 
 以上をもって、議案第７０号の質疑を終わります。 
 これから、議案第７０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７０号の討論を終わります。 
 これから日程第１８ 議案第７０号 平成２３年度富士川町一般会計補正予算（第４号）に

ついてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第７０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１９ 議案第７１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７１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７１号に対する質疑を終わります。 
 これから、議案第７１号の討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
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 討論なしと認めます。 
 以上をもって、議案第７１号に対する討論を終わります。 
 これから日程第１９ 議案第７１号 富士川町人権擁護委員候補者推薦につき議会の意見を

求めることについてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第７１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２０ 発議第１号 富士川町議会行政視察研修の実施についてを議題とします。 

 提出者、齊藤欽也君から本案について提案理由の説明を求めます。 
 ６番、齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
―――― 議 案 の 提 案 理 由 朗 読 説 明 ―――― 

〇議長（望月邦彦君） 
 これで、発議第１号の提案理由の説明が終わりました。 
 齊藤議員、しばらくお待ちください。 
 これから、質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 １２番、小林進君。 

〇１２番議員（小林進君） 
 私個人的な考えですけど、間違っていたら謝りますけども、本来ならば委員長が議会に諮っ

て、そこで賛同者の賛同を得て、研修をするのか、しないのか、することが良いのか悪いのか

決めて、今までの私の経験では、旧単町の鰍沢町の議会においては、当然、提案に対して発言

をいたします。賛成、反対、賛成。のちに日時、場所等は議長をはじめ事務局、正副委員長に

お任せをしますという発言をして研修をするわけですね。しかし、良いか悪いかは別ですよ。

やり方ですから。旧増穂町の場合、こういうやり方をしたと思いますけども、提案をするとき

にもう日時、場所が決まって、経費も決まって、これは決め事だからいいかもしれないけど、

やっぱりルールからいけば、本来からいけば、やっぱりここに諮ってはじめてやるんだと思う

んだけども、これはあとの運営上の問題ですからどうこう言いませんけども、僕の考えはそう

いう考えでいますので。良いか悪いかは別で、よろしくお願いします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 委員長、齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 お答えします。 
 議会のルールでは、研修先等については議会の議決を要すると。これは日時、場所、目的お

よび経費については、議会に議決をすることが望ましいというふうに議員必携等には明記され

ています。先ほど旧町のお話が出されました。そこで旧増穂町では、そういった議会の議決を
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要するということを前提に、その前に内容、議運、あるいは議員全員で目的地、あるいは時期

というのを相談し、議会運営委員会で最終的に決定をし、それを議案として上程し、本会議で

採決をとると。先ほど言われた旧鰍沢町議会での研修をすることだけを先に決定しておいて、

あとの内容は議運なり事務局なり、あるいは議員全体で協議し決定するというのは、むしろ私

としては議会運営、あるいは議会の透明性という観点から考えれば、むしろそちらのほうがよ

ろしくないのかなという気持ちは持っております。とにかく運営上は、そういう形でやったほ

うがよろしいだろうと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 １２番、小林進君。 
〇１２番議員（小林進君） 

 どうこう言いませんけども、やっぱり議決をしてはじめて効力が発するんですよ。議決をす

る前に効力を先に使ってしまっていて、だからあとあとのもので、特別どうこう言いませんけ

れども、委員長の議決をして、はじめて効力が発生するんです。議決をする前に効力が先に出

ているということはおかしいと。それは一つの慣例ですから。やり方ですから、別にとやかく

は言いませんけども、本来からいけば、僕はそれが望ましいではないかと。本来からいけば、

議決をしてはじめて効力が生ずる。僕の見解ですが。いいです。終わります。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ほかに質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑なしと認めます。 
 これで、発議第１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。 
 これから、討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 これで、発議第１号に対する討論を終わります。 
 これから日程第２０ 発議第１号 富士川町議会行政視察研修の実施についてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、発議第１号は原案のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第２１ 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２２ 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２３ 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２４ 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。 

 １３９



 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、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決定しました。 
 以上をもちまして、本定例会の議事日程はすべて終了しました。 
 富士川町が誕生して初めての単独決算の議会であり、平成２２年度の決算認定案など重要案

件を熱心にご審議いただき、ここに無事閉会することができますことを厚くお礼申し上げます。 
 また町長以下、町の執行部の皆さまにおいては議案説明、質疑、答弁、各常任委員会にご協

力をいただき、ありがとうございました。 
 これからの季節、各種行事が催され何かと多忙なことと思いますが、皆さまにおかれまして

は健康に十分ご留意されまして、町政の推進になお一層のご尽力を賜りますようお願い申し上

げ、平成２３年第３回富士川町議会定例会を閉会します。 
 ご苦労さまでした。 

 
閉会 午前１１時１６分 
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