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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５１号をもって招集されました、平成２３年第４回富士川町議会定例会に議

員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４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４回定例会に先立ちまして、一言あいさつを申し上げます。 
 ２０１１年もあと３週間ほどで終わろうとしています。本年最大のニュースは３月１１日の

午後２時４６分、三陸沖を震源とした国内観測史上最大の東日本大震災の発生ではないでしょ

うか。３月定例会の初日であったこの日、私たちもまさにこの場で経験したわけであります。

この地震およびそれに伴って生じた津波により甚大な被害に見舞われ、福島第一原子力発電所

における事故等も引き起こされました。１２月１日現在、死者は１万５，８４０人、行方不明

者は３，５４７人を数えました。改めて、この震災の犠牲者となった方々に哀悼の意を表した

いと思います。 
 さて景気は東日本大震災の影響もあり、依然として厳しい状況にあります。先行きについて

は内閣府が１１月２４日に発表した月例報告によると、サプライチェーンの立て直しや各種の

施策効果などを背景に、景気の持ち直し計画が続くことが期待される。ただし、電力供給の制

約や原子力災害の影響に加え、欧州の政府債務危機などを背景とした海外景気の下振れや為替

レート、株価の変動、タイの洪水の影響等によっては、景気が下振れするリスクが存在する。

また、デフレの影響や雇用情勢の悪化懸念が依然残っていることにも注意が必要とのことです。 
 県内では個人消費や雇用情勢に徐々に持ち直しの動きがあるようですが、私たちが景気の回

復を実感できるのは、まだまだ先になりそうです。 
 野田政権発足後、初の大型地方選挙であった大阪府知事と大阪市長のダブル選挙で大阪維新

の会が圧勝したことは、まだ記憶に新しいところです。対立候補を支援した民主党にとっては、

今後の政権運営に影響が出るとの見方もあります。現在、来年３月の消費増税関連法案の閣議

決定を目指し、年内に党内の意見集約を図るとの方針ですが紛糾するのは必至とみられ、報道

機関の最新世論調査でも内閣の支持率は低下しています。 
 新しい年には東日本大震災からの復興および、それに関わる諸問題の解決が進み、多くの明

るい話題が私たちに届くことを期待するところです。 
 このような中、富士川町議会は開かれた議会、信頼される議会を目指して活動してきました。

休日議会や地区懇談会を開催するとともに、議会改革のための研修や議論を重ねてきました。

各常任委員会、特別委員会においてもそれぞれの課題に積極的に取り組んできたところです。

これからも暮らしと自然が輝く交流の町を目指して、議員としての職務をまっとうすることで

あります。 
 平成２３年最後の定例会です。議員各位におかれましては健康に十分留意され、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。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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〇議長（望月邦彦君） 
   日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定によって、 
 １２番 小林進君 
 １３番 井上勝君 
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１９日までの１１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１９日までの１１日間と決定しました。 

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

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

配布したとおりです。 
 本日は提案説明に留め、質疑につきましては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１１月３０日に１１月分の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をします。 
 次に一部事務組合関係では１１月２８日に峡南広域行政組合議会臨時会、中巨摩地区広域事

務組合議会運営委員会、臨時会、三郡衛生組合定例会、１２月５日に中巨摩地区広域事務組合

議会運営委員会が開催されました。 
 次に県町村議会議長関係では、１１月２８日に町村議会広報編集委員長会議、１１月３０日

に町村議会運営委員長会議、１２月２日に町村議会議長会議が開催されました。 
 次に会議関係では１１月２９日に議会運営委員会、地域医療を守る特別委員会、１２月７日

に教育厚生常任委員会が開催されました。関係議員にはそれぞれご出席をいただき、誠にご苦

労さまでした。 
 また、このほかの各種会議、行事等にも議員各位、積極的にご参加いただきまして大変ご苦

労さまでした。 
 今定例会までに受理した請願は、先にお手元に配布したとおりです。 
 なお、請願は所管の教育厚生常任委員会に付託しますので、審議をお願いします。 
 以上で、諸般の報告を終わります。 
 ここで町長よりあいさつの申し出がありましたので、これを許します。 
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 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 本日ここに平成２３年１２月富士川町議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位にお

かれましては公私とも大変ご多忙の中を全員のご出席を賜り、誠にありがとうございます。ま

た日ごろから町政推進のため、格段のご尽力を賜っておりますことに厚く御礼を申し上げます。 
 それではここで、本定例会に提出いたしました案件のうち主なるものにつきまして、その概

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

のご理解とご協力をお願い申し上げたいと存じます。 
 まず、わが国の経済情勢や先行きにつきましては、先ほど議長があいさつで申されたとおり

でありますが、政府には成立した第３次補正予算をスピード感をもって実行に移し、１日も早

く震災からの復興に取り組むとともに、急速な円高の進行等による景気の下振れや産業の空洞

化に対処するため、円高への総合的対応に期待するところであります。 
 また平成２４年度の予算編成におきましては、中期財政フレームおよび概算要求、組み替え

基準と基調を合わせつつ、社会保障費の自然増に対応する地方財源の確保を含め、安定的な財

政運営に必要となる地方の一般財源の総額について、実質的に今年度の地方財政計画の水準を

下回らない確保をすること。特に地方交付税につきましては、厳しい地方財政の現状や現下の

経済情勢等をふまえ、本来の役割である財政調整機能と財源保障機能が適切に発揮されるよう

総額を確保し、その中で機能蓄積、地域資源の活用等による地域経済の底上げや社会的弱者等

の自立支援を行えるよう、地方主権改革に沿った地方の一般財源総額の確保と地方財政の健全

化のため、必要な財源確保を要望しているところであります。 
 また東日本大震災からの復旧・復興にあたっては、被災団体以外の地方公共団体への負担に

影響を及ぼすことのないよう地方の復旧・復興事業費および、その財源については通常の歳入

歳出とは別枠で整理することや、社会保障と税の一体改革にあっては地方単独事業を含めた社

会保障給付の全体像を整理した上で、引き上げ分の消費税収については、地方単独事業を含め

た社会保障給付における国と地方の役割分担に応じた地方消費税収の配分を実現するとともに、

三位一体改革で削減された地方交付税の復元と、合わせて所得税にかかる交付税率の引き上げ

など、地方の安定的な財政運営に必要となる財源が確保されるよう望むところであります。 
 それではここで本定例会に提出いたしました主な案件と、主要な事業への取り組みについて

申し上げます。 
 まず、峡南北部地域の医療再生についてであります。 
 峡南北部地域における医療提供体制は市川町立病院、鰍沢病院、峡南病院ともに常勤医が少

ないことから救急医療や住民の望む医療に対し、十分な対応ができないばかりか極めて非効率

な体制となっており、この地域に必要な医療を確保していくためには、医師などを集約して中

核となる病院が必要であると考えております。こうしたことから、地域の病院の再編を医療再

生計画に位置づけ、地域医療体制調査検討委員会において再編に向けた検討を重ねてきたとこ

ろであります。 
 調査検討委員会では本年４月に市川三郷町、富士川町の両町に検討結果を示し、先般、両町

から３病院で統合という、おおむね同様の回答内容であることから、１０月３１日の第６回地

域医療体制調査検討委員会において、病院統合に向けた任意協議会の設置等を進めていくこと

としたところであります。 
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 現在、県および山梨大学医学部附属病院のご指導をいただく中で、病院統合の協議会設置に

向け調整をしているところでありますが、地域医療体制の確立が急務であることや、地域医療

再生交付金の活用は最終期限が平成２５年度であることなど、残りの期間を考えると早急に協

議会を設置し、経営母体の検討や病院運営の基本的な事項を協議していく必要がありますので、

協議会設置は今月がタイムリミットになるのではないかと考えております。 
 次に、リニア中央新幹線についてであります。 
 県はリニア中央新幹線の山梨県内の駅について、甲府市の大津町付近を候補地としてＪＲ東

海に提案したところであります。また駅の建設費用についても、これまで全額地元負担として

きたＪＲ東海側も１１月２１日、駅の基幹施設設備については、全額ＪＲが負担する方針を表

明いたしました。駅の位置が大津町付近で決定されると、中央市を通り釜無川を渡り、旧若草

町、甲西町を経て富士川町を縦断してまいります。 
 現在、本町においても環境影響調査が始まっておりますが、環境アセスとは別に弾性波探査

や地質ボーリングなどの地質調査が実施されますので、該当する最勝寺、小室、高下区の区長

には調査の概要をお示ししたところであります。 
 なお、環境アセスが終了する２年後にはルートがはっきりしてまいりますので、日照権や消

音、大気や水、動物の生態系、景観などの自然環境への影響をはじめ駅へのアクセス道など、

新たな対応が必要となってまいります。 
 こうした問題は沿線自治体と連携した対応が必要となることから、現在、本町の呼びかけで

中央市、南アルプス市との間で協議会の設置に向け準備を進めているところであります。 
 次に鰍沢町内、町有地へのローソンの出店についてであります。 
 鰍沢白子明神町地内の町有地、南側の三角形部分の土地の活用策につきまして、ローソンへ

土地を賃貸借する検討を進める中で、商工会と鰍沢地区の区長、組長さん等にご意見をお伺い

してきたところであります。 
 商工会からは鰍沢商店街の南側入口にあたり、ローソン出店で消費者の足が止まり、商店街

への流入が減少することが懸念されるため、白紙にしてほしいとの回答をいただきました。一

方、鰍沢地区の区長、組長さんからは夜は真っ暗、便利になる。１日も早く出店してほしいと

のご意見をいただいたところであります。 
 町といたしましては商工会のご意見はご意見として受け止める中で、地元消費者のご意見を

尊重し、町有地の有効活用を図る観点からローソンに土地を貸すことにいたしたいと考えてお

ります。 
 今後、土地の登記簿上の整理をしたのちに賃貸借契約を締結することになりますが、来年８月

ぐらいにはオープンさせたいと考えております。 
 次に、道の駅についてであります。 
 道の駅につきましては、検討委員会において８回に及ぶ審議を経てまとめられた提言書が

９月２２日に会長から提出され、また同様に協議会からも整備にかかる提言をいただいたとこ

ろであります。 
 検討委員会の提言書の内容につきましては、９月の広報等で町民の皆さまにもお知らせした

ところでありますが、峡南地域の玄関口として立ち寄る人々がもっと、この地を巡りたくなる、

魅力の一大発信基地として施設テーマのほか、配置したい設備、運営等７項目についてご提言

をいただきました。 
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 このような提言と町の整備方針をもとに去る１１月１０日、指名型プロポーザルを実施し、

提案書提出業者５社の中から、総合得点１位の総合建築設計事務所を選定したところでありま

す。現在、建築設計事務所と具体的な施設機能等について協議を進めているところであります。 
 なお、今定例会には道の駅用地造成に伴う既存道路の舗装撤去工事費１５０万円を計上いた

しております。 
 次に、富士川舟下りについてであります。 
 富士川舟下りは民間のＮＰＯ法人が中心となり、この地域の歴史資産である富士川舟運を地

域活性化のシンボルとして、明年の４月を目途に復活させようとしているものであります。

１０月１４日、市川三郷町、身延町、富士川町の観光と商工関係者を中心に国土交通省、県、

警察、消防関係者とともに山梨大学などの学識経験者からなる富士川下り、地域活性化プロジェ

クト推進協議会が発足いたしました。 
 協議会の中には歴史資産の活用、地域連携、景観形成などを検討する魅力創造部会と安全確

保、関連施設との連携などを検討する環境整備部会の２つの部会があり、沿線の市川三郷町、

身延町、富士川町もオブザーバーという形で参加して、地域連携を中心に峡南地域の活性化策

の方向づけをしていくこととしております。 
 富士川舟下りは民間主導で行われますが、本町が乗船場となることから、この民間プロジェ

クトと町内の歴史資源や観光資源等を結びつけて、多くの人々が行き来できる観光周遊ルート

の拠点として、交流人口の拡大を図ってまいりたいと考えております。 
 次に、リサイクルステーションの進捗状況についてであります。 
 旧増穂町で始めたリサイクルステーション設置は開始から４年を経過し、現在、町内には増

穂地区７０カ所、鰍沢地区１７カ所、合わせて８７カ所が設置されております。そのうち本年

度は増穂地区に２カ所、鰍沢地区に８カ所を設置し、年度全体の目標は２０カ所としておりま

す。 
 このリサイクルステーション設置によりまして、昨年度の資源ゴミの量は２１年度比で資源

ゴミが５３トンの増、可燃ゴミが７０トンの減となっております。可燃ゴミが減って、資源ゴ

ミが増えていることからリサイクルステーションが順調に運用されているものと思われます。 
 今後も未設置地区に優先的にリサイクルステーションを設置し、資源循環型社会を構築する

中で、将来的には有価物、プラスチック、ペットボトル、ビン等の拠点収集は廃止していきた

いと考えております。 
 次に、高下・鰍沢線についてであります。 
 県道高下・鰍沢線につきましては、町の中心部と穂積地区の生活を支える幹線道路であると

ともに、町の観光資源の１つである穂積筋の重要な路線でありますので、県に改良整備の要望

活動を行ってきたところであります。県からは地元の合意が必要ということから、先般、整備

に向け本町３区の役員さんに地区の意向のとりまとめをお願いしたところであります。 
 今後、整備対象区間の皆さまや地元地区の意向を把握した上で峡南建設事務所と連携し、対

応してまいりたいと考えております。 
 次に、南川河川改修についてであります。 
 土石流危険渓流の南川、国道５２号にかかる南川橋から上流部の入町集落につきましてはパ

ラペット整備がされ、南川橋の下流右岸部分ですが、白子地区につきましては、水防対策事業

により護岸整備がなされたところであります。しかし南川橋の下流３０メートルほどが未整備
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状況であり、ひとたび南川が氾濫すると南川橋の付近から鰍沢の中心市街地に水が溢れ、甚大

な被害を及ぼすことが予想されております。 
 こうしたことから、南川の未整備個所についての護岸対策につきまして、県に強力に要望を

行ってきたところでありますが、このたび峡南建設事務所において当該個所の適切な対象方法

について、調査を実施することとなりました。 
 今後もこの調査結果を踏まえ、南川河川改修の早期実施に向け、県に強く働きかけをしてま

いりたいと考えております。 
 次に、平林地区のヘリポート整備についてであります。 
 平林地区に計画しております災害・救急用のヘリポートの整備につきましては、測量や造成

設計がおおむね終了いたしましたので、本定例会にヘリポート工事費として５，９５０万円を

計上しております。工事内容といたしましては、みさき耕舎南側へヘリポートの用地、約３千

平方メートルの造成工事、アスファルト舗装工事等のほか進入道路の拡幅工事であります。 
 今後、農振除外農地転用許可を経て年度内に工事発注を行い、明年９月には供用開始できる

よう進めることとしておりますので、補正予算と合わせ繰越明許費の設定をお願いしていると

ころであります。 
 次に、台風による災害復旧についてであります。 
 ５月の集中豪雨や９月の台風１２号、１５号につきましては、町民の皆さまにも大変ご心配

をおかけしたところでありますが、町道、公園、農道等の被災個所は早急に応急対策を講じ、

現在、復旧対策を進めているところであります。 
 まず、５月の集中豪雨で被災した町道小柳川手打沢線は現在、災害復旧工事を進めていると

ころであります。９月の台風１５号で被災した町道八丁山線のほか、１路線につきましては町

単独事業で実施し、路面整正および舗装工事等はすでに完了したところであります。そのほか

町道平林隧道線ほか５路線につきましては、道路災害復旧工事として１２月から１月の発注に

向け、現在測量設計を進めているところであります。 
 また浸水被害を受けました富士川親水公園、富士川ふれあいスポーツ公園につきましては、

芝上の滞積土等の撤去作業が完了し、芝もそれほどの被害は受けていない状況であります。し

かし現在は、芝の養生をしているところであります。 
 また大法師公園につきましては、旧児童館の東側が崩落し、遊歩道等が一部損壊いたしまし

たが、親水公園、ふれあいスポーツ公園、大法師公園の３公園につきましては、１１月末の災

害査定を受け、国の公園災害復旧工事として今後、工事を進めてまいりたいと考えております。 
 また農道日向山線ほか３２カ所につきましては、農業用施設および農地災害復旧事業として

緊急性の高い個所から順次、執行していくこととしております。 
 なお、災害関連予算につきましては、９月定例会の最終日に追加補正をお願いしたところで

ありますが、新たに道路施設の必要な個所、大法師公園の崩落個所、防災無線中継基地を守る

ための復旧工事、また国の災害査定や現地の実地測量設計等が終了したため、本定例会に復旧

に必要な経費２，８５０万円を追加計上しているところであります。 
 以上、主な取り組みについて申し上げましたが、本定例会に提出いたしました案件は条例制

定案件１件、条例改正案件５件、補正予算案件６件、議決案件１件、認定案件１件、合わせて

１４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、
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ご議決あらんことをお願い申し上げます。 
 今年もあとわずかになりました。新型インフルエンザも流行の兆しを見せておりますが、議

員各位には健康に十分ご留意され、輝かしい新年をお迎えになられますようご祈念申し上げ、

あいさつとさせていただきます。 
〇議長（望月邦彦君） 

 以上で、町長のあいさつを終わります。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第４ 議案第７４号 富士川町住民基本台帳カードの利用に関す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、議案第７４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、富士川町住民基本台帳カードの利用に関する条例の補足説明をさせていただきま

す。 
 この条例は、本町の住民が住民基本台帳カードを利用することにより全国のセブンイレブン、

または県内の５つの市、南アルプス市、甲州市、韮崎市、笛吹市、富士吉田市が設置する証明

書自動交付機で、住民票の写しと印鑑証明書の交付を受けることができるサービスを開始する

ことに伴う条例の制定になります。 
 第１条ですけども、この条例につきましては趣旨になります。 
 第２条は、住基カードを利用して受けられるサービスを規定するものであります。 
 第１号では、コンビニまたは他市が設置する証明書自動交付機により、住民票の写しおよび

印鑑登録証明書の交付を受けるサービスを規定しています。 
 第２号につきましては、平成２５年秋に開館が予定されている山梨県立図書館の図書の貸し

出しを受けるサービスを規定していますが、このサービスの施行は山梨県立図書館の開館の日

が決まったあとに規則で施行期日を定めることといたします。 
 第３条につきましては、利用対象者を定めることになります。 
 第４条は、サービスを受けるための手続きを規定するものでございます。 
 第５条につきましては、サービスの利用を受けないこととするときの手続きについて規定す

るものであります。 
 第６条は、住基カードに記録された個人情報等の保護について規定するものであります。 
 第７条につきましては、サービスの提供にあたり関係人に対する質問等を求めることについ

ての規定でございます。 
 ２ページをお願いいたします。 
 第８条は、条例の施行に関し必要な事項を規則に委任する規定でございます。 
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 附則第１項では、施行期日を定めています。この条例の期日は平成２４年４月１日ですが、

附則第４項の一部の施行日は附則の日と平成２４年２月１日としています。 
 附則第２項では、サービスを利用するための手続きについては施行日前、平成２４年４月１日

より前においてもできることを規定するものでございます。 
 附則第３項は、この条例の施行に伴う印鑑条例の一部改正になります。内容につきましては、

住基カードを利用して、コンビニ等で印鑑登録証明書の交付が受けられる旨の規定を加えるも

のでございます。 
 附則第４項は、この条例の施行に伴う手数料条例の一部を改正するものでございます。内容

につきましては、１つは住基カードの交付手数料を平成２４年２月１日から平成２５年３月

３１日までの間、無料とする規定を加えたものでございます。この部分の施行期日は、平成

２４年２月１日です。 
 ２ページと３ページにまたがりますけども、お願いします。 
 ２つ目に、コンビニ等における証明書の交付手数料を２００円とする改正になります。 
 ３つ目には、手数料条例別表の整備を図るものでございます。この施行期日は公布の日とな

ります。 
 以上です。 

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

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第５ 議案第７５号 富士川町生活安全条例の一部を改正する条例について 
   日程第６ 議案第７６号 富士川町税条例の一部を改正する条例について 
   日程第７ 議案第７７号 富士川町都市計画税条例の一部を改正する条例について 
   日程第８ 議案第７８号 富士川町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例につ

いて 
   日程第９ 議案第７９号 富士川町障害者施策推進協議会条例の一部を改正する条例について 

 以上の５議案は条例の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） 
―――― ５議案の提案理由朗読説明 ―――― 

〇議長（望月邦彦君） 
 次に、議案第７５号から第７９号までの補足説明を求めます。 
 まず、議案第７５号および第７８号の補足説明を求めます。 
 総務課長、志村廣文君。 

〇総務課長（志村廣文君） 
 それでは、議案第７５号をまずご説明をさせていただきます。 
 富士川町生活安全条例の一部を改正する条例について、補足説明をさせていただきます。 
 この条例は、町民の安全意識の高揚と自主的な地域安全活動の推進および町民生活の安全確

保を目的とした条例であります。今回の改正は、６条のあとに犯罪被害者等の支援という１条
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を加えるものであります。 
 内容は犯罪被害者が受けた被害の回復、または軽減および再被害の防止を図るため、必要な

情報を提供するなどの支援を行うというものです。具体的なものとしては、町の保険や福祉、

それから住居の問題等、それから警察等で行っている心のケア等の相談上の紹介をするなどし

て支援を行うというようなものになると思います。 
 続きまして議案第７８号 富士川町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例

について、補足説明をさせていただきます。 
 この条例は自然災害により、死亡した町民の遺族に対する災害弔慰金の支給や災害により身

体に著しい障害を受けた町民に対しての災害補償見舞金の支給を行い、ならびに被害を受けた

世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付を行い、町民の福祉および生活の安定に資すること

を目的とした条例であります。 
 今回の条例の改正は、災害弔慰金の支給に関する法律の一部改正に伴い、災害弔慰金の支給

対象となる配偶者、子ども、父母、孫、祖父母の遺族の範囲に死亡した者の死亡時における兄

弟、姉妹を加えた改正であります。 
 法律の改正の背景には、今回の東日本の災害により配偶者や子ども以外に兄弟、姉妹を亡く

した方が多かったということで、支給の対象範囲を広げたということであります。 
 以上で、２議案の説明を終わりにさせていただきます。 

〇議長（望月邦彦君） 
 次に、議案第７６号および第７７号の補足説明を求めます。 
 税務課長、増原俊郎君。 

〇税務課長（増原俊郎君） 
 それでは議案第７６号 富士川町税条例等の一部を改正する条例につきまして、補足説明を

させていただきます。 
 例規集につきましては第１巻、３２０１ページからになります。 
 今回の改正税条例につきましては、国の平成２３年度税制改正大綱に基づいて、改正されま

した税関係の法令に基づき、合わせて県税条例の改正を受けた中で本則４条と附則５条による

改正でございます。 
 町民税の大きな改正点としましては、寄附金税制に関する措置、罰則の見直し、現行、上場

株式の配当、譲渡等にかかる１０％軽減税率、これをさらに２年延長することに伴いまして、

上場株式等の配当にかかる特別徴収税率の特例の延長、それから源泉徴収選択口座における特

別徴収税率の特例の延長、さらに非課税口座内、上場株式等の譲渡にかかる所得計算の特例の

施行日の延長、これらについて。それから、肉用牛の売却による事業所得にかかる所得割の課

税の特例に関する措置等についてでございます。 
 議案の下部に付されておりますページ番号を追いながら、お聞き願いたいと思います。 
 まず、第１ページから５ページにわたっております第１条でございますけども、これは施行

期日が平成２４年１月１日のものについて書かれております。 
 それから４ページの第２条は、施行期日が平成２４年４月１日からでございます。 
 ５ページの第３条は、適用期限を平成２５年１２月３１日まで２年間延長するというもので

ございます。 
 次の第４条は適用期限を平成２７年１月１日まで、２年間延長するという規定でございます。 
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 それでは戻りまして、１ページをご覧いただきたいと思います。 
 第１条でございますけども、２１カ条にかかる改正で内容の改正が主たるものが１１条、読

み替え等による改正が１０条でございます。 
 内容の改正が主たるもののうち１ページの条例３４条の７、寄附金税額控除を除きまして、

１ページ、第２６条から２ページの上段まで、これが秩序犯に関する罰則の改正になります。 
 まず納税管理人にかかる不申告犯、これにつきまして各２６条の町民税納税管理人、６５条

が固定資産税納税管理人、１０７条が鉱産税納税管理人、この３つにつきまして、改正前につ

きましては３万円以下の過料でございましたけれども、１０万円以下の過料に改正されており

ます。 
 それから申告書等の不提出にかかる過料でございますけども、まず３６条の４、町民税に関

する不申告。５３条の１０、退職所得申告書の不提出にかかる過料。それから固定資産にかか

る不申告、これが７５条。８８条が軽自動車にかかる不申告。それから１００条の２、タバコ

税にかかる不申告。１０５条の２、鉱産税にかかる不申告等でございまして、これら３万円以

下の過料から１０万円以下の過料と引き上げになりました。 
 なお１００条の２、タバコ税。１３９条の２、鉱産税につきましては、申告書の不提出犯に

かかる罰則のこれは新設でございます。 
 続きまして、２ページの中ほど以下に附則８条といたしまして、租税特別措置法の改正を受

けて、農業関係で農用牛の売却による事業所得にかかる所得割の課税の特例に関する措置で、

免税対象売却頭数をこれまでは２千頭としておりましたけども１，５００頭に減じ、その適用

期限を２７年度まで延長するとしたものでございます。 
 続きまして、３ページの附則１６条の３でございますが、上場株式等にかかる町民税等の特

例でございまして、住民税３％の軽減税率の特例を２年間延長するというものでございます。 
 関連しまして、４ページの附則１９条の第２項は、株式にかかる譲渡所得等にかかる町民税

の課税の特例で、同じく３％の軽減税率の特例の２年間延長となります。 
 これ以外の条項につきましては、法律の参照条項の移動等による読み替えによる改正でござ

います。 
 戻っていただきまして、１ページの３４条の７でございますけども、町民税の寄附金税額控

除については県、市町村に対する、いわゆるふるさと寄附金と、それから共同募金会、日赤支

部に対する寄附金につきまして規定しております。これまで寄附金の適用下限額が５千円でご

ざいましたけども、これが２千円に引き下げられました。また、ふるさと寄附金につきまして

は、そこにもありますように特例控除額が設けられ、個人住民所得割額の１割を限度に控除に

加算できるものとされ、大変、有利なものとなってきております。 
 これに関連しまして、４ページの第２条でございますけども、これは先ごろ改正されました

山梨県条例を準用しておりまして、県が条例で指定した団体への寄附金の住民税の税額控除を

規定しております。対象としましては、特定公益増進法人と呼ばれております大学、病院等の

独立行政法人、公益社団法人、公益財団法人、私立学校法人、社会福祉法人等々、認定特定非

営利活動法人、いわゆる認定ＮＰＯ法人でございますけども、これらが県条例により指定され

た団体を対象とした寄附金を町県民税から税額控除する旨、規定したものでございます。 
 指定につきましては、一昨日の１２月７日付けで県内３２４の団体が指定されまして、来年

４月１日以降、適用を待つところでございます。 
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 ５ページの下段でございますけども、附則でございます。 
 第１条が施行期日について。第２条から第４条までが税目ごとの経過措置。第５条が罰則に

関する経過措置を定めております。 
 以上、補足説明とさせていただきます。ご議決賜りますようお願い申し上げます。 
 引き続きまして、議案第７７号の富士川町都市計画税条例の一部を改正する条例につきまし

て、補足説明をさせていただきたいと思います。 
 これにつきましては、第２条の改正が主なところでございます。都市計画税の旧増穂町、旧

鰍沢町間の課税範囲の均等を図るため、第２条の文言としまして土地のところでございますが、

この要件を新たに規定いたしました。それから地方税法の固定資産税、都市計画税にかかる附

則の相当数の特例措置の改正がございまして、条項のずれ等を読み替えて行うというものでご

ざいます。都市計画税条例の附則については、以上でございます。 
 以上２つの議案につきまして、ご審議の上ご議決賜りますよう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７９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７９号 富士川町障害者施策推進協議会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。 
 富士川町障害者施策推進協議会条例の一部を改正する条例 
 富士川町障害者施策推進協議会条例の一部を次のように改正する条例でございますが、本条

例につきましては、障害者の自立や社会参加支援等に関し、国や地方公共団体が行うべき基本

事項を定め、そのための施策を総合的かつ計画的に推進することを目的として制定されており

ます。障害者基本法に基づき、地方公共団体における障害者施策推進協議会の設置および組織

等について規定をされております。 
 第１条中「第２６条第４項」を「第３４条第４項」に改める改正でありますが、第１条は町

に障害者施策推進協議会を設置する規定でありますが、この設置根拠が障害者基本法第２６条

第４項で規定されておりまして、先般、障害者基本法の一部が改正されたことに伴いまして、

当該法において新たな条項が追加されたため、２６条第４項が第３６条第４項へ条ずれとなる

改正でございます。 
 次の第２条でありますが、障害者基本法の改正中、当該改正法の公布の日、これが８月１日

から１年を超えない範囲内において政令で定める日から施行される改正として、障害者施策委

員会等を設置することが同法の改正の中で規定されておりますが、この再度改正に伴いまして

新たに条ずれが生じることから、これに対応するため、第１条において条ずれとなった第３４条

第４項が再度、第３６条第４項に条ずれとなる改正であります。 
 附則といたしまして、第１条は公布の日から、第２条は当該改正法の公布の日から１年を超

えない範囲内で、政令で定める日からとするための規定となっております。 
 例規集は第２巻、１３０１ページになります。 
 以上で、補足説明を終わらせていただきます。よろしくご審議くださいますよう、お願い申

し上げます。 
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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１０ 議案第８０号 平成２３年度富士川町一般会計補正予算（第６号）について 
   日程第１１ 議案第８１号 平成２３年度富士川町介護保険特別会計補正予算（第３号）について 
   日程第１２ 議案第８２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２号）に

ついて 
   日程第１３ 議案第８３号 平成２３年度富士川町下水道事業特別会計補正予算（第２号）につ

いて 
   日程第１４ 議案第８４号 平成２３年度富士川町活性化事業特別会計補正予算（第２号）につ

いて 
   日程第１５ 議案第８５号 平成２３年度富士川町水道事業会計補正予算（第２号）について 

 以上の６議案は補正予算案でありますので、一括して議題とします。 
 町長から、本案について提案理由の説明を求めます。 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
―――― ６議案の提案理由朗読説明 ―――― 

〇議長（望月邦彦君） 
 次に、議案第８０号から第８５号までの補足説明を求めます。 
 まず、議案第８０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８０号の富士川町一般会計補正予算の補足説明をさせていただきます。 
 補正予算書の裏面をお開きください。 
 （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。よろしくお願いします。 

〇議長（望月邦彦君） 
 補足説明の途中ですが、ここで暫時休憩します。 

休憩 午前１１時１４分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午前１１時２４分 
〇議長（望月邦彦君） 

 休憩を解いて、再開します。 
 次に、議案第８１号の補足説明を求めます。 
 福祉保健課長、深沢茂樹君。 

〇福祉保健課長（深沢茂樹君） 
 それでは、議案第８１号の補足説明をさせていただきます。 
 （以下、平成２３年度富士川町介護保険特別会計歳入歳出予算補正事項別明細書朗読説明） 
 以上でございます。よろしくご審議くださいますよう、お願い申し上げます。 
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〇議長（望月邦彦君） 
 次に議案第８２号、第８３号および第８５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８２号の富士川町簡易水道事業特別会計補正予算（第２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８３号の富士川町下水道事業特別会計補正予算（第２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８５号の富士川町水道事業会計補正予算（第２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８４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、議案第８４号の補足説明をさせていただきます。 
 平成２３年度富士川町活性化事業特別会計補正予算（第２号）。 
 裏面をお願いいたします。 
 （以下、平成２３年度富士川町活性化事業特別会計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、町長ならびに担当課長の提案理由および補足説明が終わりました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第１６ 議案第８６号 富士川町過疎地域自立促進計画の変更についてを議題とします。 

 町長から、本案について提案理由の説明を求めます。 
 町長、志村学君。 

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

〇議長（望月邦彦君） 
 次に、議案第８６号の補足説明を求めます。 
 企画課長、齋藤和彦君。 
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〇企画課長（齋藤和彦君） 
 それでは議案第８６号 富士川町過疎地域自立促進計画の変更についての補足説明をさせて

いただきます。 
 変更の主な点は、期日の変更と事業計画の変更および追加であります。 
 現在の過疎計画が新町まちづくり計画に基づいて記述をされておりますが、第１次総合計画

の策定に伴い、これに基づいた記述内容といたしました。 
 １ページにつきましては、地域の自立促進の基本方針を記載した部分でございますが、第一

次総合計画に合わせた記述の変更といたしました。 
 ２ページでございます。 
 総合計画の基本目標が記載をされておりますが、順序を計画書に合わせたものであります。 
 次に３ページでございます。 
 産業の振興の部分ですが、農林業、観光、交通通信体系、生活環境の整備、地域防災、医療

の確保の部分の記述の変更となっております。 
 次に４ページ、５ページでございます。 
 ここに「すべての町民」という表記を「地域住民」という表記に改めました。これは「すべ

ての町民」との表記は町全体に及ぶということから、過疎地域に限定した表現としたものであ

ります。 
 続きまして、６ページでございます。 
 産業の振興の事業計画の変更で、観光交流センター等整備事業を、名称を河岸跡公園整備事

業に変更し、そして十谷観光駐車場整備事業および桜回廊整備事業を新たに追加いたしました。 
 続いて、８ページでございます。 
 道路事業として鬼島２号線、梅久保線の改良舗装事業、それから防災行政無線個別受信機設

置事業、それから光ケーブル布設事業を追加するものであります。 
 ９ページはリサイクルステーション設置事業、それから防災ヘリコプター離着陸整備事業、

そして地籍調査事業を追加するものであります。 
 次に１４ページになりますけれども、１４ページは鰍沢中部小学校特別教室棟耐震補強大規

模改修事業、それから鰍沢中学校体育館屋根防水改修事業、鰍沢地区小中学校エアコン整備事

業および太陽光発電設備整備事業を追加するものであります。 
 次に、１６ページをお願いいたします。 
 １６ページは、白子明神町地区造成事業の事業名の変更および山王土地区画整理事業を追加

するものであります。 
 続いて最後のページ、２０ページになりますけれども、ここにつきましては過疎地域自立促

進特別事業分、いわゆるソフト事業分でありますけども、といたしまして地籍調査事業を追加

するものであります。 
 以上、簡単でありますが補足説明とさせていただきます。 

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

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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〇議長（望月邦彦君） 
   日程第１７ 認定第６号 富士川町道路線の認定についてを議題とします。 

 町長から、本案について提案理由の説明を求めます。 
 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、認定第６号の補足説明を求めます。 
 建設課長、堀内尚巳さん。 

〇建設課長（堀内尚巳君） 
 それでは、認定第６号の補足説明をさせていただきます。 
 裏面の箇所図のほうをご参照ください。 
 鰍沢の南川橋以南の町有地に設置します道路、路線名 白子１号線。それから起点が甲西バ

イパス側になります鰍沢１４１０番５地先。それから終点が現道５２号側。鰍沢１４３２番１地

先。４０メートルの延長につきまして、今回、町有地の効果的な整備を図るために設置する道

路につきまして、認定をお願いするものであります。よろしくお願いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

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

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

 
散会 午前１１時４６分 
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午前 ９時００分開議 
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１．議事日程 

 
日程第１ 諸般の報告 
日程第２ 一般質問 

通告 ２番 １３番 井上 勝 
通告 ３番  １番 鮫田洋平 
通告 ４番  ２番 長澤 健 
通告 ５番 １４番 芦澤益彦 
通告 ６番  ４番 齊藤正行 
通告 ７番  ５番 市川淳子 
通告 ８番  ６番 齊藤欽也 
通告 ９番  ３番 秋山 貢 
通告１０番 １０番 堀之内美彦 
通告１１番  ８番 永井寛子 

 
 

２．出席議員は次のとおりである。（１６名） 
 

 １番  鮫 田 洋 平        ２番  長 澤   健 
 ３番  秋 山   貢        ４番  齊 藤 正 行 
 ５番  市 川 淳 子        ６番  齊 藤 欽 也 
 ７番  井 上 光 三        ８番  永 井 寛 子 
 ９番  神 田   智       １０番  堀之内 美 彦 
１１番  深 澤 勝 雄       １２番  小 林   進 
１３番  井 上   勝       １４番  芦 澤 益 彦 
１５番  保 坂   實       １６番  望 月 邦 彦 

 
 

３．欠席議員 
 

な  し 
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４．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

（１８人） 
町       長 志 村  学 教 育 委 員 長 中 込 文 江 
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 

 
 

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 ９時００分 
〇議長（望月邦彦君） 

 第４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４回富士川町議会定例会第２日の会議を開きます。 

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

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

お手元に配布したとおりです。 
 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。 
 税務課長 増原俊郎君につきましては、一身上の都合のため答弁終了後、退席するとの連絡

を受けておりますので、ご了承ください。 
 質問回数について、申し上げます。 
 会議規則第５５条の規定により３回までとなっていますが、今定例会に限り質問の回数は無

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

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

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

 質問の通告者は１０名であります。 
 これから、通告順に一般質問を行います。 
 それでは通告２番、１３番、井上勝君の一般質問を行います。 
 １３番、井上勝君。 

〇１３番議員（井上勝君） 
 おはようございます。 
 私は今年３月に起きた３．１１以降、非常に一般社会が防災に対する関心が高まり、特に本

町近くでは、東海沖大震災ということが叫ばれております。そういう中でもって、各区が災害

対策マニュアルの作成ということで、町のほうの依頼を受け各区が現在、作成中でございます
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が、このことについてお伺いしたいと思います。 
 各区がマニュアルをつくっておりますが、これを区に配布するというふうなことがございま

す。これは町のほうが作成をしてくれるということなのか。それとも地元が、各地区がそれを

行うのか。それについて、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） 

 井上勝議員の、災害対応マニュアルについてのご質問にお答えをいたします。 
 災害対応マニュアルの作成につきましては、今年７月から各区長さん、そして自主防災組織

を中心とした地元関係者等により、地域の実情に応じた災害発生時における初動対応や応急対

応等について、地震編と水害編に分けて作成していただいているところであります。 
 本町は１９区ある中で地域ごとに発災時における状況や対応が異なり、同一のものではあり

ません。また、このマニュアルは実情に応じて毎年更新していくことも必要なことから、各区

が主体的にマニュアルの作成や発行業務、作成後の適正管理を行っていただくものであります。 
 なお、町といたしましても、今回の災害対応マニュアルの初版については、印刷代の一部を

助成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） 
 １３番、井上勝君。 

〇１３番議員（井上勝君） 
 そのマニュアルをつくるという状況が、今、あくまでもマニュアルをつくるということなの

か。それともマニュアルに従って、各地区がいろんな、常時必要として、配備しておかなけれ

ばならないものとか、それから調達しなければならないということで、経費の面が出てくると

思いますが、これは町がある程度、申請でもって負担をしていただけるのかどうか、お伺いし

たいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 総務課長、志村廣文君。 
〇総務課長（志村廣文君） 

 井上議員のご質問にお答えいたします。 
 地域の自主防災組織の施設充実に向け、発電機や浄水器などの防災資機材の整備については、

町の補助制度や宝くじ助成金などを活用し、整備を図っていただいているところであります。

また、これらの補助制度にない消火栓設置や消火栓用ホース、格納箱などの消防資機材につい

ても各区からの依頼により、別途、町が助成しているところであります。 
 今後、防災対応マニュアル作成により、必要とされる資機材等の要望に関しても、こうした

補助制度などを活用し、充実を図っていきたいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 １３番、井上勝君。 

〇１３番議員（井上勝君） 
 私が今、２番のほうを言ってしまいましたけども、１のほうの、このマニュアルをつくると
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いう場合、各区が組長に依頼して、近隣の地図だとか、そういったものをつくっているという

ことですけども、できれば町で統一した、そういう地図ができればよろしいかと。今現在、各

区の組長さんが一生懸命やっておられるようですけども、現実にはみんな素人の人がつくると

いうようなことで、統一的なものがあったほうがいいんではないかと。例えば長沢区では長沢

区だけでも、統一されたものがあったほうが比較的見やすいし、理解しやすいんではないかと

思いますので、その点の、今、経費の点は出ましたけども、指導をするというか、統一的な地

図をつくるということは、町のほうが指導していかなければやりにくいと思いますので、その

へんをひとつ、ご配慮願いたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 災害対応マニュアルは、東日本大震災の発生前から必要だということで、各区のほうでお願

いしながら作成しております。町のほうからは、各区のほうにマニュアルの雛形は全部、配布

をしてあります。これをもとに、各地区の、各区の実情に合った対応を考えてほしいと。例え

ば、そのときにもお話しましたけども、青柳、長沢と平林、穂積では全然対応の仕方が違うと

思います。備える備品についても違うと思いますので、地域の実情に合った対応を、雛形を見

ながら皆さんでご検討をいただきたい。そして、これは町がつくって配布したんでは、表紙は

見たけど中身は見ないという状況になりますので、地区の皆さんに大変でも汗を流していただ

きながら作成をしていただいて、この作成にあたりましては、各区に町の職員もはりつけてあ

りますので、細かい表にまとめるとか、そういうところは町の職員を使っていただければ十分

できると思います。 
 先ほども言いましたけども、最初に完璧のものが出るわけではありませんので、毎年見直し

を行いながら、必要なものを補完していただきながら、区に応じた対応のマニュアルとしてい

ただければ幸いだと思っております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 １３番、井上勝君。 
〇１３番議員（井上勝君） 

 もう１つ、米寿のお祝いについてお伺いします。 
 平成２２年度までは米寿のお祝いを町長、区長、社会福祉協議会の役員の皆さんで各戸をま

わっていただいて、お祝いの言葉、またはお祝いの文書等をお届けしてまいりました。非常に

その対象になった年配の方々は喜んでおります。また、町長がお出でになるということで楽し

みにして、普段着付けない背広を着て玄関で待っていたというようなお年寄りの話も聞いてお

りますので、このへん、本年度は町長もお忙しいというような事情でもってまわれなかったと、

こういうことを伺っております。ひとつお年寄りが楽しみにしていることですので、町長お忙

しいのはよく分かりますが、次の年度にはなんとか万障繰り合わせて、１軒１軒丁寧にまわっ

ていただきたいと希望しますが、町長のお考えをお伺いしたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 福祉保健課長、深沢茂樹君。 
〇福祉保健課長（深沢茂樹君） 

 井上勝議員のご質問にお答えを申し上げます。 
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 ８８歳の敬老祝金等の贈呈につきましては、例年、老人週間中、各区の区長さんにご案内を

いただく中で、米寿を迎えられた皆さまのお宅を町長、社会福祉協議会長が訪問させていただ

き、祝金祝い品等を贈呈させていただいておりました。また米寿以外の該当者は、町の祝金を

地区民生児童委員さんが、社会福祉協議会の祝い品は各区の福祉推進員により、それぞれ贈呈

をさせていただいておりました。 
 しかしながら、年を追うごとに米寿の該当者数が増加してきており、昨年度は８８名の該当

者のうち、辞退者もありました関係で６６名の方のお宅を２日間、朝から夕方までかけて訪問

をさせていただきましたが、本年度は９６名の方が該当され、数日をかけないとまわりきれな

い状況になりました。来年以降の該当者数を見ましても、２４年度が１２３人、２７年では

１７３人と大幅な増加が見込まれている状況にあります。 
 また訪問時期につきましては、老人週間中、９月１５日から１週間でございますけども、そ

の期間中としておりましたが、今年から９月議会が月末までの日程となったことから、老人週

間中に町長がおうかがいさせていただく日程が取れない状況となってしまいました。このこと

から、去る８月２２日に開催されました区長会において、本来は町長がおうかがいし、お祝い

を申し上げるべきところでありますが、先ほど申し上げました理由により、おうかがいするこ

とができない旨のご説明をさせていただき、本年度より米寿を迎えられた皆さまへの町敬老祝

金および県の敬老祝い品の贈呈につきましては、米寿以外の該当者への敬老祝金とともに、各

区へお願いをさせていただき、地区民生児童員さんと連携をいただく中で、該当される皆さま

へは町長がおうかがいできない趣旨を申し添えて贈呈くださるよう、区長さん方にご依頼をさ

せていただいたところでございます。 
 以上でございます。 

〇議長（望月邦彦君） 
 １３番、井上勝君。 

〇１３番議員（井上勝君） 
 中身は分かりました。ただ、町長のお考えをひとつ、ぜひもうひとつ、くどいようですが。 

〇議長（望月邦彦君） 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 米寿を迎えられた皆さんへ、本当はお一人ひとりをおうかがいしながらお祝いを申し上げた

い気持ちは山ほどあります。先ほど福祉保健課長が申し上げましたように、昨年度が８８名該

当、今年度が９６名。今年度は議会も９月いっぱいというふうな形で、歩けなかったというこ

とでありますが、来年度以降は、議会日程のほうは分かりませんけども、該当者が来年が

１２３人、再来年が１２４人、２６年が１５４人、２７年度が今、申し上げましたように１７３人、

年々増えております。今、６６名も２日かけなければまわれない。１７０何名になると、１週

間、本当にそれに費やさなければならない。それで町政のほうが停滞しなければ、できれば行

きたいんですが、米寿の方については先ほど、福祉保健課長が申し上げたとおりとさせていた

だく中で、１００歳を迎える方も非常に多くなっております。１０何名になってきております

ので、そちらのほうはまた、誕生日に合わせて、その都度、お家のほうへおうかがいさせてい

ただきながら、お祝いをさせていただくと。高齢化社会の中で、町のやり方も多少変えていか

なければならないんではないかなと思う中で、そんなふうな対応をさせていただいております
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ので、本当は米寿の方、もっともっと増えていただければうれしいわけですが、増えるとそう

いうことが、また一方ではできなくなるということがありますが、１００歳の皆さんにまた心

を込めてお祝いを申し上げたいと、そんなことで対応させていただきたいなと、こんなふうに

思っております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 １３番、井上勝君。 
〇１３番議員（井上勝君） 

 分かりました。ありがとうございました。終わります。 
〇議長（望月邦彦君） 

 以上で通告２番、１３番、井上勝君の一般質問を終わります。 
 続いて通告３番、１番、鮫田洋平君の一般質問を行います。 
 １番、鮫田洋平君。 

〇１番議員（鮫田洋平君） 
 おはようございます。 
 通告に従いまして、私の一般質問を始めます。 
 リニア中央新幹線の整備について、４点、質問していきたいと思います。 
 昭和３７年、東京・大阪間１時間を目指し、夢の超特急として新幹線の次の超高速鉄道、リ

ニアモーターカーの研究が始まりました。以来、昭和４８年１１月、リニア中央新幹線は基本、

計画路線として告示されました。平成２１年度に急速に整備の実現化議論が加速し、リニア実

現可能の調査報告がＪＲから国に示されました。それを受けて、国は整備計画に格上げすると

いう審議をしたのが、昨年の平成２２年２月でした。この間、２０回余りの審議、答申が行わ

れ、リニア方式で南アルプスを縦断する直行ルートが技術的に実現可能という答申が行われま

した。 
 県内の動きとしては、各県に駅を１つずつ整備するリニア中央新幹線の山梨県の駅の位置を

どうするかということで、議論が活発化したことは記憶に新しいです。県内各地での誘致合戦

と綱引きの末、県民全体の利便性と経済効果が最も高い場所ということで、先日、甲府市大津

町周辺に決定したことは、ご承知のとおりであります。 
 数年前の本ではありますが、鉄道アナリスト 川島令三さんの「超新幹線が日本を変える」

によると、鰍沢口が最も実現可能ではという具体的な記述がありました。それを読んだとき、

私たち富士川町民は、もしかしたら夢のリニア駅が私たちの駅にできるかもしれないという期

待と夢が膨らんだこともありました。 
 今回の大津町への決定は残念ではありますが、比較的近くに駅ができるということで、わが

町民の利便性の向上と、地域への経済効果を最大限に発揮できる周辺プランを検討しなければ

ならないと考えます。 
 今年６月に示された大まかな路線図では、わが富士川町を縦断するような線形となっていま

す。ただ線路が通るだけでは、できれば通ってほしくないと私は思っています。しかし、線形

が示される前に総論で町民の大多数が賛成したであろうリニア議論がここまで熟した現在、国

家的プロジェクトに反対の動きをするよりも、まず安全性の確保をするためのきめ細かい確認

と生活環境への影響をほとんどなくすための努力をすべきであると考えます。 
 そこでまず、リニア中央新幹線が本町を通過することのメリット、デメリットを伺うと同時
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に、町は今後どのように関わり取り組んでいくのか伺います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 鮫田議員の、リニア中央新幹線の整備についてのご質問にお答えします。 
 リニア中央新幹線につきましては、６月７日、おおむねのルートが決定をされまして、駅は

甲府盆地南部、そしてそれから南アルプス市を通り、富士川町を縦断する形で発表されました。

駅は甲府市の大津町付近ということで、今、ＪＲ東海のほうに山梨県の意見として出しており

ます。近々、そのとおりに決定されていくんではないかなと思っております。こうした中、本

町はリニアが縦断していくわけですが、このリニア中央新幹線のメリットといたしましては、

移動時間の短縮による交流人口の増加や、観光を基軸した滞留人口の増加などの効果が、期待

はできるものと思っております。またデメリットとしては、住宅地での日照阻害や騒音、さら

には自然環境への影響などが想定されているところであります。 
 現在、ＪＲ東海では環境影響評価、環境アセスメントに着手をいたしまして、この結果を踏

まえて、環境への影響をできる限り低減する方式でルートを決定し、建設することになると思

います。この環境影響評価の結果や正式なルートの情報を収集した上で、住民の皆さまにもお

知らせをしながら、リニア中央新幹線がもたらす効果や影響などを改めて検証して、町の活性

化に向けて調整をしていきたいと、こんなふうに考えております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 １番、鮫田洋平君。 
〇１番議員（鮫田洋平君） 

 次の質問に移ります。 
 リニア中央新幹線の設備の耐震性、人体への安全性、環境調査はＪＲで行われるものですが、

町としてはどのように関わり、取り組んでいくのか伺います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 新幹線の設備の耐震性とか人体の影響、町がどのようにそれに関わっていくかというご質問

にお答えをいたします。 
 今、先ほど言いましたようにアセスメントが実施されております。この環境アセスメントは

環境評価法というものに基づいて実施されていくものであります。この評価法に基づく評価は、

大気環境とか水環境、動物の生態系、また景観など２０項目にわたって実施をされていきます。

その評価そのものは、建設主体でありますＪＲ東海が実施してまいりますけども、沿線自治体

が関わるような内容は、現在のところはありません。町としては、この評価結果の公表におけ

る縦覧を本庁と分庁舎の２カ所において、町民の皆さんにお見せをしながら、多くの皆さんに

ご理解をいただき、また情報を提供していただくこととしております。 
 評価結果の公表において、住民生活に影響を与えることが想定される場合には、すぐ町のほ

うにもご連絡をいただきながら、町のほうでも検討し、町でできることはあんまりないと思い

ますので、国とか県、またＪＲ東海に対して町の実情等々の提言、また要望等をしてまいりた

いと、こんなふうに考えております。 
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〇議長（望月邦彦君） 
 １番、鮫田洋平君。 

〇１番議員（鮫田洋平君） 
 町民の生活環境に影響がないように、詳細な調査をしていただくことを国や県およびＪＲへ

強く要望していってください。よろしくお願いします。 
 次に駅へのアクセス道路と周辺整備について、３番の質問に移ります。 
 品川駅から約２０分で甲府に到着するリニア中央新幹線は、山梨県に歴史的な変革をもたら

します。企業誘致は無論のこと、さいたま市のような副都心機能や国の機関などの誘致も夢で

はありません。またインバウンド観光を見据えたとき、都心および関西方面から山梨県内のよ

り深い部分へと日帰りでのアクセスが可能となるため、わが富士川町の観光産業も仕掛け方に

よっては、より活性化されることが可能となるでしょう。 
 リニア中央新幹線の駅は、甲府市大津町周辺と発表されています。ただ、線路が通るだけで

は負担だけを押し付けられる感は否めません。負担がある代わりに本町から駅へのアクセス、

利便性の向上を図るべく、道路と周辺整備をしっかりと国および県へ要望することが大切です。 
 駅の位置が決定した、まだ決定はしていないですね。町としてのリニア中央新幹線に対応し

た基本的構想を練る必要があると考えますが、執行部はどのように考えているかを伺います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 中央新幹線の開通に伴います本町からの駅へのアクセス、また周辺整備、こうしたことをど

のようにやっていくかというご質問にお答えをいたします。 
 リニア中央新幹線の中間駅へのアクセス道路の整備というのは、本町にとっても最も重要な

課題の１つだと考えております。このため町の総合計画におきましても、リニア中央新幹線の

中間駅へのアクセスを検討することとしておりまして、駅へ直接つながる道路を整備すること

により、人や物が行き交う賑わいのあるまちづくりが展開できるものと考えております。 
 こうしたことから沿線の中央市や南アルプス市と協議会を設置して、共通課題につきまして

は、国や県はもとより、建設主体であるＪＲ東海へ積極的に働きかけをしていきたいと思いま

す。この中央市、南アルプス市は駅西側の地域ということになりますけども、この３市１町が

連携をしながら駅へのアクセス、あるいは共通課題をともに提言しながら、問題解決を図って

いこうとしているものでございます。よろしくお願いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 １番、鮫田洋平君。 
〇１番議員（鮫田洋平君） 

 先ほど協議会の設置という話がありましたけども、この協議会は大体いつごろの設置予定で

すか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 この協議会設置につきましては、内容や目的は今言ったとおりでありますけども、９月の、

本日、ここに所信表明の中でも言わせていただきました。今回の所信表明でも富士川町が中心
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となりながら、協議会を設置していきたいということで、メンバーはこの３町の関係者であり

ますけども、今、協議会の規約等々も出ております。３町の政策推進、担当課で協議はもう進

んでおりますので、年明けには設置ができるんではないかなと、こんなふうに思っております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 １番、鮫田洋平君。 
〇１番議員（鮫田洋平君） 

 その協議会でしっかりと検討していただき、町民の利便性の向上、富士川町の活性化のため

に国や県に強く要望していってください。よろしくお願いします。 
 最後の４番の質問に移ります。 
 南アルプス市を貫通するリニアトンネルの活用についてでございます。 
 リニア中央新幹線が本町からトンネルに入って、早川町へ抜ける線形が予測されますが、そ

の際には膨大な費用をかけて環境影響調査が行われ、トンネルの工事が行われます。このトン

ネルにはおそらく、管理用の道路が並行して掘られると推測しますが、この道路を利用して早

川町との連絡道とすることにより、周辺市町村の懸案である南アルプスの周遊道路として機能

すると考えます。またトンネル入り口周辺にターミナル機能を持たせることにより、本町が南

アルプス山脈の山岳観光の拠点となることができるはずです。実例を挙げますと、黒部ダムの

工事用道路を利用した観光路線化などが挙げられますが、執行部の考えを伺います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 トンネルの管理用道路ということでありますけども、町内トンネルにはなるんですが、一般

の交通を通す道路のトンネルは５キロ以上になると２本、掘っていきます。１つが管理用道路

になります。１つが通行用道路ということでありますが、このリニア中央新幹線の場合は、た

ぶん２０キロぐらいのトンネルになっても、補助トンネルは掘らないと思います。それより途

中に空気抜けといいますか、災害時の逃げ場所といいますか、斜坑が掘られるようになります。

その斜坑を造るための、斜坑を造るときにはそこから土砂を出しますので、その土砂を運搬す

るための道路を、この管理用道路と受け止めてよろしいでしょうかね。 
 そういったことでありましても、現在、環境影響評価調査に着手したところであって、この

影響評価調査は約２年掛けてやる予定でおります。この調査によりまして、建設ルートが決定

し、トンネルの個所も明確となってきます。そして斜坑がどこに掘られるか、どこにどういっ

た土砂運搬用のルートがとられるかということ、現時点では明確ではありませんが、そういっ

た、また道路を使ってのことも、これも検討していかなければならないと。それと同時に２０キ

ロ近いトンネルを掘っていくと土砂もたくさん出てきますので、その土砂のことも考えていか

なければならない。リニアのことで、いろいろ考えることはあるわけでありますが、本町にト

ンネルが掘られるかどうかも含めて、たぶんそんなふうな感じになっていくんではないかなと

いうことは想定しておりますけども、そうした斜坑がどのへんに付くなのか。管理用道路がど

こへ行くのか。明確になり次第、そのへんを対応していきたい。 
 こういった山間地域ですから、そういった道路を利用しながら観光資源とかほかの地域との

移動手段としても確保できて、有効利用ができるものであれば、ぜひ使っていきたい。そんな

ことを検討しながら、国や県、またＪＲ東海とも協議をしていきたいなと思っております。 
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 本日ここにといいますか、開会日の冒頭でも言いましたけども、このあと、この地域で発破

をかけた山の揺れの調査も数カ所でされてきます。それと併せて掘削をして、地質調査のボー

リングも入ってきます。このボーリングの周辺がたぶん、近い、そういったリニアの中核経路

になっていくんではないかなと思っています。そういうのが徐々に決まってきますので、早い

情報を取りながら使えるものは、ぜひこの町のために使えるようにしていきたい。こんなふう

に考えております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 １番、鮫田洋平君。 
〇１番議員（鮫田洋平君） 

 ありがとうございました。分かりやすい答弁をいただいて、ありがとうございます。 
 山梨県の歴史的変革をもたらすであろう、重要な交通網の変革が待ち受けています。リニア

中央新幹線の恩恵をしっかりと享受できるプランを早急に練り上げていくことが私たちの使命

であり、今の具体的な対策の努力が将来の地域復活の礎となると確信しています。より深い議

論を継続していただくことを要望して、私の一般質問を終わります。 
〇議長（望月邦彦君） 

 以上で通告３番、１番、鮫田洋平君の一般質問を終わります。 
 続いて通告４番、２番、長澤健君の一般質問を行います。 
 ２番、長澤健君。 

〇２番議員（長澤健君） 
 それでは、通告に基づいて質問したいと思います。 
 まずはじめに観光交流センター、道の駅の運営についての質問です。 
 この道の駅の建設は観光客を呼び寄せる施設として、大いに期待をされます。さらに富士川

町に人が立ち寄ってくれれば、町は活性化していきます。しかし閉館日があったり、閉館時間

が早かったり、サービスが悪かったりと、運営方法によっては通過されてしまうおそれもある

し、赤字経営になりかねません。そこで、この運営方法について何点か伺います。 
 まず１点目ですが、この道の駅建設に向けて住民でつくる検討委員会が提言書をまとめまし

た。この提言書すべてが実現すれば、ものすごく夢のある施設になると思います。当局でも今

回、コンサルタントが決まっておるようですので、かなり計画書はまとまっていると思います

けども、この道の駅の検討委員会の提言書の活用方法、そしてこの提言書の内容をどう取り入

れるか。またどのような施設を造るか、実施判断の方法を伺います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 建設課長、堀内尚巳さん。 
〇建設課長（堀内尚巳君） 

 それでは、長澤議員さんのご質問にお答えいたします。 
 提言書につきましては、設計業者選定のプロポーザルにおいて指名業者へ提供し、業者が独

自提案を作成するための資料として活用しました。また庁内検討会に配布し、整備運営方針を

検討する上で、住民意見の情報源として活用しております。実施判断につきましては、補助金

の採択要件や関係機関との調整、協議、確保できる財源や建設後の維持管理など、さまざまな

判断材料を用いて実施の可否を検討する必要があります。その上で可能な限り提言内容が反映

できるように努めてまいりたいと考えております。 
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〇議長（望月邦彦君） 
 ２番、長澤健君。 

〇２番議員（長澤健君） 
 今、建設課長のほうから答弁をいただいたんですけども、僕はてっきり企画課のほうからこ

ういう意見が出るのかなと思ったんですけども、ちょっと質問がずれるかもしれませんけども、

今回、道の駅のオープンしてからの運営の部分、建設の部分はどのような、オープンしてから

も建設課が担当していくんでしょうか。こういう質問は駄目でしょうか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 長澤健君、先ほどの通告の中でその活用方法等、実施判断の方法を問うということになって

いますが、通告に沿って質問をお願いします。 
〇２番議員（長澤健君） 

 では、すみません。次の質問にいきます。 
 提言書には運営が安定するまで直営、中部横断道全線開通を目途に指定管理者に移行すると

あります。しかし、この観光施設は最初の印象が大切であります。この直営というのは、検討

委員会でも総意ではないというふうにも聞いておりますが、最初から指定管理者を導入して、

サービス向上を目指すべきと考えますが、当局の考えを伺います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 企画課長、齋藤和彦君。 
〇企画課長（齋藤和彦君） 

 それでは、長澤議員の道の駅の運営の関係につきまして、お答えをいたします。 
 提言書におきましては、長澤議員のおっしゃるとおり最初から指定管理というふうな、同様

な意見も協議をされましたが、委員会からは指定管理を導入するまでの間に、運営のチェック

機能をつくってはどうかと、こういった意見も出されました。これは道の駅の本格始動の照準

を中部横断自動車道開通後に合わせ、それまでに町が運営面での不備だとか、気づいた点を改

善して、さまざまな準備が整った時点で指定管理者にバトンを渡す。いわば準備期間を想定し

た意見であるというふうに解釈しており、このような意見も尊重しながら最良なサービスの提

供、運営方法を模索すべきであるというふうに考えております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ２番、長澤健君。 
〇２番議員（長澤健君） 

 この開通を目途に移行するという、お考えでよろしいんでしょうか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 企画課長、齋藤和彦君。 
〇企画課長（齋藤和彦君） 

 現在のところは、そういう考えがベストではないかというふうに考えております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ２番、長澤健君。 
〇２番議員（長澤健君） 

 今のところはということですけども、まだ確定ではないということですか。そのへんは。 
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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） 
 提言書もいただきまして、いろんな意見がある中で研究しまして、最終的な町としての意見

を最終的に決定していきたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ２番、長澤健君。 
〇２番議員（長澤健君） 

 分かりました。それでは、次の質問に移ります。運営にあたっての財源確保について、伺い

ます。 
 例えば施設とかの建設というのは、ＮＥＸＣＯ中日本から補助金がもらえるのか。運営面の

部分では、多くの収益があれば、運営費を賄えるくらいの利益がまわってくれば問題はないと

思いますけども、この道の駅の運営というのは富士川町一手に任されるんでしょうか。そのへ

んで、運営上、新たな財源確保があるのか伺います。 
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） 

 運営面での財源のご質問にお答えをしたいと思います。 
 施設の建設にあたりましては、収益部門を除いた観光交流センターとしての建設費は、建設

の関係の費用は国庫補助事業のまちづくり交付金が対象になっております。しかしながら施設

の運営にあたっての補助金はございません。また、施設運営の運営形態をどのようにしていく

のかというところでも財源が変わってくるというふうに考えております。 
 例えば直営にした場合は、収益部門は独立採算が原則ということになります。それから収益

部門を賃貸とした場合、いわゆる間貸しといいますか、そういった格好を取りますと、賃貸先

が独立採算制をとることになります。直営、間貸し、いずれの場合にしても収益部門以外の部

分は主に管理情報提供部門ということになりまして、原則はこの部分は一般財源で負担をする

ことになります。 
 それから指定管理者制度を導入した場合には、これも協議の仕方ですけども、通常、大きな

修繕など特殊な維持管理のみが一般財源として負担をすることになります。それから賃貸、間

貸しの場合ですね。業者の収益に応じ、賃料を徴収するということも可能ですし、また指定管

理を導入した場合も同じく、指定管理者から納付金を課すというふうな方法もできまして、こ

れを新しい財源とするというふうな考え方ができる一方で、指定管理者の場合は収支が、例え

ば赤字になったような場合には、逆に町から補助金の支出があるということも想定していかな

ければならない。このようにいろんな考え方があります。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ２番、長澤健君。 

〇２番議員（長澤健君） 
 独立採算ということですので、ぜひ運営の部分でしっかりと道の駅の検証をしていただきた

いなと思います。 
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 それでは、ここからちょっと提言書の中のことを掘り起こしながら、当局の思いを聞きたい

と思います。次の質問です。 
 今後、増えるであろう電気自動車の充電・・・すみません、飛ばしてしまいました。次の質

問にいきます。 
 今の中部横断道の計画では、道の駅は下り車線しか進入できません。中央道側から静岡に向

かう車に通過されては道の駅、富士川町への客は半減してしまいます。今後、上り車線から利

用できるよう、働きかけをするのか伺います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 建設課長、堀内尚巳さん。 
〇建設課長（堀内尚巳君） 

 それでは、お答えいたします。 
 上り車線のインター北側の大椚地区には、中日本高速道路においてトイレのみのパーキング

が設置される予定でおります。今後も上り車線側からは、インターの公道や敷地確保の点でダ

イレクトな出入りは困難であると思われます。このため１台でも多く、上り車線から道の駅に

乗り入れてもらえるように誘導、周知をしていかなければならないと考えております。 
 幸い上り車線につきましては、六郷のインターから新直轄区間ということになりますので、

増穂インターで下車をし、再度、六郷インターから高速に乗車するにあたっての料金的な問題

がありません。ですから議会からもご提言いただいたように、上り車線側の高速道路に道の駅

の誘導、情報看板を設置するなど中日本に協力を要請して、上り車線からの集客を図る方途を

講じてまいりたいと考えております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ２番、長澤健君。 
〇２番議員（長澤健君） 

 直接、進入できる道路は造る予定はないということでよろしいでしょうか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 建設課長、堀内尚巳さん。 
〇建設課長（堀内尚巳君） 

 現状では無理だと考えております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ２番、長澤健君。 
〇２番議員（長澤健君） 

 分かりました。それでは、次に移ります。 
 今後、増えるであろう電気自動車の充電、また太陽光発電などのエコの取り組みはどのよう

に考えているか、伺います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 建設課長、堀内尚巳さん。 
〇建設課長（堀内尚巳君） 

 お答えいたします。 
 提言書におきましても、エコへの取り組みにつきましては、積極的な導入を要請されており

ます。今後、施設設計に向けまして、単なる省エネ施設というだけではなく、災害時にも活用

 ３５



します施設でありますので、後年に大きな負担とならないよう維持管理の面も検討しまして、

適切な導入を図ってまいりたいと考えております。例えば施設電源にあてる太陽光発電、暖房

にあてる薪ストーブのほか雨水の活用、可能であれば富士川の風の利用などについても検討し

ていきたいと考えております。 
 こうした資源循環型社会、また自然エネルギー活用の取り組みにつきましては、行政が率先

して模範とならなくてはならないと考えておりますので、適切に取り組んでいく所存でござい

ます。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ２番、長澤健君。 
〇２番議員（長澤健君） 

 分かりました。 
 次ですけども、路線バスの経由など着地型観光の取り組みはどのように考えているか。また

富士川町大使など、町をＰＲするような手法というものは考えているかどうか伺います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 建設課長、堀内尚巳さん。 
〇建設課長（堀内尚巳君） 

 当町に設置します道の駅の最も大きな使命は町のさまざまな情報を発信することで、立ち

寄った人々を町内に誘導することであります。提言書にもあるとおり、魅力の一大発信基地と

なることであると考えております。このため、路線バスやシャトルバス等の乗り入れにつきま

しては、人々が町内に向かう手段として有効かつ重要であると思われます。関係する各種機関

とも協議の上、実現に向けて取り組んでいきたいと考えております。 
 また、富士川町大使の設置等につきましても、富士川町をＰＲする効果的な取り組みの１つ

と考えますので、今後、検討してまいりたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ２番、長澤健君。 
〇２番議員（長澤健君） 

 ぜひ、富士川町内に観光客の訪れる有効手段を考えていただきたいなと思います。 
 それでは、次に移ります。 
 集客として考えている目玉事業というものはあるのでしょうか。例えばドッグランがあれば

ペット連れのドライバーが立ち寄ったり、また親水公園を利用してのオートキャンプがあれば、

若者が訪れるというように考えますが、当局の考えを伺います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 建設課長、堀内尚巳さん。 
〇建設課長（堀内尚巳君） 

 それでは、お答えいたします。 
 当町に設置する道の駅は、先ほども申しましたように町の情報を発信し、人々を町内へ引き

込むことが最大の目的であります。集客の重要性は認識しておりますが、道の駅それ自体が目

的地であってはならないと考えております。また限られた用地と物理的条件や管理面で、計画

中の道の駅敷地内に当該施設を含むレジャー施設等、集客目的のハード事業整備は困難と思わ

れます。 
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 このようなことから、定期的なイベント開催や特産品の販売、他の観光施設の連携等、ソフ

ト事業を展開して集客を図ることを考えております。しかしながら、今後は富士川水辺空間整

備構想等におきまして、事例のような集客施設を含め、検討することは富士川町の河川空間と

道の駅との一体活用や相乗効果を図る上で、必要であると考えております。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ２番、長澤健君。 

〇２番議員（長澤健君） 
 ぜひ、その道の駅に立ち寄れば、富士川町にもまた、さらに来るんではないかと思いますの

で、今の事業も前向きに考えていただきたいなと思います。 
 それでは、次の質問にいきます。 
 昨年、購入した町有住宅の活用方法についてですけれども、昨年、青柳と鰍沢の雇用促進住

宅を買い取りました。１１月末現在の入居状況は青柳団地が１部屋、集会所として使っており

ますので、７９戸中２９世帯の入居。鰍沢団地が８０戸中４１世帯の入居。家賃は青柳が２万

５千円、鰍沢が３万６千円と比較的安いことは安いんですけれども、今のところ半分以上は空

き家になっています。 
 町有住宅になってから、両方でまだ６世帯しか、新たに入居していないというのが現状であ

ります。約１億１千万円で購入し、さらに駐車場整備やリフォームに多くの設備投資をしてお

ります。今後この建物を維持していくのは、さらにコストがかかってきます。将来、建て替え

るための財源も今から確保はしていかなければいけないと考えます。 
 富士川町の人口を増やす政策として、住居の確保は大変よいことと思いますけども、しかし

この町有住宅は家族で住むとなると、間取りや老朽化を考えればあまり期待はできないと思い

ます。半分以上ある空き部屋に入居してもらう手法を考え直し、全室入居に向けて努力をして

いかなければいけません。そこで、その活用方法について何点か伺います。 
 いまだに６世帯の入居ですけれども、この入居募集の広報になんか工夫というものはしてい

るんでしょうか、伺います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 建設課長、堀内尚巳さん。 
〇建設課長（堀内尚巳君） 

 お答えいたします。 
 現在は、暮らしのカレンダーおよびホームページで公募を行っております。電話や現地見学

の問い合わせは本当に多いんですが、入居にはつながらない状況であります。これから転勤・

入学のシーズンを迎えますので、近隣工業団体への斡旋、賃貸住宅情報誌への募集掲載、チラ

シの配布等、ＰＲ活動を積極的に進め、入居者の増加を図りたいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ２番、長澤健君。 

〇２番議員（長澤健君） 
 分かりました。それでは、次の質問にいきます。 
 今のところ家族の入居に限定されていますが、独身を入居させるなど条件を変える考えはあ
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るのか伺います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 建設課長、堀内尚巳さん。 
〇建設課長（堀内尚巳君） 

 お答えいたします。 
 今年度の入居状況を見ますと、あまり入居者が増加しておりませんので、部屋数の少ない青

柳団地につきましては、来年４月から単身者が入居できるように入居者資格の変更を検討して

いるところであります。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ２番、長澤健君。 

〇２番議員（長澤健君） 
 ぜひ、前向きに検討してください。それでは、次の質問にいきます。 
 町内の企業、また甲西工業団地の企業などに社宅や独身寮として働きかける考えはあるのか、

伺います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 建設課長、堀内尚巳さん。 
〇建設課長（堀内尚巳君） 

 お答えいたします。 
 雇用能力開発機構との契約で用途指定期間が定められており、１０年間は公共の賃貸住宅と

して公募による運営をしていかなければなりません。このため、用途指定期間中の社宅や独身

寮としての賃貸はできませんが、近隣の工業団地等に積極的に働きかけを行うなど、企業就労

者の入居増加に努めてまいりたいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ２番、長澤健君。 

〇２番議員（長澤健君） 
 今、ちょっと分からなかったんですけども、１０年間はそういう定款変更はできないという

意味なんですか。こういう単身の方が入居できるような。 
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） 

 契約の条件で、雇用能力開発機構と契約の中で、町の事業計画としては公的な賃貸住宅とい

うことで事業をしていきますという、１０年間お約束をしております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ２番、長澤健君。 
〇２番議員（長澤健君） 

 分かりました。 
 それでは最後の質問になりますけども、高校が全県一区になりました。それで増穂商業や巨

摩高校へ県内各地から通ってくる生徒が増えております。この生徒たちに、この学生寮として
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安く提供できないかを伺います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 建設課長、堀内尚巳さん。 
〇建設課長（堀内尚巳君） 

 先ほどのご質問の回答とも重なりますが１０年間は公共の賃貸住宅として運営するという用

途指定の条件がありますので、学生寮として安く賃貸するということは困難と考えております。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ２番、長澤健君。 

〇２番議員（長澤健君） 
 分かりました。ぜひ、この全室入居に向けてしっかり取り組んでいってもらいたいと思いま

す。これで質問を終わります。 
〇議長（望月邦彦君） 

 以上で通告４番、２番、長澤健君の一般質問を終わります。 
 一般質問の途中ですが、ここで暫時休憩します。 

休憩 午前 ９時５９分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午前１０時１０分 
〇議長（望月邦彦君） 

 休憩を解いて、再開します。 
 続いて通告５番、１４番、芦澤益彦君の一般質問を行います。 
 １４番、芦澤益彦君。 

〇１４番議員（芦澤益彦君） 
 それでは、私は大きい質問２つを今議会で質問したいと思います。 
 まず第１番目ですが、中等度難聴児支援対策についてとこういうことでお願いをいたします。 
 聴覚は音声言語の獲得、発達に欠かせないものであり、子どものすこやかな成長、将来の社

会参加のためにも大切なものであります。近年、出生後１週間以内に新生児聴覚検査が実施さ

れており、早期に難聴を発見できるようになっています。難聴児に対して適切な補聴と療育を

行うことで、その子どもの持つ能力に応じて、より正常に近い言語や心身の発達が期待できる

といわれています。 
 中等度難聴児であっても補聴器を使用しない場合、その年齢によって言語の発達遅れ、また

周囲とのコミュニケーション障害および、それに伴う情緒障害などの２次障害が生じる可能性

があることから、医療現場では現在、中等度難聴児に対しても補聴器の処方が必要であると考

えられています。 
 しかし中等度難聴児は、身体障害者手帳の交付対象ではないことから障害者自立支援法に基

づく補装具費支給制度の対象とならず、中等度難聴児の保護者の中には金銭的負担の大きさか

ら補聴器の使用を躊躇するようなこともあるといわれております。 
 そこで、次の２点を伺います。 
 富士川町内において、中等度難聴児、この児童の数は把握しているかどうか。また、今後の

診断結果から予想される児童数、それが分かりましたら伺いたいと思います。 
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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） 
 芦澤益彦議員のご質問にお答え申し上げます。 
 中等度難聴とは聴力レベルが４０デシベル以上、７０デシベル未満のものとされ、児童等に

対する教育的観点から見ますと、補聴器装着の必要性が望まれております。統計的に見ますと、

難聴は１千人出生中、２人程度の確率で発症するといわれております。 
 本町における中等度難聴時の把握数でございますが、中等度難聴と診断されている児童等は

３人。このうち未就学児が２人。小学生が１人でありますが、今後、健診等の結果から中等度

難聴と診断される可能性がある乳幼児や児童生徒は、４人から５人いるものと予想されており

ます。 
 以上でございます。 

〇議長（望月邦彦君） 
 １４番、芦澤益彦君。 

〇１４番議員（芦澤益彦君） 
 町内にもやはり、人数は少ないですが、この難聴児はいるということ。また、これからもそ

ういう児童が出てくる可能性はあるということでございますが、現在、県内におきまして、こ

の中等度難聴児に対する支援の動きはあるのかどうか。また県外の動き等がもし分かれば、お

聞かせください。 
〇議長（望月邦彦君） 

 福祉保健課長、深沢茂樹君。 
〇福祉保健課長（深沢茂樹君） 

 お答え申し上げます。 
 県内の動きでございますが、現在、山梨大学医学部附属病院の耳鼻咽喉科を中心に、県内の

耳鼻咽喉科医で設立されております山梨県小児難聴ネットワークによりまして、障害者手帳の

交付対象とならない難聴児の補聴器交付支援につきまして、知事宛てに支援の検討をお願いす

るように陳情が行われているところでございます。現状では、県自体での助成制度がございま

せんので、それに対しての陳情が行われております。 
 また県外の状況でございますが、現在、補聴器給付の助成制度が導入されている団体でござ

いますが、秋田県、長野県、三重県、大阪府、岡山県の１府４県で制度導入が行われておりま

す。これにつきましては県の制度を導入されれば、当然、地域内、県内の市町村につきまして

も同じように導入がされてくるということで、それらの先進団体の助成率でございますけども、

県が３分の１、市町村が３分の１、自己負担が３分の１というような形で行われております。 
 以上でございます。 

〇議長（望月邦彦君） 
 １４番、芦澤益彦君。 

〇１４番議員（芦澤益彦君） 
 県内でも動きが出てきていると。ただし、まだ山梨県では実施していないと、こういうこと

でございますね。そんな中で、他県ではもう実施している県もあるということですが、２番目

の質問へ入ります。 
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 障害者自立支援法に基づく補装具支給制度の対象外となっている、この中等度難聴児は補聴

器を装用して、会話が明確に分かる効果が最も高いといわれております。学習障害の支援とし

ては、非常に効果的であると。補聴器の購入に要する費用を県下に先駆けて助成するという、

こういう難聴児の健全な発達を望みたいと思いますが、町長の考えを伺います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 中等度難聴の場合、特に会話を構成する音の要素の部分が聞こえにくく、会話をはっきり聞

き取ることが難しいために、学習や周囲とのコミュニケーションを阻害する要因となっており

ます。このため、耳鼻科医からは早期に補聴器を装着することで、相手の言葉が明確に理解で

きるようになり、学習障害等に対する改善効果が期待されることから、中等度難聴児への補聴

器の装着についての提言がされているところであります。 
 なお、先ほど福祉保健課長が言いましたように、現行制度では中等度難聴は身体障害者手帳

の認定対象とならず補聴器の装着給付が受けられない、中等度難聴児に対する助成制度はあり

ません。しかし児童等の自立支援、また保護者の負担費用を軽減するための施策として、中等

度難聴児に対する補聴器装着の給付助成について、富士川町でどうかということでありますが、

来年度から本町独自の制度として制度化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） 
 １４番、芦澤益彦君。 

〇１４番議員（芦澤益彦君） 
 県内に先駆けて、本町で来年度からこの助成制度を実施していただけると、こういう今の町

長からのお話ですので、本当に対象の児童家庭においては非常にうれしいことだと思います。

ぜひ推進をよろしくお願いいたします。 
 次に、大きい２番目の質問に入ります。大口取水場の管理・運営についてでございます。 
 一級河川、戸川の大口取水場は昔から最勝寺区、天神中条区、大久保区へ農業用水を供給す

るための施設であります。受益面積は水田８０ヘクタールと言われております。しかし現在は

農業用水だけでなく生活用水としても多く利用され、防火にも重要な役割を果たしております。 
 今の施設は昭和５１年に完成したもので、それ以前の取水方法とは一変、近代的の分水場と

なりました。水は３区だけでなく青柳区、長沢区まで流れ潤いを与えています。施設の管理は

３区で行い、各区で水利委員を選出し毎年４月総会を開催、管理・運営を決めています。 
 管理内容は頭首工の整備、沈砂地の土砂の放出、そうじ、また周辺の草刈り等、年４回ほど

３０名くらいの出動で実施しております。 
 施設の管理責任は最勝寺区、天神中条区が１年交代で担当している。水利委員の代表が自動

開閉弁、沈砂地の開閉の鍵を預かっていまして、開閉の操作は自動弁になって、通常の水量よ

り増加すると作動して、放出弁が開き戸川へ流す仕組みになっております。しかし、責任者は

大雨のときは昼夜を問わず現地に行き、正確に作動しているかどうか確認に行きます。また濁

流が入り込みますので、作動にトラブルが生ずることも常時あるということです。この操作に

トラブルが発生し、確認が遅れると下流水路に濁流が入り、土砂で埋まりまして大変な事態に

なる。過去、何回か発生して大きな打撃も受けております。 
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 そこで、この管理・運営について３点ほど伺います。 
 まず第１ですが、通常の管理・運営は３区の水利委員や区の役員で十分行えますが、台風や

集中豪雨のような戸川が急変増水するときは担当区の責任者が現地に行くが、非常に危険であ

ります。万一事故のことも考えると身の安全とか、万一の補償が法的に必要と思うわけですが

町の対応を伺いたい。 
〇議長（望月邦彦君） 

 農林振興課長、堀口進君。 
〇農林振興課長（堀口進君） 

 ただいまの芦澤議員の質問にお答えいたします。 
 戸川の大口の取水施設は、昭和５１年度に団体営の灌漑排水事業として建設し、戸川の右岸、

左岸の灌漑用水として地域で利用されています。この施設の管理運営については、建設当時、

町と３区で協議をして、機械等の維持修繕については町、操作運営については地区で行うとの

申し合わせの中で、現在に至っていると聞いております。 
 今後の管理・運営につきましても、地区に安定した用水の供給を行うには地区の用水管理に

詳しい地元の方でお願いしたいと考えております。 
 また台風や集中豪雨時の操作につきましては、台風時は大雨になる前にゲートの操作をして

いただいているところですが、集中豪雨時には河川が急激に増水し急変することも想定されま

すので、ゲートの操作は河川の状況に十分注意して、身の安全を第一に考えて操作を行ってい

ただきたいと考えております。 
 なお、補償につきましては、操作・運営は地区にお願いしているところでありますので、地

区で保険等の対応をお願いしたいと考えております。 
 以上でございます。 

〇議長（望月邦彦君） 
 １４番、芦澤益彦君。 

〇１４番議員（芦澤益彦君） 
 施設の管理は、町が管理でない施設を造るとか、修繕とかそういうものは町がやるけど、管

理は区でやってくれと。こういう、今お話でして、万一、危険なような状態が起きても区の中

で処理してくれということですか。課長。 
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） 

 大きい修繕ですね。例えば土砂が溜まってとかというとき、機械のほう、保守点検のほうも

町で行っております。しかしながら、台風時等の管理につきましては、どうしても職員が行っ

てというわけにはいきません。その点で、やはり地元の一番分かっている人たちで管理してい

ただきたい。また大口については非常に受益面積も多く、利用者も多いということで、皆さん

の中で代表者の方に保険等を掛けるなりして、できたらやっていただきたいと町のほうは考え

ております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 １４番、芦澤益彦君。 
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〇１４番議員（芦澤益彦君） 
 管理・運営は区で十分やれるんです。ただし、その危険の場合が考えられると。今まではそ

んな大きな事故もなかったわけですが、濁流がごうごうと流れる中へ夜通し行って見るという

場合も、今度の１５号のときはありました。管理責任者は。そういうときの何か対応を区でや

れという、やはりこれだけの大きい取水場、旧増穂町全体へ流れる水のもとですから。保険か

何かの適用とか、そういうものが考えられないかと、こういうことです。 
〇議長（望月邦彦君） 

 農林振興課長、堀口進君。 
〇農林振興課長（堀口進君） 

 町のほうでは、あくまでもできましたら保険は地元でという考えではおります。大口だけで

はなく、灌漑用水の取水口というのはあちこちあります。その点、まだまだ危険な個所も担当

課としては現地を確認しております。そんな中で、できましたら、もしもというときには、や

はり地元のほうで保険等を掛けていただければ幸いです。 
〇議長（望月邦彦君） 

 １４番、芦澤益彦君。 
〇１４番議員（芦澤益彦君） 

 今、課長のお話ですと、あくまでも区でやってくれ、町内にはそういうところがいっぱいあ

ると、こういうことですが、この戸川の水は農業用水ばかりではない。灌漑用水ばかりではあ

りません。先ほどもお話しましたように、防火用水としても、いったん何かが起きた場合はそ

こへ集中的に水を流すとか、そういった役割もありますので、これはやはり灌漑用水という考

えよりも、もっと大きな考えで取り掛かっていただきたいと思いますが、町長、お考えはどう

でしょうか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 この灌漑用水、あるいは防火用水としての取水口というのは町内何カ所かあります。戸川よ

り大きな川の大柳川からも箱原地区等々は通っておりますし、同じような危険な状況は想定さ

れるわけでありますが、水の利用ということでありますので、受益の人たちが一番、水利権も

持っている方が使い勝手がよくなければ、またそこで問題が出てまいりますので、町がどこま

で関与できるかというのが非常に難しいところであります。 
 ５１年に戸川の灌漑排水事業というのは取り組みをしてやってきているんですが、それ以前

には血を流すような水の取り合いがあったこともあります。また権利を持っている人、持って

いない人もいるわけでありますので、持っていない人のところに町が勝手に流せば、またそれ

は非常に問題になると思いますので、一番、その用水の利用、また適切な管理に詳しい人たち

に管理をしていただきたい。町のほうは維持修繕、あとまたそこに滞積土が出たような場合の

管理は町のほうも関与いたしますけども、通常の運営の管理については、ぜひ区のほうでお願

いしたい。そこにまた、どういう人が携わるかも、区の中で選ばれた水利委員さん等々が従事

するわけでありますので、万が一のことを考えた場合の保険料についても、その受益がある区

の中で、できれば捻出をしていただければありがたいなと、こんなことを考えております。 
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〇議長（望月邦彦君） 
 １４番、芦澤益彦君。 

〇１４番議員（芦澤益彦君） 
 町の考えは今、分かりました、承っておきます。 
 次に２番目の質問に移ります。これもやや重複するかもしれないですが、ただいま管理をし

ている各区の水利委員、区の役員も非常に近年は農業従事者が減ってきまして、他の職業の人

も多くなっていると。また年齢も若くなっている。こんなことで水利管理が後輩になかなか伝

承できなく、理解できない人も多くなっております。そのため委員選出にもどの区でも大変、

苦労しているというのが現状であります。 
 そこで緊急時の管理・指導する経験者を、最勝寺区、天神中条区より若干名委嘱して、まだ

現在はかなり経験者が、高齢にはなっていますが残っておりますので、そういう指導者を選ん

で、取水管理のノウハウを後世に伝えていくと、こういうことが将来必要になってくると、こ

う思うわけですが、ただいま町は施設だけはみるけど、管理・運営はタッチしないといいます

が、やはり町も参画した中で、そういう体制をつくっていただきたいと、こう思いますが、町

長いかがでしょうか。 
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） 

 お答えします。 
 近年、台風に限らず集中豪雨等が多発し、戸川の大口だけではなく、河川から灌漑用水の取

水管理については、各地区でご苦労があると聞いております。また今年は台風も多く、７月の

台風以来、戸川の大口から上流の滞積土が多く、取水を管理している水利担当者より台風後の

ゲートの操作が困難だったと伺っております。緊急時や増水時の取水施設の管理については、

取水場所ごとに管理方法に違いがあると思います。こうしたことから、経験者から後任者に管

理のノウハウを伝承することは肝要と思いますが、町から管理指導者を委嘱することは考えて

おりませんので、今後とも各地区において後継者を育成し、管理を行っていっていただきたい

と考えております。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 １４番、芦澤益彦君。 

〇１４番議員（芦澤益彦君） 
 こういう、やはり指導者を委嘱するとか、そういう指導も区でやれと、こういうことですの

で、今現在ではそういう町の体制であればわれわれもやっていくわけですが、ぜひともこれは

将来的に大事なことでございます。水という、管理をするということは非常に大事なことです

ので、今後もこの問題はわれわれもお願いし続けていきたいと、こう思っております。 
 次に３番目の質問へ移ります。 
 取水場にちょっと大降りすると土砂の流入が多いわけですが、この原因の１つに戸川の上流

の大きい石を川底から取って、そして下流へ、当時はゲートボール場とかグラウンドゴルフ場

とか、そういうものを造るということで、現在も今、石が並べておりますが、そういうものを

利用して、今、使ったという経緯があります。この上流の土砂がすぐ雨で流れ出すというのは、
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その大石を取ったのが１つは原因ではないかと、こういうことが地域住民からいわれておりま

す。このことについて町は調査をしているかどうか。また、調査をしていなければしていただ

いて、県へこの対応策をお願いしたいと思うんですが、いかがでしょうか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 建設課長、堀内尚巳さん。 
〇建設課長（堀内尚巳君） 

 それでは、芦澤議員さんのご質問にお答えいたします。 
 上流部の転石を河川から取り除いたことと、当該地に土砂流出が多いことの因果関係ははっ

きり分かりませんが、大きな転石が流下しないということは管理施設、それから取水施設など

の損傷や下流の被災の軽減が図れると思っております。現在、砂利組合におきまして大口の取

水口から２つ目の上流の堰堤で砂利採取、これが平成２４年の３月までを予定しておりますけ

ども、実施していただいております。このような堰堤の砂利採取を行うことにより、出水時の

土砂流下が抑制されまして、結果として大口取水施設付近の土砂流入が減少することにつなが

ります。 
 町としては今後も県に対し、堰堤の土砂採取や河川の浚渫の実施につきまして、要望してま

いりたいと考えております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 １４番、芦澤益彦君。 
〇１４番議員（芦澤益彦君） 

 大石をまた元へ戻せというわけにはいきませんので、どうか今の取水場から上流の溜まった

土砂の搬出を定期的にやってもらうように、県のほうへしっかりした要望を今もやっていただ

いておりますが、ぜひ要望していっていただきたいと、こんなように思います。 
 以上で、私の質問を終わります。 

〇議長（望月邦彦君） 
 以上で通告５番、１４番、芦澤益彦君の一般質問を終わります。 
 続いて通告６番、４番、齊藤正行君の一般質問を行います。 
 ４番、齊藤正行君。 

〇４番議員（齊藤正行君） 
 それでは通告に従いまして、質問させていただきます。 
 まず最初、冒頭、井上議員のほうから関連の質問をされておりまして、若干ダブるところも

あると思いますけども、できるだけダブらないようにやっていきたいと思います。 
 防災計画について、今回の東日本大震災でその後、見直しをするというようなことは、６月

議会で齊藤欽也議員の質問の中で、総務課長のほうからもそういう答弁がありました。また町

長からも同様の答弁がありまして、今回、そういうことを受けた中で、地域の人たちが地域の

実情に合った、本当に使える災害対策マニュアルをつくっていただきたいというようなことの

中で、今回、こういうマニュアルができたと思っております。 
 ただ、今回、このマニュアルをつくって、いずれできてくると思いますけども、やはり地域

性というものが非常にあって、かなり地域によって考え方も違うし、やり方も違ってくるんで

はないかと。最初、町長にマニュアルを各区のほうに渡して、それに合ったものをというふう

な話がありましたけども、当初、もう少し、中身のことがもう少し、職員が張り付いたという
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こともあったりしましたけども、もう少し丁寧な説明があって、つくるということがあれば、

もう少し変わったものが出ると思うんですけども、まだ、今、できていないものについて、今

言っても仕方がないんですけども、とりあえず防災計画については、主に避難場所というよう

なことが防災計画の中には関わってくると思うんですけども、とりあえず、そのへんについて

はどんな取り組みをするのかをお伺いいたします。 
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） 

 それでは、齊藤議員のご質問にお答えいたします。 
 先ほど出ましたけど、防災計画の取り組みについて、もう少し丁寧な説明はということであ

りましたけども、一応、町のほうでは各地区に役場の職員を配置しておりますので、またその

職員ともよく話し合いをしながら、この防災計画を進めていただきたいというふうに思います。 
 町の地域防災計画につきましては、県の防災計画と足並みをそろえ、東海地震などの被害想

定を引き上げた内容で情報通信手段や職員の配備体制、地域における防災体制づくりなどの見

直しを現在、進めているところであります。 
 現在、各地区で作成していただいております自助、共助を主体とした防災マニュアルにつき

ましても、避難所関係など地域の実情に合って反映できるものについては、今後作成する見直

しの地域防災計画の内容にも十分反映させていきたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ４番、齊藤正行君。 

〇４番議員（齊藤正行君） 
 ちょっとニュアンスが違うんですけども、先ほど防災計画をつくるということでもって、本

当に町民に安心な生活というようなことの中でもって、地域に合った細かいものをつくるとい

う話がありました。やっぱり、この防災計画というものについては、今後つくった以上、やは

りそれをもとにした訓練というのは、絶対必要だと思うんですね。ただ、マニュアルをつくっ

て、それを配布したからそれでいいということは絶対ないと思うんですね。ですから、そこま

で踏み込んでいただきたいと思います。 
 それからこの前、私が消火栓の話もさせていただきましたけども、小林のほうで１１７本、

点検をしました。３９本、駄目なホースが出ています。そういう部分からしても、やっぱり防

災というものについては、一歩踏み込んだ対応というのは必要だと思いますので、ぜひそのへ

んのことはお願いしたいと思います。 
 それから先ほど金額のことで、マニュアルをつくる金額ということの中で、各区ごとに初回

分として一部の負担を町がして、残りは区というようなことの中の話がありました。今回、地

震と水害と２つをつくると。小林で今、地震編をつくってありますけども、Ａ４で１０枚くら

いの紙に、実はなっています。これに今度は水害を加えるとなれば、やはり一部負担はあると

しても、かなりの金額になるんではないかなと危惧するところですけども、そのへんはいかが

でしょう。 
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〇議長（望月邦彦君） 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 災害対応マニュアルについてのご質問にお答えいたします。 
 まず、理解をしておいていただきたいのは、町でつくるのは地域防災計画であります。これ

はあくまでも防災の部分です。そして今度、各区でつくっていただいているのは、災害が発生

したあとの自助、共助の部分を中心とした災害対応マニュアルです。町でつくる防災計画は事

前に避難所等を指定しておきますが、災害対応マニュアルは防災も若干入りますけども、災害

が発生したときに、どうやって自助の部分、共助の部分をみんなで助け合っていくかという部

分ですので、そのへんはぜひ分けて考えていただければありがたいなと思っています。 
 そして各地区でも消火栓のホース等を点検していただいています。そういう中で、町として

も順次、ホースの取り替えは今、考えているところでありますので、一度にはできませんけど

も、順次、各地区、均等にバランスよく整備されるようにやっていくつもりであります。 
 それと今回、つくっていただいております災害対応マニュアルでありますが、これも各区に

よって、厚さも今、１０ページというお話が出ましたけども、２０ページになる区もあります

し、中にはカラーで印刷をしたいという区もあります。白黒で十分だという区もあります。区

の大きさもありますので、そのへんも初版が発行されるまでには、町のほうで情報をとりなが

ら、全額とはいきませんけども各区に補助をしていきたいという答弁を先ほどさせていただき

ました。 
 今後におきましても、それで当面いいという区もあれば、ここを直したい、あそこを直した

いという区もありますので、そのへんはまた区とも相談をしながら、先ほど消防の関係の補助

金の質問もありましたが、町の補助制度も今、持っていますし、県のほうにもコミュニティの

補助制度がありますから、そういうものを使いながら設備の整備はしていきたい。それと、そ

ういうのに合致しない部分はまた、町のほうに各区からの要望の中で補助金を出しております

ので、そちらのほうも活用していただきながら、それぞれの区で安心・安全が保たれるような

災害対応マニュアル、そしてまたそれに発揮する、必要とされる訓練も実施していただければ

町のほうも支援をしていきたい、こんなふうに考えております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ４番、齊藤正行君。 
〇４番議員（齊藤正行君） 

 分かりました。やはり今回、その地元で、自分たちでそういうものをつくれということの中

で、非常によかったと思うのは、やはりそれに携わった人は少なくとも、その防災というもの

に関して、今まで以上に自分の家のまわりとか、また考え方を新たにしたという部分はあった

と思います。小林なんかでもやりましたけども、先ほど補助金については、今、また町も補助

している、これからも出していくというようなことでございましたので、それはそれでいいと

思いますけども、ぜひとも、さっきから言っているように地区に応じるという部分にいけば、

かなり金額が、この高度の高いものも必要になるのかなというような考え方もありますので、

またそれはそれとして、区のほうから要請をすると、そんな形でやっていただければと思いま

すので、次に移ります。 
 私は、昨年の１２月にデマンドバスの利用について質問させていただきました。そのとき、
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自宅から目的地、目的地から自宅までという・・・。 
〇議長（望月邦彦君） 

 齊藤議員、飛んでいませんか。 
〇４番議員（齊藤正行君） 

 先ほどの井上議員の質問の中で、２番については答えをされていますので。 
〇議長（望月邦彦君） 

 了解しました。 
〇４番議員（齊藤正行君） 

 自宅から目的地、目的地から自宅までというような特色ある交通手段のために、町営バスと

同様にはできないということでした。その中で均衡ある料金体系をつくりたいというため、検

討していきたいとのことでした。その後、町営バスは１日２００円に改正され、無料年齢区分

は７０歳から６５歳に拡大をされました。そういう中で、デマンドバスについては一般の人も

障害者も高齢者も一律３００円のままになっております。均衡ある料金体系をつくるというこ

とであれば、当然この部分も協議をされたんではないかと私も推測するんですけども、そのへ

んについての内容をお願いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 デマンドバスについての、料金の協議についてのご質問にお答えをいたします。 
 通勤・通学者をはじめ、町内外の皆さまの足として本町の公共交通機関としては、鰍沢営業

所、甲府間に３路線を山梨交通に委託をしております。また鰍沢営業所、鰍沢口間を、そして

増穂商業高校、市川大門駅の間のコミュニティバスを山交タウンコーチという会社に委託をし

ております。また、平林および小室から小中学校までの間の定時定路線ののちに旧増穂地区と

病院等の町内主要施設を運行するデマンドバスというのを、地域公共交通活性化協議会に委託

をしております。さらに十谷観光駐車場から、まほらの湯の間につきまして、直営で町営バス

を運行しております。これだけ公共交通機関としてあるわけでありますが、このうち鰍沢甲府

間、また鰍沢口間の営業会社に委託しているバス路線以外は、町が料金とか運行形態を決めて

おりますが、旧町での運行料金のまま新町に移行してきたところから、合併早々、その料金形

態等の検討は進めてきたところであります。 
 そうした中で、合併時にはコミュニティバスが一律２００円。これは増穂商業から市川大門

へ行っているバスです。これが一律２００円であること。町営バス、十谷から旧は鰍沢病院ま

で走っていたんですが、それが乗車距離に応じた料金設定のほか、障害者に無料制度がありま

した。また旧増穂町でやっておりました、デマンドバスが一律３００円。ただ、この中には中

学生以下が無料という項目があります。こうしたことと同時に、どの路線においても、もう免

許証を返してしまったとか、車を持たない高齢者への配慮という部分は若干、欠けていたのか

なと思っておりましたので、こうした不均衡な状況とか、高齢者の配慮等を観点に検討してま

いりましたけども、その結果、コミュニティバスは町外広域バス、市川と増穂商業を結んでい

るところですが、このコミュニティバスは町外への通勤者、通学者、また町外の買い物の利用

が主であることから、現行どおりの料金とさせていただきたいと。コミュニティバスはそのま

まということで、これをもとに町営バスはコミュニティバスと同様に乗車距離に関係なく、一
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般利用者は一律２００円でどうかと。中学生以下、デマンドバスが中学生以下無料というのが

ありましたので、同時に中学生以下の子どもは無料。合わせて６５歳以上の高齢者および障害

者手帳を所持している方は無料。こんなことの料金体系を決めていただきながら、７月から実

施をしたわけでありますが、鰍沢病院止まりであった路線も、まほらの湯まで延長して実施を

はじめてきたと。一方、デマンドバスも同時に検討してきたんですが、デマンドバスは目的地

から目的地まで運行するバスでありますので、町営バスと同じように町内の中学生以下の子ど

もは無料とする中で、他の利用者は、町営バスはバス停まで行かなければなりませんので、デ

マンドバスは家にいても迎えにきていただけますので、町営バス、コミュニティバスに１００円

上乗せの３００円。そして障害者、高齢者も１００円、こんな料金形態で実施をしようとして

いたところであります。 
 しかし、デマンドバスは高齢者の利用が多いことから、日中のタクシー利用者の減少が懸念

されるタクシー業界との折衝、またデマンドバスを鰍沢地区までエリア拡大をいたしますと、

鰍沢営業所と鰍沢口間は山交タウンコーチの委託している路線と重複するという関係で、その

調整にまだ時間を要しているところであります。 
 しかし、地域公共交通活性協議会におきましても、明年の６月までが実証期間となっており

ます。７月からは本格運行に移行する計画になっておりますので、デマンドバスの本格運行に

併せまして、通行料金、また鰍沢地区へのエリアの拡大を含めた運行形態、これについて早急

に決定をしていきたいと、こんなふうに考えております。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ４番、齊藤正行君。 

〇４番議員（齊藤正行君） 
 この前のときは障害者の方の話を例にとってお願いをしたところでありました。やはり、そ

れだけ必要とされているのかなという感は否めないと思うんですね。ですから今、７月から本

運行ということの中で、それまでにはなんとか検討していただけるということでございますの

で、それはそれで仕方がないわけですけども、一般の人とちょっと差をつけるということは、

やっぱりそれは必要なのかなというのは思います。３００円が２００円、２００円が１００円

でもそれはそれで私は構わないと思いますけども、そのへんの配慮はしていただきたいなとい

うことを思っています。 
 今、そういう話でございますのでいいですが、定時定路線については、結局利用者はバス停

まで行くというようなことの中で、今、運行されているということであれば、単純に考えれば、

町営バスと同じでいいんではないかなと私も思ったんですけども、話に聞けばそんなに定時定

路線の部分については、利用がされていないのかなというような話も聞いていますけども、検

討されるということでございますので、この部分は省かせていただきます。いいですか。では

定時定路線についても、またご意見をお願いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 デマンドバスの定時定路線の運行料金については、町営バスと同じでもいいではないかとい

うご質問でありますけども、デマンドバスの鰍沢地区へのエリア拡大をすることや町営バス等、
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運行料金の検討料金については、先ほど説明したとおりです。コミュニティバスと町営バス、

これが２００円であります。デマンドバスは今、３００円でありますが、定時定路線の時間中

はまさに停留所を使っての上下車でありますから、その間は同じ料金でもいいではないかと、

ごもっともだと思います。 
 明年度の本格運行時に併せて、定時定路線についてはデマンドバス、障害者とか高齢者とか

小中学生以外の一般利用者についても、同じ形態でバスへ乗るわけでありますから、町営バス、

あるいはコミュニティバスと同額に設定していけるようにしたいと考えております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ４番、齊藤正行君。 
〇４番議員（齊藤正行君） 

 では、そんなふうによろしくお願いいたします。次に移ります。 
 人口減少についてということでございますけども、昨年の合併以来、１０月１日現在で

３１７人の減というようなことで、大変、人口の減少には心配をしているところであります。

しかし１１月１日で２名、１２月１日で３名増加したというようなことで、この２カ月で計５人

の、５名の増加というのが広報などで出ておりまして、やはりこれは今まで、町が行ってきた

施策についてが功を奏してきたのか、それとも単に亡くなられる方が少なかったのかというこ

とについては私にも分かりませんけども、人口アップに向けた取り組みをかなり強くやってい

かないと、町も大変なことになるんではないかと思います。そこで取り組みについてのお考え

をお伺いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 齊藤議員の、人口減少についてのご質問にお答えいたします。 
 本町の人口は合併時に１万６，８６６人でありましたが、今年の１０月には１万６，５４９人

となりました。わずか１年７カ月で３１７人、減少したところであります。また平成２２年の

国勢調査でも１万６，３０７人となりまして、５年前の１万７，４０５人から１，０９８人減

少した結果となりました。 
 これまで町では暮らしやすい、住みやすい町を目指して、子どもの医療費の無料化の年齢拡

大とか予防接種の助成、保育料の軽減、児童センターの新設、また６５歳以上の皆さんのバス

の無料化など、いろんな施策を実施してまいりました。また雇用促進住宅も購入いたしまして、

町有住宅として、住宅の確保も図ってきたところであります。さらに総合計画の重点施策とし

ても、安心して永住できる地域づくりを目指し、町有地の売却による宅地の提供とか町有住宅

への入居促進、土地区画整理事業の推進、学校保育所等のエアコン等々を入れた環境整備など

を進めることとしております。 
 合併以来、９月までは人口減少が続いておりましたが、１１月１日現在のところでプラスに、

１２月１日のところでプラス３と、やっと連続減少にストップがかかったと思っておりますが、

このまま続いていただければ本当にありがたいなと思っております。 
 今後、まちづくりをしていくためには、しっかりと総合計画を遂行する中でやっていかなけ

ればならないわけでありますが、この新町まちづくり計画、総合計画の中では１万７千人を基

本としておりますので、今後５００人アップにつながる、さらなる施策が必要かなと思ってお
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ります。 
 今後、そういった人口増加策が出揃った段階で、大きくＰＲしながら本町の人口増加につな

げていきたいと、こんなふうに考えております。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ４番、齊藤正行君。 

〇４番議員（齊藤正行君） 
 今回、公有地を売却しますというチラシが広報に入っておりまして、私、前からそのことは

早くしたほうが、していただきたいということを訴えていたんですけども、ようやく、そんな

チラシも出まして、いろんなことをずっとやってきたということを私も承知しておりますし、

その効果があったと言えれば一番いいのかなと思いますけども、そういう中でやっぱり土地の

提供というようなことは、非常に人口を増やすというか、効果があるものだと思います。穂積

とか平林にしても、まだ今も空き家をというような要請がきております。ただ、今現在、空き

家があっても貸してくれる人がいないというような状況になってしまいまして、町外、県外か

ら人を集めるということについては、土地とかということは１つの手だと思います。そういう

中で１つの提案といいますか、私の頭の中にあるものですけども、老後を富士川町では困ると

思うんですね。やはり、子育ては富士川町でというような宣言をしていただく。富士川町子育

て応援プロジェクトというような、そういう取り組みを私は町を挙げてやっていただきたいと、

こんなふうに思うんです。 
 今回、公有地などの土地を売却する形を出しています。これに、平林とか穂積の土地は空い

ているんですよね。なんとかそれを分譲できるような形のものをつくっていただいて、この町

に住みたいという人たちに選択する場所を与えてやるというのが必要だと思うんですね。同じ

場所だけではなくて、その人によって希望者は、山のほうへ行きたい人もあれば平地でいいよ

という人もあると思うし、そういう運動を町を挙げてやっていくことによって、やはり町も元

気になるし、人口も増えるんではないかなと、そんなことを考えているんですけども、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） 

 峡南地域、富士川町に限らず日本全国、人口減少の時代へ入っておりますが、そうはいって

も同じように、またそれ以上に減っても困りますので、町もこれまで暮らしやすい、住みやす

い町を目指して諸施策を展開し、そしてまた今後も安心して永住できる地域づくりということ

を総合計画の最重点施策として今、つくり上げております。 
 土地が本当にあれば、土地を求めている人、結構いると思うんですが、中山間で先ほど申さ

れたように、空いているところは家にしても土地にしてもあるんですね。ただ、売ってくれな

い、貸してくれない、ここが一番ネックなんです。中山間地域からも町営住宅をという話もあ

ります。ただ、そこに造って、本当に地元住民が外へ出ていくところに、また町営住宅を造っ

て人が住んでくれるのかなという心配もあります。道路がよくなれば、その道路を使ってみん

な下へ降りてしまうという状況が続いておりますので、そのへんも見極めながら、またやって

いかなければいけないかなとは思っております。それと同時に、この町内においても民間住宅
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が非常に空いております。料金が高いのか、家がもう古くてみんなが住む気がないのか。また

町営住宅も相当、老朽化してきておりますけども、今、ここで建て替えが必要なのか、民間住

宅の供給業者との調整も必要になると思います。ただ、町営住宅の中で本当に老朽化したとこ

ろ、そしてその土地が今後さらに高度活用ができるところは、区画整理をしながら分譲もして

いきたいなと考えております。 
 街中においても、市川三郷町さんと一緒に、山王の土地区画整理も今、順調に進んできてお

りますので、来年度からは工事に入りながら、５年ぐらい掛けながら１００戸の住宅を目標に

分譲も考えておりますので、そういったことを、いろんなことがそろってはじめて、１つだけ

ではやはり来てくれないと思うし、下水もそろったり、道路もよくなったり、水道も整備され

たり、医療もしっかりしたり、教育もしっかりしたり、いろんなものがそろって、はじめて住

みよい町になると思いますので、総合的にいい町にしていければと思っております。また、そ

れは一気にはできませんから、一つひとつ片付けていくことも必要だと思っておりますので、

そういった中山間地域の空き家、あるいは耕作放棄地等々も利用しながら、有効な土地活用を

図っていければと考えております。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ４番、齊藤正行君。 

〇４番議員（齊藤正行君） 
 本当に、町長のおっしゃっているとおりだと私も思います。ただ中山間地の地域においても、

今回、平林なんかでも例の住宅がありましたけども、あの住宅も２棟売れたということで、民

間の方がまた分譲をということで、今、整備を始めて。要するに民間の方が手を出すというこ

とは、それだけの価値はあるのかなと。それで穂積のほうの人たちに聞いても、やはり町営住

宅とかというものは必要ないよというような意見ですよね。どちらかというと、その土地に住

んでいただきたいということを願っているようなので。私はそっちの町営住宅ということより

かは、土地を与えて住んでいただく。本当に小さい子どもを連れてきた方には、優先して何か

特典を与える、そういう子育てを推進するというようなことを、やっぱりやっていただきたい

なと思っています。 
 次にこういう、行政なんかが一番、私は下手ではないかと思っているのは、ＰＲなんだと思

うんですね。どちらかというと、いいアイデア、施策をつくっても、やはりＰＲが下手で、こ

ういうものができないというような部分があると思うんで、今後、人口を増やすための、要す

るにいろんな、言われた施策を行っていく上で、ＰＲについてはどのように考えているのか、

お伺いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 これまで、町といいますか、行政が行ってきたそういう町の施策等のＰＲの戦略としては広

報誌とか、ホームページとかマスメディア、こんなものを通じながら、住民中心にお知らせを

してきたところでありますが、ＰＲの仕方がまずい、そのとおりだと思います。一般企業であ

れば、新商品が出たときは奇抜なＰＲ方法を使いながらやっていくわけでありますけども、行

政がそこまでできるかどうかはまた別の問題といたしまして、今後は安心できるサービスの充
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実による人口アップ、そしてまた雇用拡大による人口アップ、基盤整備による住みやすさの充

実による人口アップ、この３点を軸としながら諸施策を展開しながら、先ほど言いました人口

５００人アップ作戦につなげながら、今まで以上に広くＰＲしていく必要があると思います。

これも早くしなければ、５００人でなくて１千人アップ作戦もあるかもしれません。そうなら

ないように、早急にいろんな諸施策をそろえたいなと思っております。 
 そしてＰＲしていくためには、今までの手法とは違って、職員も出向きながら、近隣の企業

等にそういった住居斡旋活動をしていく。また同じ広報でも、これまでは町内が中心でしたけ

ども、地域を超えた町外、県外にそういったことを、先ほども答弁させていただきましたが、

観光大使なんかもこれからつくる中で、観光の素晴らしさ、また住みよさの素晴らしさが伝え

ていければいいんではないかなと。こうした、これまでにない戦術を駆使しながら積極的なＰ

Ｒ活動をしていきたいと、こんなふうに考えております。 
 同時に現在、町で作成しておりますタウンセールスブックというのがあります。町勢要覧で

す。かつてのような町の産業物産をＰＲする町勢要覧ではなくて、町のよさとか施策などを住

民の皆さんにご理解をしていただき、町民全員が町のセールスマンとして、あらゆる機会を通

じて町をＰＲしていただく。こんなこともしていただきながら、人口アップにつなげていきた

い、こんなことも考えております。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ４番、齊藤正行君。 

〇４番議員（齊藤正行君） 
 非常にこれからが楽しみになるような答弁をいただきました。ぜひとも、この実現に向けて

行っていただきたいと思います。 
 ただ１つだけ、この間、たまたま今、東京で子育てをしている方とお話しをする機会があり

ました。やはり最近聞くようになった待機児童というような言葉の中で、２歳児が一番大変だ

ということでした。３歳、４歳になればまたそれなりにやっていけるということの中で、そう

いう話をしていました。その人たちが言うには、仕事さえあれば都会で子どもを育てたくない

と、そういうことをおっしゃっていました。やはりうちの町も企業立地推進室を設けておりま

すけども、やはりそういう部分も先ほど町長が言ったように、かなりの力を入れておかなけれ

ばならない部分だと、そんなふうに思っていますので、東京なんかにもそういう方がいるとい

うことを頭の中に入れておいていただければ、またそれがＰＲにも、１つのターゲットになる

のかなという感じもしなくはないと思っています。早川町のようにということは言いませんけ

ども、ぜひとも、お金がそんなにかからなくても人を呼べるということは、みんなの知恵を絞

ればできることだと思いますので、先ほど言ったように町全体でということを強くお願いいた

しまして、終わりにいたします。ありがとうございました。 
〇議長（望月邦彦君） 

 以上で通告６番、４番、齊藤正行君の一般質問を終わります。 
 一般質問の途中ですが、ここで暫時休憩します。 

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

再開 午前１１時２０分 
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〇議長（望月邦彦君） 
 休憩を解いて、再開します。 
 続いて通告７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） 
 地域医療の充実について、これから通告に従いまして一般質問させていただきます。 
 （１）地域医療の崩壊が叫ばれてから久しい月日が流れております。私たちが住んでいる富

士川町も決して例外ではありませんでした。そんな中、社会保険鰍沢病院の存続が危ぶまれ、

さらに救急医療も難しくなり、私たち町民は日々、不安を抱えながら暮らしているのが現状で

あります。そんな状況下、志村町長は一貫して峡南地域の医療確保をするにはどうしていけば

いいのか、この問題にずっと取り組んでこられました。そして先般、地域医療体制調査検討委

員会に富士川町の意見集約を提出されたところであります。それは３病院を統合し、中核病院

とすることで医師を確保し、医療体制や医療機能を充実させるという考えであり、議会の意向

も同じでありました。しかし、いざ実現させるための行動となると、なかなか進んでおりませ

ん。なぜ進まないのか。町長は、今の進まない状況をどのように考えておられるのか、手法を

変え、医療体制を充実させることは無理なのか。町長の考えをお伺いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 市川淳子議員の、地域医療の充実についての質問にお答えをいたします。 
 第６回の地域医療体制調査検討委員会におきましては、富士川町、市川三郷町の２町から３病

院統合に向けて進めていくと。ほぼ同じ回答を得たことから、調査検討委員会からは任意協議

会の設置に向けて協議を進めるよう、要請を受けているところであります。現在、いろんな調

整をしている段階でありますが、１２月中の任意協議会設置に向けて鋭意、努力をしていると

ころであります。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ５番、市川淳子さん。 

〇５番議員（市川淳子君） 
 今の状況は、私たちも存じております。今の説明もそのとおりだと思っております。今のこ

の現状は非常にいろんな面で微妙というか苦しい場面、なかなか先が分かるようで分からない

ような状況だと思いますが、私はこの質問を一番先に持ってきたことの意味は、どうしてもこ

こは町長にお伺いしたいところがございます。町長は、この先どんな困難な状況下でも、この

峡南地域の医療を確保、充実させるという強い意思を持っておられるのか。自分の政治生命を

賭けて、この峡南の地に医療を確保するんだという強い決意を持っておられるのか、その町長

のお気持ちをお聞かせください。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 １年半前に富士川町の町長選挙に立候補した際に、マニフェストを出させていただきました。
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重点施策が２つ、そしてまちづくりのための諸施策として６本の柱を出させていただきました。

その重点施策の１つに、この峡南地域の医療をなんとかしていきたいというのを掲げさせてい

ただいておりますので、現状の病院それぞれでは将来がない状況でありますので、ですから今

回も調査検討委員会に回答させていただいたように３病院を統合して、そしてしっかりお医者

さんを確保して、お医者さんを確保できるということは救急医療もできますし、今以上の診療

科目も住民のために提供できると思いますので、そういった医療体制をつくっていきたい、こ

の思いは全然変わっておりません。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ５番、市川淳子さん。 

〇５番議員（市川淳子君） 
 いろんな状況下で苦しい環境というか、状況においても町長は、その自分の重点施策の中を

貫き通すということで、私は非常に安心しました。 
 ２に移ります。 
 町の総合計画の中で、未来の視点として、ここで生きるを挙げておりますけども、安心して

ここで生きる。この富士川町で生きるためには、医療体制の充実は欠かせないのは言うまでも

ありません。地域医療体制検討委員会では、峡南北部地域における医療連携方策に関わる基礎

調査を行っております。そしてシミュレーション報告概要も示しております。私はこの資料に

示された実態、また将来的な傾向をもっと町民に知ってもらうことが重要だと思っております。

なぜなら、多くの町民は具合が悪くなって、あるいは病気になってはじめて、自分たちが置か

れている医療の現状を知るんです。救急車を呼んだ人は、そこではじめて受け入れ先がないた

めに、救急車を呼んでもすぐに動いてくれないという現状を目の当たりにするんです。病気に

なった人だけではなく、救急車を呼んだ人だけではなくて、みんながそういう現状を知り、だ

から今、だから将来、どういう医療体制を自分たちが必要としていくのかを行政と一緒に考え

ていくことが必要だと思います。町民の切実な思いが、しっかりとした意思が地域医療を守る

大きな力となっていくと思っております。町長のお考えをお聞きしたいです。ぜひ、町民の連

携をつくるための方策を考えていってほしいのですが、町長はどう考えているでしょうか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 峡南北部地域における医療体制の現状を見ますと、地域内の各病院においては医師不足から

救急医療体制が脆弱化していること。また専門医がいないことから、産科、婦人科は当然であ

りますけども、内科、小児科の診療が受けられないなど、地域住民が安心して医療サービスを

受けられる状況とは言いがたく、ひいてはこの管内の人口流出へとつながりかねない状況にあ

ると思っております。 
 こうした状況は昨年来、実施しております町の総合計画策定のために町内各地区をまわって

行いました地域懇談会におきましても、最重要課題として地域医療の充実を求める声が多く寄

せられたことから、地域医療を守るということが町の皆さまの総意であると認識しております。 
 なお現在、病院統合に向けた任意協議会の発足準備を進めているところでありますので、今

後、新病院を開設するにあたっては、医療関係者とか住民の代表とかに加わっていただきなが
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ら、医療体制や医療機能など地域住民が求めている病院づくりに向けた協議を進めていきたい

と考えております。 
 この富士川町でもつい最近でありますけども、私よりちょっと年配の方が夜倒れまして、救

急車を呼んだんですが、たらい回しをされて５０分以上かかって、やっと甲府のほうの病院へ

行ったと。結局、命は亡くされました。その後もこの地域の病院、３病院をまわったんですが、

受け入れてもらえなくて飯富病院へ入院をしたと。そういう話も聞いております。この地域が

今、どういう状況かということは、私以上に住民の皆さんも承知をしているんではないかなと

思っておりますので、しっかり協議会設置に向け努めていきたいと、こんなふうに思っており

ます。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ５番、市川淳子さん。 
〇５番議員（市川淳子君） 

 住民説明会の中で、ほとんどの地域が地域医療のことに対して意見が出たことは、私も知っ

ております。今、やっとその住民の方々が自分たちの問題として、少し取り組んでこられたの

かなと思いますけども、今、医療の崩壊を防ぐ地域の動きがその富士川町というところではな

くて、全国あちらこちらで行われております。例えば、山形県新庄市では適正受診による医師

の負担軽減へ草の根運動。これを住民の方がしております。また千葉県の東金市ではＮＰＯ法

人が地域医療を育てる会というのをつくりまして、医療を支えるために活発な活動をしており

ます。また兵庫県丹波市でも県立柏原病院の小児科を守る会というものが、住民が組織して立

ち上がっておりますし、広島県の神石高原町では、これはまた本当に一般の方々が参加してい

るようですが、「お医者さんありがとう」を合言葉にしながら再生した町立病院を守る住民の取

り組みが行われております。まだまだ全国的には事例がたくさんありますけども、こうした動

きが全国各地で行われております。自分たちの地域医療は、自分たちも一緒になって守ってい

こうと。行政や病院だけにまかせっぱなしではいけないんだと。そういう表われだと思います。

この峡南地域においても今、少しずつ、住民がそういう気持ちになっているとは思いますけれ

ども、こうした住民の意識を育てながら地域医療を守っていくことがとても大事だと思ってい

ます。 
 私はぜひここで、町長にお願いしたいことがあります。行政が町民置き去りにして医療問題

を進めていかないでほしい。町民とともに医療の問題、病院の問題を考えていってほしいと思っ

ているんです。この前、第一次富士川町の総合計画を作成したときと同じように、積極的に町

民の中に入っていき、町民に働きかけて、町民とともに同じ思いを共有することが今、必要だ

と思っています。どんな形で医療体制を確保するにしても、まだ方針が分かっていないから言

えないと町長はよく言いますけれど、そういうことではなくて、その医療問題を自分たちも一

緒に考えるという、そういうふうな意識を持つことが、また持たせることが必要だと思うんで

すが、町長の考え方はどうなんでしょうか、お伺いします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 先ほどの答弁と重なる部分もあると思いますが、今、峡南北部地域の医療体制というのは、

市川町立病院、鰍沢病院、峡南病院ともに常勤医の不足から極めて非効率な体制となっており
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ます。これは医療にしても、病院経営にしても極めて非効率な体制となっております。今後、

この地域に必要な医療を確保していくためには、やはり中核病院となる病院が必要であると私

は考えております。 
 そういう中で、私はどの病院を残すとか、どの病院を残したいとか、そういうことではなく

て、医師を集約した中核病院をつくり出すことによって、医大からの医師確保が確約されれば、

住民が今、一番困っている救急医療に対応できるほか、他の医療とか介護を提供する機能が増

大して、地域が本当に必要としている医療が確保できるものと考えております。この中核病院

は全診療科目をそろえた総合病院でなくても、一次医療機関である町の医院とか、またここは

二次医療でありますので、三次医療との連携を図りながら、この峡南北部地域で総合医療機能

が確立される。そういった医療体制を望んでいるところであります。 
 現在、３病院の統合に向けて関係者と協議を進めているところでありますが、こうした私の

方針とか考え方、そしてこれまでの取り組みにつきましては、あらゆる機会を通じて住民の皆

さんに訴えてきましたことから、総合計画に対するご意見でもほとんどの地域で医療の問題が

一番となっております。医療体制と医療提供体制の現状と、これからの医療の確保に対する考

え方、取り組みにつきましては十分、理解されているものと考えております。 
 なお、今後、地域医療の充実に向けて中核となる新病院の医療体制とか医療機能など、協議

会が立ち上がって、具体的な内容検討の際には当然、医療関係者に入っていただくこと。地域

住民にも入っていただくこと。それと福祉や介護、消防の皆さんなど多くの方々のご意見を伺

いながら進めていくことになると思います。今、まだ協議会も立ち上がっておりませんので、

どういう形になるのか私も言えませんし、誰一人として住民に説明できる状態ではありません。

現状と今後望まれる医療の体制、その部分は住民に十分説明してきたと思っていますので、今

後そういった方向づけができれば、住民の皆さんに加わっていただきながら、地域が一番望ん

でいる医療体制がつくられるように取り組んでいくということになります。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ５番、市川淳子さん。 

〇５番議員（市川淳子君） 
 今の答弁は町長の、この先、どういう形で医療の体制を整えていくのかと。具体的な、例え

ば病院をどうするかとか、そういうことをおっしゃってくれていると思うんですけども、私が

今、２番で町長にお聞きしたいのは、町長の姿勢というか向き方なんですけども、例えばどう

いう形で、その中核の病院ができるか、できないか、それはこっちに置いといてですよ。今、

全国的に医療が崩壊していて、その住民の人たちが今までは病院におんぶにだっこ、行政にお

んぶにだっこと。そういうことで、痛くなれば行く、ちょっと困れば行く、なんでもそうやっ

て病院に負担を掛けながら、あるいは行政に負担を掛けながら、あるいは医療の料金に負担を

掛けながら、それをやってきたと。ただ、これからそういう考え方ではなくて、住民ももうちょっ

と、医療に対する認識を持ちながら、どうやったら自分たちの、来るであろう病院、来ないか

分からないんですけど、体制に対してフォローして、自分たちも一緒にそのお医者さんを守っ

ていこう、この病院を守っていこうというような、そういう運動になるか、あるいは気持ちに

なるかという、そういうところを私は行政も一緒になってやっていってほしいなということを

２番で今、訴えているんですが、そこの部分の町長の考え方をお聞きしたい。 
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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） 
 住民の皆さんに病院の経営まで入っていただく。あるいは診療体制、非常に難しいと思いま

す。今でも誰がどこへ来ても、そういうわけにはいかない状況だと思います。これは医師がしっ

かり配備されて、そしてその医師を配備するときにも住民の皆さんの今のこの地域における患

者の状況を見た中で必要とされる医師が配備されなければ、意味がないと思っています。今、

外科医のほうはこの地域、ある程度、充足されていると思うんですが、内科医が手薄ですから

救急医療ができないという状況。それに先ほど言ったように、少子化の中で産科、婦人科、小

児科、こういうところがない。そういったものを、これからどうやって地域のためになる病院

としてやっていくかということでありますから、これは医療行政をやっている皆さん、そして

また一般行政のわれわれ、そしてその地域で求めているお医者、どういう先生が必要なのかは

病院が一番よく分かっていると思います。当然、われわれの福祉保健課でもどういう患者の傾

向があるかとかということはつかんでおりますので、そういうことはやっていかなければいけ

ない。 
 何しろ、ここの地域はお医者さんを確保して、地域の人たちが求めている医療がこの場で提

供できる病院にしていかなければならない。住民の皆さんは関わっていただければとてもいい

んですが、片方で町のほうは医療費の抑制ということもやっております。病院の黒字だけ考え

れば、みんな毎日病院に行ってもらえばいいわけでありますけども、そうすると町の医療財政

がパンクする。そこのところがありますので、ただ、お金の部分だけではなくて、地域で本当

に困っている人の医療は、この地域でやはり提供できる。でも、先ほど言ったように、ここは

２次医療の機関です。３次医療まではここではできません。山梨県の場合は３次医療は県１つ

ですから。中央病院なんですね。医大は２．５次だと思っております。医大は３次医療ではな

くて２．５次。この地区とか峡南地区、あるいは甲府地区、いろんな峡東地区、峡北地区とか

ありますけども、これは２次医療までなんです。３次医療といいますか、３次医療との連携も

とりながら、ここで１つの病院、中核病院に行けば、すべて１次診療、３次診療と連携をとり

ながら、総合的な医療ができるようにやっていければいいかなと。それには、やはり医療の専

門の人たちのお知恵を借りながらやっていくより、ほかはないかなと思っています。 
 これで、絵語りといいますか、概要が見えてきた段階には住民の説明会もさらにやりながら、

今度の病院に対するご意見は住民の皆さんから伺う中で、新しい病院の形態をつくっていきた

いと、こんなふうに考えております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ５番、市川淳子さん。 
〇５番議員（市川淳子君） 

 今の町長の答弁を聞いていますと、非常に今、病院をどうするかというところに終始、頭が

いっているんだろうなと思って聞いていたんですけれども、例えば町長がよく２次医療、３次

医療、その言葉すら、まだ住民の方も分からない人もいっぱいいます。そして例えば開業医、

ちょっとしたことだったら開業医に行けばいいではないか、そういうことを、いやいや医大へ

すぐ行かないと、もし何かあったら困る。そういうことで今、医大が毎日１千人の患者さんが

お出でになるようになっているわけではないですか。そういうことは住民の方々、一人ひとり
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が今の医療の現場をどういうふうに自分たちが、なんでもいいお医者さん、ではいいお医者さ

んとはなんですかということになるではないですかね。そういうことで考えれば、もちろん一

人ひとりの住民の方が多少の医療の知識も必要になってくるかもしれない。こういう場合は、

地元の開業医でいいではないかとか、誰に聞けばなるんだとか、その中核の病院は中核の病院

でやらなければならないことはあると思うんですね。緊急ではないものに対して、緊急医療を

どんどん使われても、これはまた中核の病院が大変ですよね。だから、そういったようなこと

を今、住民の方々とともに内容を知りながら、どういう病院がこれから生まれてくるか、生ま

れないのか分かりませんけども、それはこっちに置いといて、今のせっかくこういう医療の問

題が、ここの富士川町にどんときているわけですから、これをいいきっかけにしていただいて、

その住民とともに、そういう問題を考えるような行政の考え方はないかということをもう一度、

お聞きします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 医療行政の中で、これまでも医療といいますか、医療の利用の仕方というのは、福祉保健課

を中心に医療費の抑制も含め、住民の皆さまには説明をしてきております。健診時においても、

どういう病院がいいですよとか、そういうことも個々にお伝えをしているはずであります。た

だ、お医者さんもそれぞれが経営体でありますから、行政がそこの病院がいい、ここの病院が

いいとか、そういうことはなかなか言えないものですから、口コミで患者さん同士があっちが

よかった、こっちがよかったということで盛っている病院、盛らない病院が出てくると思いま

す。ただ、今はセカンドオピニオンという制度もありますから、その病院でどうも納得いかな

ければ、別の専門の先生に診ていただくという制度もあります。それも保険で適用できると思

いますので、そういったことも活用しながら自分の病気はやはり自分で治す。人に聞いて、ど

こがいいからと、治らないからその人に責任を押し付けるわけにもいきませんので、いいお医

者さんをつかんでいただきたい。 
 私が先ほど言った、ここで全診療科目をそろえた総合病院でなくてもというのは、２次医療

でいっても、この病気はやはり入院設備のある、こういう病院へ行ったほうがいいですよ、ま

た、この地域の中核病院へ患者さんが来ても、そこで手に負えない病気もあると思います。２次

医療というのは脳外科なんかを持たない部分ですから、そういうところはすぐ３次医療と連携

をとりながら、いったん応急処理はしながら、すぐ３次医療へ送れる、そういう体制がこれか

ら情報化の時代でもありますので、今、一緒に考えているのは、カルテもどんどん送って、そっ

ちへ着いたらすぐ診療ができる。そういう体制も今度の医療再生計画の中ではやっていますし、

今、病院統合という１つの言葉でいっていますけども、これまでのシミュレーションの中では、

２つの病院をうまく使いながら統合していこうということで進んでいますから、別にどっちの

病院がなくなるとかそういうことではなくて、医療形態、どっちでどういうふうな診療を、何

曜日にどういうふうにやっていくかとか、そういうのは今後の話でありますので、そこがまだ

見えないところなんです。それをしていくための協議会をつくっていきたいということなんで

すが、なかなかこれが歩み寄れないところが１つあります。そういった具体的な話になれば、

住民の皆さんもお話を聞きながら、医療の体制をまた医療形態をつくっていきたいということ

であります。 
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 併せて富士川町ではデマンドバスというのをやっています。家まで迎えに行って、目的地ま

で送っていく。それからまた次の目的地まで送っていくことも可能ですので、この地域全体に

そういったデマンドバスを設けながら、病院利用者に特に配慮したそういったバスの形態も医

療再生計画の中では組み込まれています。そういうものをやはり住民に説明をしながら、単に

どの病院がなくなってしまうとかそういうことではなくて、この地域の医療が本当に今のまま

でいいのか。５年１０年先、２０年先、このままでいいのか、そういうことは私はこの富士川

町の住民には訴えてきましたから、皆さんが医療の問題が今、一番だと。これをなんとかせよ

という叱咤激励を受けているところでありますので、しっかり取り組んでいきたいと、こんな

ふうに思っています。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ５番、市川淳子さん。 
〇５番議員（市川淳子君） 

 本当に今の町長の答弁を聞いていましても、頭の中はそのことだけでいっぱいなのかなと。

私が先ほどから、町民とそういうところはこっちに置きながらも、その今の医療という問題を

町民全体で考えていく、今、いいチャンスなんだから、それを行政でうまくリーダーシップを

とりながら、みんなで医療の問題を考えていったらどうでしょうかねということを今、お伝え

しているんですが、どうも今の町長の頭の中はちょっと、これからどうするかというところが、

すごく気になっているところなんだろうなということで、とりあえず今の質問は、２番目は終

わります。３に移ります。 
 峡南医療圏の現状を見たとき、一刻の猶予もないくらい脆弱な医療提供体制であります。１番

と２番で町長の考え方を伺いましたけれども、今まさにこのような現状を見ますと、町長の強

いリーダーシップで、この現状を打破していかなければなりません。先ほど、町長の口からも

出ましたけれども、この１２月中にはなんらかの結論が出てくるのか。また、結論を出してい

かなければならないタイムリミットと聞いておりますけれども、どのような形になるにしても、

これからの町長の方針政策を町民に訴え、理解と協力と参加を求めていく必要があると思いま

す。 
 ２とダブっているところもあるかもしれませんが、私は今、２番をやったわけですけども、

２では町民との連携の必要性について、町長の考え方を伺いました。今、この３番は、今後、

そう遠くない時期に富士川町が目指している方向性をきちんと町民に示して、理解を求めてい

く姿勢が不可欠だと思いますけれども、町長はどのように考えておられますか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 先ほどの質問にちょっと戻らせていただきますけども、今後どういうふうな形がとれるのか

が、まだ協議が進んでいませんので、住民の皆さんに今の現状でお話をしても、もっと不安を

あおるばかりではないかなと。議会の皆さんには現状と今後の今、進んでいる状況とかは説明

してありますけども、まだ協議が進んでいない段階でどうなるか分からないことを住民に説明

しながら、住民の皆さんの意見を聞いてもはっきりしないんではないかなと思っております。 
 先ほど来、言っているように、この医療の問題というのはそれぞれ困っている状況は違いま

すので、すべての人の意見を聞くわけにはいきませんけども、一番状況が分かっているのは病

 ６０



院の先生だと思いますから、病院の先生と行政が一体となって、この地域の将来の医療を考え

る。それが一番必要だと思っております。地域医療体制検討委員会の中にも、病院の先生、行

政、そして議会、また住民の代表の皆さんも入っていただいていますので、今はその段階で次

の方策を検討しながら、またそれが出た段階には、住民の皆さんにも参画をしていただくとい

うことだと思っております。 
 今のご質問について、私の考えについては、これまでも住民の皆さんに説明をしてきました。

この地域の医療の実態、そして各病院の医師の状況、そしてできる診療の体制、そんなことは

話してきました。くどいようですが、新たに協議会が設置をされて、今後の方向性が出た段階

で住民説明会もやっていきますし、先ほど言ったように医療関係者、住民はもとより福祉、介

護、消防、警察まではいいと思いますけども、そういった皆さんにも病院と関係する皆さん、

当然、医療品の納入業者等もあるかもしれません。でもそこは病院と話をしてもらえばいいこ

とだと思いますので、地域に関わる皆さんとは共通認識のもとにお話を進めていきながら、こ

の地域に本当にふさわしい医療体制が確立できれば幸いだと思っております。 
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） 

 たぶん、そう遠くない時期にいろんな結論が出てくるのかなと思いますけども、ぜひ今、町

長がおっしゃったように、その説明はしっかりとしていってほしいなと思います。 
 何回もしつこく質問させていただきましたけども、もう一度、町長に言いたいところという

か、訴えたい部分がありますけども、この病院問題は今、全町民が非常に関心があって、自分

の問題なんです。誰でも病院にかからない人はいないと思うくらい、誰でもがこの病院問題に

は関心もあるし、関係も出てくる。これを今のいい機会ですから、この機会を逃さずに、病院

をどんな形になるか分からない。それはいいんです。町長がはっきり分かってから説明してい

ただければ。ただ、それとともに、例えば医療費の問題にしても、救急医療の問題にしても、

コンビニ受診の問題にしても、いろいろ住民のほうに問題があることであればそれを住民に意

識させながら、医療をしっかり守っていくと。自分たちの手で守っていく。そういう意識をしっ

かりと住民の方々にも意識してもらいながら、私はこの病院問題に取り組んでいくことがこの

富士川町にとって、いいことなんだろうなと思っております。 
 何回もしつこく質問させていただいて申し訳ありませんけども、このあとは秋山議員からも

質問する予定ですので、私の質問はこれで終わりますけども、先ほど齊藤正行議員が子育ての

町富士川町というようにしたらどうかという提案がありましたけれども、私も同じでそれとプ

ラス教育と子育て、そして医療の町富士川町、そこぐらい、私は町長に頑張っていただいて、

この峡南の医療とともに、富士川町の医療を守っていってほしいなと思っております。 
 終わります。 

〇議長（望月邦彦君） 
 以上で通告７番、５番、市川淳子さん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。 
 再開は午後１時とします。 
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休憩 午前１１時５４分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午後 １時００分 
〇議長（望月邦彦君） 

 休憩を解いて、再開します。 
 一般質問を続けます。 
 なお、建設課長 堀内尚巳さんは公務のため遅れるとの連絡を受けておりますので、ご了承

をお願いいたします。 
 続いて通告８番、６番、齊藤欽也君の一般質問を行います。 
 ６番、齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 それでは、一般質問を行っていきたいと思います。 
 はじめに今回、ちょっと質問が多いので答弁のほうも要領よく簡潔にお願いしたいというこ

とを、まずお願いしておきたいと思います。 
 それでは１つ目、長沢新町地内の水害対策についてということで質問してまいりたいと思い

ます。要旨の中で、ちょっと日にちが間違っているところがありますので、訂正しながら読み

上げる形でしていきたいと思います。 
 先の定例会において、私は長沢新町の水害対策について質問しました。それが９月１２日で

あります。その翌週の２１日、これはちょうど産業建設の委員会をやっている日でしたけども、

台風１５号が来襲し、全国各地で大規模な水害が発生しました。本町においても、最も危惧し

ていた長沢新町の一部道路が完全に冠水し、もう少しで床上浸水という状況まで追い込まれま

した。そこで以下、２点について伺いたいと思います。 
 １点目としましては、この事態を、実は被害ということで、議会中でしたから親水公園や大

法師公園等々いろいろと、私たち産業建設という立場で視察にも歩いておりましたけども、実

は新町で冠水していたということを知ったのが、それから約１カ月余り経って、私が長沢の区

会で議会報告を行った際に、実はこういうことがあったんですということが出て、具体的に例

えば何かが床上になったとかという形での被害ではなかったものですから、たぶん当局からも

お話がなかったんだろうと思っておりますが、このときの作業状況、特にもうすぐ床上という

事態まで追い込まれてしまった原因を含めて、作業状況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します。 
 ９月２１日の台風１５号の折には、排水機場の操作の遅れにより区画整理地内の道路の冠水

を招き、地域の皆さまに大変ご迷惑をお掛けし、申し訳なく思っております。当日の排水作業

の状況でありますが、午後５時３０分ごろから１台目のポンプの運転を開始しましたが、ポン

プの真空がつくれず、排水開始に至らなかったため、１台目を停止し、２台目を運転させ対応

させましたが、時間がかかり６時過ぎからの排水作業となりました。 
 １台目のポンプも管理業者と連絡をとり故障の原因を解除し、２台での排水作業を行いまし

た。その間に富士川からの逆流が始まり、水門を下げる操作をしましたが、非常停止の状態に
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なっており、電動での操作では作動せず手動で水門を下ろしましたが、閉まるまでに時間を要

し、上流側水門が閉まったのが７時１５分過ぎとなりました。区画整理地内の道路の冠水に至っ

てしまいました。水門が閉まり、７時３０分過ぎに道路の水が引き始めました午後１１時３０分

ごろには富士川の水位が下がりましたので、水門を上げポンプを停止しました。 
 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） 
 お尋ねします。 
 排水機場というのは、長沢新町だけではなくて、あと何カ所かあるわけですけども、そちら

のほうは、このときどういう作業をされていたのかお願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） 

 湛水防除システムにつきましては青柳、それから長沢ということで、青柳の排水機場につき

ましては、もう排水のほうを行っていた状況であります。青柳、それから長沢につきましては

２班編成のもと１班が４人、長沢、それから夜になりましたら、また４人という、そういう体

制を組みながら、全職員が、うちの農林担当職員と、それからお手伝い、今までの農林、機場

に関わった職員、経験がある職員をその体制に充てております。 
 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） 
 話を聞くところによりますと、このときはいったん雨があがって、長沢の区長さんも現場を

心配で見に行って、雨があがったと。その当時は、それほど水位は上がっていなかったという

ことで安心されたようです。ところがその後、富士川の水位が上がり、そして長沢川のほうへ

逆流してくると。水が。どんどん水が溜まって、夕刻になって水が溢れ出すということだった

ようです。今のお話でいけば、作業が遅れたということもあるんでしょうけども、この管理体

制ですね。これがやっぱり巡回等も含めて、まずかったんではないか。そのために遅れたんで

はないかということが１点、私は思います。 
 それと地元の人から役場に連絡があったと。そうしたら、当初の話だと思うんですけども、

それは組長さん、区長さんを通してくださいみたいなことで、何人かの方が連絡して、ようや

く役場のほうで体制をとってきたという、これは危機管理の問題もあるだろうと。そして作業

が遅れたという、そういった問題が重なって遅れたということがあるんでしょうけども、問題

になってくるのは、実は作業を始めたのに１台目のポンプが動かなかったと。そして逆流を止

める水門の開閉が自動でできなくて、駄目だったと。当然、この水門は年に１回なり２回なり、

定期点検されているはずです。でも、それでも結局駄目だったということは、私はやはり、こ

の機械というのは、機械設備自体がかなり老朽化していて、いわばよく言う予想外の、本来動

くべきものが順調に動かなかったという。これは機械の老朽化もかなり大きな原因ではないか

と思うんですけども、そのへんどうでしょうか。それと今言った、体制の問題ですね。２点、
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お願いします。 
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） 

 まずはじめに体制でございますけども、青柳のほうに職員が２名いました。それでもう操作

のほうを始めていまして、長沢のほうにも２名おりました。作業のほうをいつでもできるよう

な体制を整わせていたわけなんですけど、職員の操作の遅れというよりも、非常に機器類が、

ポンプ、それからゲートということで、二重の支障が起きてしまったということで、通常職員

が操作マニュアルを持っているわけなんですけど、操作マニュアルに則ってすれば、通常ゲー

トも下りるものだと思うし、ポンプのほうも動き出すという、そういう安易な気持ちまではな

かったんでしょうけども、だいぶここのところ、１４年に操作してから排水のほうをしていな

かったという現状の中で、前もってそのへんをテストしていけばよかったのかなと、今思えば

反省するところであります。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ６番、齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 それでは２つ目の質問、これは町長のほうでお願いしたいと思うんですけども、９月定例会

で私はこの新町の水害、近年の集中豪雨に鑑みると、非常に大変な状況に陥るだろうというこ

とを危惧しまして、９月に質問したと。図らずもその直後ということなんですけども、このと

き、町長はシミュレーションを今、早急に再度お願いしていると。それができた段階で、地元

の対策協と相談しながら、今後の対策を練っていくという点と、もう１点は実施計画の中にで

きるだけ、終わりごろにはなるだろうけども、盛り込んでいきたいと。費用もかかるというご

答弁でした。地元からはそうはいっても至急、もう少し排水能力を高める手法を暫定的にでも

とるべきではないか。また、とってほしいという意見が出されているんですけども、今後の対

策および取り組みという点について、ご答弁をお願いしたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 齊藤欽也議員の、その後の取り組みについてのご質問にお答えいたします。 
 台風１５号で富士川の逆流によりまして、一部道路が冠水したことから現在、２カ所の水門

の修理を県に依頼しているところであります。今後の対策につきましては、県のシミュレーショ

ンが仕上がった段階で、地元の皆さんと数値等、協議をしてまいりたいと、こんなふうに考え

ております。 
 ９月の議会と同じことになりますけども、整備はその後になるわけでありますが、施設の改

修には排水量、トンあたり２億円から３億円と聞いておりますので、改修には莫大な事業費が

予想されます。長沢川はもともと県の管理河川でありますので、事業主体がどうなるか。県と

も協議を行いながら、実際の事業主体、そして改修の規模、財源等の確保の見通しを立ててか

ら実施期間を決めてまいりたいと考えております。 
 なお、今回のこうした事態もありましたので、今、役場の中で暫定的なポンプの増設につい
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ても検討を始めているところであります。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ６番、齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 今、暫定的なポンプの増設というご答弁があったんですが、それは具体的にどういうことな

のか。あるいはもし時期的に考えているんであれば、どういうことかお願いしたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 現在、長沢川には７．５トンの能力のポンプが配置をしてあります。この暫定的というのは、

この７．５トンのポンプにしても建設以来、３５年以上経っておりますので、ポンプは動くわ

けでありますけども、根幹的な老朽化というのもあります。今すぐ、先ほど言いましたように、

全部を変えるというとトン当たり２億、３億円かかるということですから、これが何トンにす

れば今後の雨量に対応できるのかという数値を地元と協議する中で、今後の抜本的な修理とい

うのはやっていかなければならないと思っておりますけども、過日の道路冠水を含めまして、

今の河川の上にもう１つポンプを増設することが可能かどうか、技術的にですね。それと能力

的にできるかどうか、そういうことが可能であれば、１トンクラスの、今７．５トン付いてい

ますけども、１トンクラスのものを増設ということも、内部で協議を進めているところであり

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） 

 対策協はたぶん２月か３月はじめごろに行われると思うんですけども、そうするとそのころ

にはそういったことも含めて、ある程度の結論が出せるという理解でよろしいでしょうか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 ここ数年、２月ごろに地元対策協と町と県の合同会議をしております。それまでに結論が出

せるかどうか。これも２億、３億円という話になれば財源確保が問題になってまいりますので、

そちらのほうの見通しが付ければ、お話ができるんではないかと思っております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ６番、齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 この問題は９月のときにも指摘をさせていただきましたけども、町長が合併を進める立場で、

絶えず地区説明会なんかでそのメリットの１つとして、大きな事業ができるんだよということ

で、ある意味では公約的な形で、私たち長沢の区民は受け止めています。合併後、新町の町長

にめでたくおなりになって、これで町長は、同じ町長がやっているんだからやってくれるだろ

うと非常に期待もしているので、そういう意味では町長の今期の任期、差し当たってあと２年。

総合計画を見ますと、もう１期、お考えになるかどうかは別としましても、差し当たりあと２年
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しかないんですよ。だから、そこで見通しをぜひ付けていただかないと困るなというふうに思っ

ていますので、そのへんはよろしくお願いしたいと思います。 
 それでは次、大きな２つ目に移りたいと思います。 
 新町建設への取り組みについてということです。合併して１年９カ月が経過しました。志村

町長は２つの重点施策等、６つの主要推進施策の実現で奮闘しているところだと思います。そ

の中で、最も大事なものは町民の一体感の醸成と公正・公平、そして合併の最大の目的である

行財政改革、行政の効率化ということではないかと思っています。 
 そこで以下、４つの点について順次伺っていきたいと思います。 
 昨年６月に新町になってすぐですけども、そのときに私は職員数の適正化計画ということに

ついてお伺いしました。そのときの答弁では、削減目標が示されまして、５年だと何人、ある

いは１０年だと何人というようなご答弁がありました。これは議会広報に載ってありましたが、

その計画は現在、策定されているのかどうか。策定されているとするならば、おおよその内容

はどのようになっているのか、その点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） 

 ただいまの、齊藤議員さんのご質問にお答えしたいと思います。 
 富士川町の定員管理適正化計画は新たな行政課題や社会情勢の変化に弾力的、かつ的確に対

応し、最小の経費で最大の効果を掲げるため、また計画的に職員の削減に取り組むために本年

４月に策定しました。町のホームページに掲載してあるところであります。計画の内容ですけ

ども、計画期間は平成２７年度までの５年間として、合併年度の全職員数１８８名を平成２７年

４月１日の目標職員数を１７５人に制定し、この間に１３人の人員削減を目標としております。 
 今後はこの定員管理適正化計画に基づき、職員を計画的に削減していくとともに、将来にわ

たり年齢構成にゆがみが生じないことを原則とし、また削減により行政サービスの質を低下さ

せることなく、合併によるスケールメリットを生かした長期的な視野に立ち、適正な定員管理

に努めてまいりたいと思います。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ６番、齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 ここに一部、抜粋した資料をいただいていますけども、できているならば早いうちに議員に

こういう計画ですよということを提示していただければ、また私たちのほうからも、これでは

ちょっとなということがあれば、意見も出せただろうと思います。それは別として、この計画、

常々町長は１万７，１００人当たりで考えれば１７０人、適正規模ということをおっしゃって

います。この計画で見ていきますと、そんなに正直、人数は減っていない。前の答弁では５年

間で２０人減らすというふうに考えると、採用は７名になるという話が、たしかあったんです

よ。ここに。実は。正直、この計画を見て驚いたのは、非常に間延びしている。例えば、平準

化ということで４人から３人、毎年採用しているという、町長の考え方が一方にあります。一

方には退職者数があって、やっぱり最低４人、平均４人採用しているとなると、正直いって、

一体何年経てば、例えば２０人なり３０人の削減ができるのかということが、なかなか進まな
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い計画になっているんではないかなと。町長が合併して新しい町を立派に仕上げるため、この

４年間でいろんなことをやらなくてはいけないと思います。これは大胆にやっていかなければ

ならないと思いますけども、この計画はたしかにつくってありますし、内容も示されています

けども、私の目から見たときに本当に行財政改革をやろうということを意識した目標数値なの

かという点については多く疑問があるんですけど、その点、町長はどうでしょうか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 私も今、細かい数字は持っておりませんけども、前回、申し上げましたのは、毎年４名の採

用をした場合、約４０年は勤めていただくわけでありますから、１万６千人以上の人口が確保

できれば、議員さんがおっしゃるように、私の長い経験値からいくと人口１００人当たりに１人、

このくらいの町の規模でいきますと、人口１００人に１人ぐらいが正規職員の数でよろしいん

ではないかという中から、定員管理計画を出しているんですが、そうしますと、毎年４名くら

い４０年勤めて１６０人の職員規模ということですから、将来に何年か経って、そこにぽっか

り人がいないとか、そういうことがないようにしていくためには、安定的に４人ぐらいの採用

をしていく。そして辞めていく方は辞めていっていただく。そういう中で、適正な職員の定数

管理をしていこうということでありますので、先ほど総務課長が言いましたのは５年間で

１３人、これは採用と退職者の数で出てくるわけであります。今後におきましても、年齢構成

は出ておりますから、デコボコがある年も出てきますけども、将来的には１６５から１７０ぐ

らいの数字になってくるんではないかと。現状が１万６，５００か１万６，６００ですから。

それから目標は１万７千人としておりますので、そのへんに落ち着いていくということで、今

すぐ、合併したから職員をぽんと減らしてしまうということは土台できませんので、長い年月

をかけながら適正な職員数に合わせていくということになります。 
 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） 
 人口１００人に１人という、この基準がいいのかどうか。ちょっと分からないところがあり

ます。ただ、町長の今、１００人という話でいってしまえば、１万６千人になったら１６０人

だよねと。１万５千人になったら１５０人だよと。そうならないでほしいんですけども、人口

が急激に減らないでほしいんですけども、現実は日本中が少子化ということで、どんどん減っ

ているのは現実なのでね。うちの町だけ減らないで増やすということも正直なかなか、よっぽ

どの大企業でも誘致できない限り難しい話です。そう考えていくと、この計画も絵に描いた餅

になってしまわないように、そしてなんといっても実行していただくということが一番大事だ

と思うんですけども、その点についてお願いします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 本年４月に策定いたしました富士川町の定員管理適正化計画、これはあくまでもやはり計画

です。これを目標にしながら、これ以上に悪い状態にならないようにもっていくという計画で
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ありますから、これをもとにしながら適正化の管理をしていきたい。同時に役場も生き物です

ので、これから国民文化祭もきます。リニアも入ってきます。そういうところにも重点的に人

も付けていかなければ町の事業も遂行できませんので、デコボコのある年はあると思いますけ

ども、先ほど言ったように人口１００人に１人の正規職員を確保していきたいと。 
 ただ、この富士川町は保育所もほとんどが公立でやっております。お隣の昭和町を見ますと

公立保育所を持っていませんから。富士川町よりも人口が多くて、少ない人員でやっておりま

す。私も公立保育所の民営活動とも前々から言っておりますけども、そういった業務のほうの

行政改革も進めながら、適正な定員管理をしていく。今現在は今の状態の中で考えております

ので、こういう職員の数を計上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） 

 適正化計画の中身については、また議員に説明をいただいたときに、議論の対象にさせて、

また細かいことはそこで議論させていただきたいと思います。 
 それでは２つ目、体育施設を含む施設使用料の統一化ということについて、ご質問したいと

思います。 
 実は昨年の今ごろ、もうちょっと前ですか、町の体育施設、旧鰍沢町と増穂町の体育施設の

利用料というのがかなりバランスに欠けたものだと。平たく言うと、例えば増穂町では有料な

のに鰍沢町では無料のものがあったり、あるいは夜間の使用料が鰍沢町３００円なんだけども、

いわゆる旧増穂町は９００円だったと。そういった大きなバランスの違うものがあるので、こ

れは合併して１年以上経つんだから、早く統一すべきではないかということで、町の特に事務

方を中心に町長のほうへもお願いし、やりましょうということで、当初、たしか本年の３月ぐ

らいを目途に、もし遅れる場合でも６月ぐらいには使用料の統一化に向けた見解を示し、でき

れば条例も改正したいというような話を伺っておったわけですけども、一向にその話が表から

出てこないということなんですけども、その進捗状況、あるいはこれからの予定等があればお

願いしたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 生涯学習課長、望月親人君。 
〇生涯学習課長（望月親人君） 

 それでは、齊藤議員のご質問にお答えします。 
 体育施設の使用料につきましては、合併後も旧町の料金を引き続き適用しております。利用

者から特に苦情とか要望などもございません。 
 合併から１年を経過した時点では、利根川公園のテニスコートの完成に合わせて見直しを行

う予定でおりましたが、工事に変更が生じて供用開始が７月にずれ込んだことと、東日本大震

災によります夜間の使用自粛、節電対策としての利用時間の短縮などがありまして、見直しが

できませんでした。来年は合併から２年を経過しますので、使用料のほうを見直していきたい

と考えております。 
 ただ、体育施設につきましては、学校開放施設を含めて４０あります。規模も施設もそれぞ

れ異なりますので、統一した算定方法の中で施設間の料金バランスを考えていくことが必要だ

と思います。現在、課内で見直しを行っておりますので、原案が固まり次第、スポーツ推進審
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議会に諮り、進めてまいりたいという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） 

 今、町民のほうから特に苦情がないというお話がありました。それはそうだと思います。私、

実はテニスをします。まさか鰍沢の大法師公園がタダなんて思いもしませんでした。逆に鰍沢

地区の人たちは、もともと皆さんそれぞれ、自分のホームグラウンドを持っていますからね。

特に体育施設については。そこを使っていて違和感を持たない、これは当たり前。ただ、行政

としては、それでは済まされないと思うんですよ。やっぱり受益者負担ということも考えて、

それなりの施設料金というのは設定し、私は無料にしろとか、そういうことは言いません。あ

る程度、ちゃんとバランスをとって、両方を平等に扱うということをしていかないと、これは

駄目だろうと。先ほど成案が固まり次第というお話がありましたが、これはいつごろですか、

目安は。 
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） 

 ３月議会に諮る予定で進めております。ただ利用料の改定ですので、さまざまな意見が出る

ことが予想されます。１１月３０日の山日紙面にもありましたように、中央市は合併後６年を

要していますし、市川三郷町でも４年半かかっています。ですから可能な限り早い時期に条例

改正を行うということで、ご理解をいただきたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ６番、齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 今の答弁、非常に私は心外に受け止めています。というのは、ほかの町は６年かかった、４年

かかったという話ではないんですよ。まず、この問題を提起し、正面から審議していかないと、

できるものもできないということです。ですから、今言った来年３月と、この目安でもって、

しっかりとやっていただくということをお願いしておきたいと思います。 
 それでは、３つ目に移りたいと思います。 
 今、イベントが春の大法師公園のさくら祭りと夏のＲ５２、秋の富士川まつりと。この３つ

のイベントを町の三大まつりとして位置づけて、今やっています。しかしながら鰍沢地区にも

いくつか、これとは別のイベントを町が関わりながら、いまだやっていると。常々、地域でで

きる、旧増穂地区では平林の収穫祭、あるいは小室のゆずのお祭り、こういったものは皆さん、

地元で一生懸命、地域おこしということでやってくださっている。そういったことを参考にし

ながら、三大まつり以外については整理統合しようと。そして地元へ任せていこうという方針

できているわけですけども、それは今どうなって、今後どのような見通しなのかお願いしたい

と思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 商工観光課長、矢崎仁君。 
〇商工観光課長（矢崎仁君） 

 それでは、齊藤欽也議員のご質問にお答えしたいと思います。 
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 町のイベント等の整理統合ということでございます。 
 先ほど言われました三大まつり以外の鰍沢ふるさと夏まつり、それから大柳川のやすらぎの

里もみじ祭りの開催内容、それから運営方法につきましては、数年をかけて地区主催の祭りへ

移行できますよう、地区との協議を重ねてまいりました。 
 その中で、まず鰍沢ふるさと夏まつりにつきましては、町からの補助金としまして、平成

２２年度には１５０万円。それから２３年度は、５０万円減の１００万円に減額をして交付し

ております。また今年度につきましては開催に伴いまして、職員の動員を１３名、動員をして

いたんですけども、それをすべてなくし、地区それから発展会を主体に商工観光課が協力をし

て、祭りの開催をしたところでございます。 
 来年度につきましては、町としましては補助金の最終年度というふうに考えまして、５０万

円の交付を考えており、また今度は地域の独自色を持った地区の主体の祭りへ移行をしてまい

りたいと考えております。 
 また、大柳川で実施されます大柳川やすらぎの里もみじ祭りにつきましては、町からの補助

金はなく、地元からの負担金等で運営はしております。今年度につきましては、やはり２６名、

動員をしておりました職員を１９名というような形で、職員の動員をさらに減らしまして、地

区の役割、この部分を増やして開催をしたところでございます。 
 もみじ祭りの開催につきましては、町民の評価委員会、こちらのほうから町主導型の祭りと

して、観光資源である大柳川渓谷をＰＲすることとし、内容や時期を含めて改善して継続する

という評価報告がなされましたが、今後は地区ならびに観光物産協会なども含める中で、大柳

川渓谷の観光ＰＲを考えた祭りのあり方を十分検討しながら、地区主体の祭りへ移行してまい

りたいと考えております。 
 以上でございます。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ６番、齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 どうも、答弁ありがとうございます。 
 もみじ祭りなんかは、１つの地域の活性化ということで、重要なイベントではあるんだと思

います。一方で、行政が関わりをできるだけなくしていくということなんですけども、知恵は

いくらでもあるので、ここは一生懸命出して、知恵の出せるところで協力して、地域活性化に

つながるように地元の協力も仰ぐということで、よろしくお願いしたいと思います。 
 最後に４つ目、大型商業施設の誘致の現況ということですけども、すでに２年前に青柳東部

地区の商業地への用途地変更を２年前に行ったわけですけども、それ以降、なかなかベイシア

問題が種々、問題があって進展しないと。県のほうからも、要するに用途地変更までしたのに、

なかなか話が具体化していないというので、どうなっているんだというような声がきていると

いう話も一部伺っています。 
 私は非常にベイシアを進出前提として商業地域にしたんですけども、これが進まないという

状況。そして６月議会でしたか、町長が新たにナフコというところも出てくるんだと。こちら

のほうは商業地域の指定が必要なのかどうか、県の許可がいるのかどうかよく分かりませんけ

ども、いずれにしてもそういったあの地域の開発がなかなか進まないということは、町にとっ

ても非常に不利益を被ると。いろんな税金も入らない。あるいは開発が進まないことによって、
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地権者も困る。あそこは町の活性化の大きな目玉地域であるだろうと思います。そういう意味

では、今の状況を打開していかなくてはいけないんだろうと思いますし、町としても商業地域

にしていたということを考えれば、新しい方法なりなんなりを模索するという形で積極的に関

与していくべきではないかと思うんですけども、町長、その点についてはいかがでしょうか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 商工観光課長、矢崎仁君。 
〇商工観光課長（矢崎仁君） 

 齊藤議員のご質問にお答えいたします。 
 中部横断道、増穂インターチェンジは町の玄関口でもございまして、その周辺の開発は地域

の活性化へ向けた最重要課題であるとの認識のもとに秩序ある高度な土地利用を図るべく、平

成２１年の１０月に町道青柳横通り線沿道を中心に都市計画用途区域の変更を行ってまいりま

した。町といたしましても、これまでアクセス道路の整備や東川の付け替え等の基盤整備を進

める一方で、用途区域に指定されましたことで大型商業施設出店計画、大いに進展をして、そ

の集客力や雇用の創出により地域の活性化が図れるものと期待しておりました。 
 しかしながら手続きに入る段階におきまして、地権者の中で数名の地権者が難色を示し始め

たというようなことで、いまだ合意には至っていないということでございます。都市計画変更

後、時間も経過していますことから、早い時期に地権者が合意し出店計画が進展するよう、地

権者会とともに町も今後関与しながら、引き続いて調整に努めてまいりたいと考えております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ６番、齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 最後に、町長にご答弁をお願いします。 
 今、ベイシア問題が暗礁に乗り上げていると。この現実は否定できないと、私もそう思って

います。いろんな動きがあるという話も伺っておりますが、町長、この問題へどのように取り

組んでいくのか、その姿勢、構えというものを最後にお願いしたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 今、課長が答弁したように、数名の方が土地の貸借について難色を示しているということで

ありますが、地権者会の役員さんが中心となり、現在、反対している人たちとも今後の方策に

ついて、今後もう土地は貸さなくて、ずっと農業をしていくのか。それとも土地の有効活用を

図っていくのか。そのへんの一歩から再度やっておると。地権者会のほうも年度末を目途に結

論を出したいということであります。町のほうも一緒になって、今、進めているところであり

ます。一方、ナフコにつきましては、出店に必要な用地、地権者の同意が得られておりますの

で、現在、契約の準備段階に入ったところであります。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ６番、齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 よろしくお願いします。以上で、質問を終わります。 
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〇議長（望月邦彦君） 
 以上で通告８番、６番、齊藤欽也君の一般質問を終わります。 
 続いて通告９番、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。 
 まず１点目ですけども、地域医療体制調査検討委員会の検討結果に対する２町の意見集約に

ついてということで、１つ目がどのような会議であっても、人によって言葉の捉え方が当然、

違います。物事の意味や内容を必ず定義づける必要があるということは自明であります。要す

るに言葉で明確に限定して、共通の理解を持って議論しなければ建設的提案というものは生ま

れないと考えております。 
 今年４月２８日に、地域医療体制調査検討委員会より依頼があった検討結果に対する富士川

町と市川三郷町の意見集約は、それぞれ９月２日と２２日に回答がなされました。その現在ま

で、調査検討委員会や打ち合わせ会が何度か開かれ、２カ月半以上が経過しております。２町

が回答した意見集約の中身について、今の時点で両町の共通理解はすでに得られているのか、

お伺いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 秋山貢議員の、地域医療体制調査検討委員会からの検討結果に対する２町の意見集約につい

てのご質問について、お答えをいたします。 
 地域医療体制調査検討委員会から本年４月に出された検討結果につきまして、先般、両町か

ら回答を行い、そしてまた１０月３１日に第６回目となる調査検討委員会が開かれ、言い回し

に相違はあるものの３病院統合については、おおむね同様の回答内容であることから、病院統

合に向けた任意協議会の設置を進めていくこととしたところであります。 
 こうしたことから現在、県や山梨医大のご指導をいただく中で、病院統合のための協議会設

置に向け、最終的な調整を行っ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） 
 では、この市川三郷町の意見集約の中のことを具体的にお聞きしたいと思います。 
 この中には病院統合等の協議と並行して、地域医療機能推進機構の運営内容を調査検討する

と書かれております。現時点では新機構の設立は未定であります。いつまで調査検討する考え

なのか、両町での共通の理解はできているのか、お伺いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 本年の夏に新法が出まして、そして厚生労働省にもうちの町からも、市川三郷町からも一緒

に行って新法の内容をお聞きいたしました。新法は新法として、ああいう定義をしたことで、
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これは理想である。実際に鰍沢病院がその新法の適用になるかどうかは、未定であるという回

答を得ております。そしてまた、先ほど山梨大学のご指導もいただく中でというところで、両

町も入りながら、いろいろ協議している、最終段階をしているところでありますけども、鰍沢

病院の院長からも、鰍沢病院はこの新法の適用外という話もいただいていますので、それらの

検討は回答の段階ではありましたけども、現段階ではもうそこはないと考えております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 その回答の段階といいますと、久保町長が出された９月２２日の段階ということですよね。

そうすると、それがないというのは、この回答書は現実にいきているわけですよね。そうする

と、ないというのはどこで判断されているんですか。市川三郷町の町長さんと、それについて

は、これは志村町長とお二人で、この文言については議会も同意して調査検討はしないという

ことを明言されて確認したのか、その点についてお伺いします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 先ほど答弁したとおり県や山梨医大のご指導をいただく中で、今、協議会設置に向け、最終

的な調整を行っている過程の話です。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 お互いに都合のいいように解釈したんであれば、物事は進まないと思うんです。そこは、も

し市川三郷町のほうも了解して、医大と県も交えて、これについては削除したということであ

れば、この回答書を修正なりなんなりしていただかないと、議会としてそんな公開されていな

いようなことを鵜呑みにすることは、僕はできないと思うんですよ。やはり共通理解というの

は、お互いが納得した上でこういったものも修正するというのが、僕は必要だと思うんですけ

ど、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、協議会の設置に向けて最終的な調整を行っているところでありますが、協議会設置がさ

れるときには、そういった懸念される部分等は協議をしながら進めていくことになりますので、

これからもいろんな面で、今、両町が３病院統合が望ましいといっておりますけども、２病院

になるかもしれません。これはまだ全然、協議がしていないからそういう段階でありますけど

も、先ほど言いましたように回答の言葉に、言い回しに相違はあるものの３病院統合というと

ころでは合致をしておりますので、協議会設置に向けて、今、準備をしろという指示もいただ

いておりますから、そこに向けて最終調整をしているところであります。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
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〇３番議員（秋山貢君） 
 やはりそういったところをはっきり確認して、交渉ごとというのは相手の言葉をいただいて、

そこを証拠として積み重ねて物事が進んでいくと思うんですよ。やはり、そこは六者協議があ

るということであれば必ず確認していただきたいと思いますけども、確認していただけますか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 当然、確認をしていかなければならない項目だと思っております。 
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、またこの意見集約に書かれている病院統合等の協議ということでありますけども、

この協議というのは、私たちの富士川町では平成２６年４月１日開院予定の３病院統合に向け

ての協議と理解しているんですけど、市川三郷町としてはこの設置を予定している任意協議会

については、地域医療体制の構築を図るため、国の地域医療再生臨時特例交付金の基金を活用

して、３病院を統合して２５年度までに実現する約束を前提として考えているのかということ

も、２町の共通理解になっているのか、お伺いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 今回のこの地域医療再生計画自体が２５年度までの交付金の期限を持ったものでありますの

で、２６年４月１日うんぬんは私個人とすればありますけども、もっと早くなるかもしれませ

ん。それを延ばすことは無理だと思いますけども、それより早くなるということは可能になっ

てくる。そのために、これから協議会をつくって協議を進めていくということになると思いま

す。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 これも先ほど言った地域医療機能推進機構のことについてと同じように、共通の理解として

六者の会談があるとすれば、このことも任意協を立ち上げる前の基本的な確認事項ということ

で確認していただけますか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 今回、進めております３病院統合、病院連携につきましては、地域医療再生計画に基づくも

のであります。その地域医療再生計画は２５年度末が期限となっておりますので、当然その中

でやっていく仕事の１つだと思っております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
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〇３番議員（秋山貢君） 
 その中でというのは、任意協議会の中でということではなくて、私は任意協議会を立ち上げ

る前の六者の会談の中で共通の理解として、遅くも、早ければ早いほうにこしたことはないん

ですけども、２５年度までに新病院統合に向けての協議であるという共通理解を確認していた

だけるかということです。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 これから任意協議会が設置されれば、その中でいろんな難題課題があれば、すべて協議をし

ていきます。ここが正式な場でありますから、いくら数人で下打ち合わせをやっても、それは

あくまでも下打ち合わせの段階でありますので、早く協議会を設置して、協議会は公正の場に

なります。任意であろうが、法定であろうが。公の場になりますので、そこの場ですべて調整

をしていくということになります。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 私が言っているのは協議会で協議するんではなくて、協議会を設置する前にこの基本的なこ

とは確認してほしいということをお願いしているんですけども、それについてしていただける

のか、できないのか、お願いします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 地域医療再生交付金の期限が２５年までです。それまでになんとかしようということで、今、

協議会をつくる準備を進めておりますから、今、やっていることは２５年度末までに片付けよ

うということで進んでいるものと考えております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 ですから今度、任意協を設置する前に確認事項として、この点については六者で、きっちり

とこういった方向で、共通理解でよろしいですねということを確認していただけるかどうかと

いうことです。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 当然のことだと思っております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 ぜひ、お願いいたします。 
 それではもう１点お聞きしますけども、市川三郷町としてはこの任意協議会の意味するとこ
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ろは法定協議会、もしくは町長のよくおっしゃる２町で設置する病院の経営母体や運営につい

て協議する一部事務組合の前段階となる任意協議会となるのか、その点の共通理解も得ていか

なければいけないと思いますけれども、その点についても六者の会談で確認をしていただける

のか、お伺いをいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 先ほど来、申し上げているとおり、いろんなまだ課題があるわけで、それを決めていくため

の協議会を設置したいということでありますから、そこの場でその以前にいろいろ決めるんで

あれば、協議会の設置が必要なくなってしまいます。お互いの町に、いろんな、片付けなけれ

ばならない共通認識を持っていかなければならない項目があると思います。それを協議会の場

で１日も早く協議をしていかなければ、住民の皆さんにもこれからの姿が見せられないと。説

明もできないということでありますので、１日も早く協議会をつくりながら、お互いこういう

ことは、この協議会の中で協議をしていこうという項目を出していただいて、それをすべて一

から、すべて協議会の中で協議をしていくことになると思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 私は第６回の調査検討委員会へ傍聴させていただきました。そして志村町長が私のお聞きし

た、こういった経営母体、それから運営についての一部事務組合の設置も並行していかないと、

２５年の末までにはなかなか難しいということを発言なさったと思うんですよ。私もそういう

考えであります。ですから、この任意協議会を設置する前にその基本的なところは当然に２町

の町長、それから特別委員長が共通の理解を持って進まなければ、いくら任意協議会を設置し

たからといって、この確認事項が共通理解のもとで進んでいかなければ、僕は難しいと思うん

ですよ。ですから先ほどから何回も、一つひとつ言わせていただいていますけども、このこと

も大変重要な課題でありまして、これについても共通理解がないと、中に入ったとき、僕は進

まないと思うんです。ですから、これについてもぜひ確認をお願いしたいと思いますけども、

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） 

 どの項目を協議するときにも、事前に協議会に出す項目も選定をしながら、今回はここまで

協議しましょう、次回にこういうことをやりましょう、それを決めていくところも当然あるわ

けでありますけども、最終的に決めるのは協議会であります。協議会でお互いのもやもやした

といいますか、懸念される項目があれば出していただきながら、協議会で十分協議しながら、

それは協議会の場において決定していく。 
 当然、今後スケジュールも出てくると思います。そのスケジュールに遅れないように、協議

会を開催しながら、お互いが理解できるものとしながら進めていかなければならないと思って

います。 
 私は経営母体、そして運営形態、これを２つに分けてするというのは、富士川町からの回答
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のときにも、市川三郷町と富士川町で経営母体を創設して、そしてまた別組織として病院の運

営は運営、これは先ほど市川淳子さんの質問にもそんなふうな意味合いでお答えをさせていた

だきましたが、味噌糞一緒の協議会ではやはり時間がかかるばかりですので、協議会が立ち上

がった中にはそういった、また分科会みたいなものをつくりながら、期限が迫っているわけで

ありますから、そういう中で協議をし、決まったものはまた住民の皆さんにも説明をしながら、

住民の意見を聞きながら、修正できるものは修正していく。また、病院として本来の機能を確

保しなければならない部分は、住民の皆さんにご理解をいただく部分も出てくると思いますけ

ども、そのために１日も早く協議会をつくって正式な協議を進めていきたい、そんなふうに考

えております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 そうすると、この問題に対しては先ほどとは違って、任意協議会の中で議論していきたいと

いうことで、六者の代表の会議のところでは事前に確認しないという解釈でよろしいですか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 協議会に出す項目は事前に、どの問題でもそうですが、事前に協議はします。そしてこうい

う形で協議会へかけようという原案をつくります。協議会がまっさらのところで、皆さんに議

論していただいてもなかなか進まないものですから、六者会議になるのか四者会議になるのか

分かりません。そのもとにはプロジェクトチームもありますし、両町でやる幹事会もあります

から、そういうところでも議論をし、そしてそれをあげていったのが、最終的な判断をするの

が協議会ですから、いくら下場で話をしても、それは話だけであって、決定事項ではないです

ね。協議会で最終的に決定をしながら、その決定されたものが住民の皆さんにもオープンにし

ていきながら、これからの病院の姿を見せながら、意見をお聞きしながら、また修正もあるか

もしれませんが、それを決めていくのが、最終的には協議会だと思っております。当然、その

下段階のときには、そういった話、協議会へ出ない話もたぶん出てくると思います。そこをす

るのが、調整ができる会合の場だと思っておりますから、当然、そういう場では今言った懸念

されているような問題は、すべて話をさせ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） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 ぜひ、お願いいたします。 
 それでは、次に２の３病院統合の市川三郷町との協議の現状認識についてということで、こ

の質問に対しては、若干、市川議員も前に質問なされていますので、重複するところの答弁は

結構ですので、要点のみ言っていただければありがたいと思います。 
 まず１ですけども、９月定例会の井上光三議員の一般質問に対し、３病院統合の協議は協議

会が設置された場合は円滑に進められると考えると町長、答弁しておりました。私は先ほども

言いましたけども、１０月３１日の第６回地域医療体制調査検討委員会を傍聴し、１１月２５日

に行われました山梨大学医学部との打ち合わせ会の報告を特別委員長より、お聞きしました。 
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 市川三郷町民の組織的な活動でない、個人の方々の活動で市川三郷町立病院を存続してほし

いと望んで、有権者の約３分の１といわれる３，９７７人が署名したと聞いております。これ

を組織を挙げて活動すれば２．５倍、ないしは３倍集まるだろうといわれていました。そこか

ら浮かび上がってくるのは、町立病院の存続を望み、署名をした多くの市川三郷町民の姿であ

り、組織的に署名活動をすれば全町民が町立病院の存続を望んでいるのではないかと苦悩する

町トップの姿であります。 
 そこで、このような両町の置かれている立場の違いを理解した上で、町長の現状認識をお願

いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 現状認識についてのご質問にお答えをいたします。 
 病院の統合に向け、両町が置かれている立場を考えれば、市川三郷町は常勤医の不足による

医療の現状については困窮しているものの、町立病院の将来像が未検討であること。また、こ

の話が進む中で、町民有志による４千名近い町立病院存続の署名が集められていること。一方、

富士川町は崩壊に近い医療の現状をあらゆる機会を通じて住民に対して説明し、今後、病院経

営に参画するとすれば、町としても新たなリスクを背負うことになりますが、地域において必

要とされる医療が確保できる医療提供体制の必要性を訴えてきたところであります。また議会

に諮った際には、私の考え方についてご理解をいただき、同様の回答をいただきましたので、

調査検討委員会に３病院の統合が望ましいという回答をしたところであります。 
 現在、病院統合に向けた協議会設置について、最終段階の調整を行っているところでありま

すが、議員の皆さんも各種方面からいろんな情報をいただいておりますので、協議会の設置を

するにあたっては、先ほど来言っておりますように、地域医療再生交付金の残り時間などを考

えると途中で頓挫することがないよう、設置の目的とか新病院の開設時期などを改めて確認す

る中で、共通認識のもとで設置をしてまいりたいと、こう考えております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 私の手元に、前にシミュレーションをつくったときの基礎データとしての資料があるんです。

これを見させていただくと、この統計が平成２１年４月から２２年３月の鰍沢病院と市川三郷

町立病院の入院患者地区別比率と患者数、それから外来患者の地区別比率および患者数という

ことで、若干説明させていただきます。 
 まず鰍沢病院の入院患者、どこの市町村が一番多く使っているかというと、富士川町。全体

が鰍沢病院入院患者、昨年、２１年４月から１年間で２万４６９人。このうち富士川町の町民

が７，９３１人。率で３８．７％です。次に多いのが鰍沢病院を利用している入院者、市川三

郷町の４，８９５人、２３．９％でこれ２番目なんですね。では外来はどうなっているかとい

うと、全人数が延べですけども５万９，２４８人。このうち一番多いのは富士川町で２万６，

８０９人、４５．２％です。次は南アルプス市ですけども、外来は３番目が市川三郷町９，

５８１人、１６．２％です。 
 市川三郷町の町立病院に目を転じますと、昨年は入院患者、合計１万８，５３６人。市川三
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郷町が当然多くて９，３５４人、５０．５％、半数ですね。そして２、３が南アルプス市、身

延で、４番目が富士川町１，９４３人、１０．５％。続いて外来がどうなっているか。やっぱ

り５万９，１５５人ですね。総体で。市川三郷町が３万３，１７０人、５６．１％。これは当

然ですね。富士川町が３番目ですね。１１．５％、６，８３５人。 
 やはり、この２町の町民は両病院を補完しながら受診して健康づくり、これをお願いしてい

るんですよ。このような状況を理解した上で、理性的な多数意見というのか分かりませんけど

も、市川三郷町では有権者の約３分の１といわれる３，９７７人の署名がありました。そして

そのとき、第６回の検討委員会で組織を挙げて活動すれば、２．５倍ないし３倍集まるだろう

という発言があったんです。ということは有権者の３分の１が集まって３倍ということは、有

権者すべてが署名してくれるんではないかということは、市川三郷町から富士川町へ発した、

僕はメッセージだと思うんですよ。今の時点では、有権者のほぼ全員が町立病院の存続を望ん

でいる状況ですと。３病院の統合に対する環境は時期尚早で整っていません。こういったメッ

セージだと解釈するのが、僕は当然であると考えます。 
 そこで、次の質問に移ります。 
 ３番目の、選択肢の１つである鰍沢病院と峡南病院の連携についてということで・・・。 

〇議長（望月邦彦君） 
 貢議員、一般質問の途中ですが、ここで暫時休憩します。 

休憩 午後 ２時０５分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午後 ２時１５分 
〇議長（望月邦彦君） 

 休憩を解いて、再開します。 
 引き続き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、大きい３つ目の質問に入らせていただきます。 
 選択肢の１つである鰍沢病院と峡南病院の連携についてということで、まず１つ目に地域医

療体制調査検討委員会の検討結果に、ただし書きがあります。そこには３病院の統合に対する

環境が整わない場合は、鰍沢病院と峡南病院を先行して統合し、その後、合意がなされた段階

で３病院を統合することも選択肢の１つとするとあります。まさに今の両町の状況が、先ほど

申しましたような状況にあるわけですから、統合に対する環境が整っていないという状況であ

ると私は考えます。 
 町長はずっと前から、地域住民の福祉向上と峡南北部地域の医療連携の必要性を第一に考え、

共同経営による中核病院の設置に向け、取り組んでこられました。しかしながら、先ほども話

があったとおり、地域医療再生計画にはタイムリミットがあります。現時点での両町の現状を

分析し、１２月中には次の方向性を決断すべきと考えますが、町長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） 

 現在３病院統合に向け任意協議会の設置に向け、最終的な調整段階を迎えているところであ
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ります。準備を進めているところであります。しかし、地域医療再生計画の期限まで、あと２年

余りとなった今、これ以上、先延ばしすることは再生計画自体の適用を受けられなくなるおそ

れがありますので、本年１２月中には最終判断をし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） 
 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 全国を見渡すと、この間、徳島県を見たんですけども、そこでもやっぱり山梨と同じ基金

５０億円、それから追加で４７億円で９７億円ともいわれているんですけども、やはり地域医

療再生計画を進めております。その計画の中に県北部に位置する健康保険 鳴門病院というの

が社会保険病院であるんですけども、拠点機能の維持強化も検討されております。健康保険 鳴

門病院は鰍沢病院と同じ社会保険病院で、社団法人全国社会保険協会連合会、全社連ですね、

ここが運営しております。去る１１月２９日の徳島県議会の本会議で議員の質問に答え、飯泉

嘉門知事、この方は平成２年から４年間、山梨県の企画課長や財政課長を務められており、山

梨県にも縁のある方であります。鳴門病院は県北部の中核病院、救急や災害医療など、民間で

はできない医療の確保には鳴門病院の公的存続が不可欠で県が主体になる必要があり、県への

譲渡を国へ申し入れていくと答弁しておりました。志村町長は峡南北部地域の医療再生計画の

主体は、常々県であると言っておりました。実践部隊が市川三郷町と富士川町両町であると。

当然、徳島県の置かれている状況とは違いますけれども、必ずしも同じ施策ができるとは分か

りませんけども、徳島県でできるのであれば、この地域でも選択肢の１つとして検討すべきと

考えますが、町長、見解をお願いします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 鰍沢病院と同じように社会保険病院として、全国で５０数カ所が今、運営され、そのうちの

鰍沢病院を含めた４つか５つの病院が、今、地元自治体への譲渡ということで進められており

ます。徳島県においても徳島県が経営権を獲得するということで、現在、動いています。徳島

の知事さん、先ほど言ったように山梨県の財政課長をやったり、いろいろほかの課もやってき

た飯泉知事であります。徳島と山梨は県の大きさからいってもほぼ同じような状況であります

が、ただ徳島市に人口がとても集中をしているところなんですね。山梨県は県庁所在地の甲府

市といっても全国から下から２番目くらいですが、徳島は相当の数を徳島市に集中しています。

ですから、ほかにも県立病院もありますが、この社会保険病院を県が取得をして地域医療のた

めに、また再生をしていくという計画で進んでいます。 
 山梨県の場合は人口が点在しております。郡内地区も国中地区もあります。それぞれ県の医

療計画の中で、先ほど来言いましたが３次医療は県の中央病院が担い、その次を山梨医大が担

い、あと地域に２次医療圏として点在をさせておりますので、この鰍沢病院、市川町立病院に

しても２次医療圏を担う病院ということでありますから、２次医療圏は地域でやっていただき

たい。これは民間であろうが、公的機関であろうが、それは構いませんけども、２次医療は地

域で担っていただきたいというのが、山梨県の医療計画でありますので、徳島と同じようにこ

れを県が買い取って、この地域に運営を任せていただくという状況にはないと思っております
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ので、この峡南北部地域、峡南医療圏ですが、峡南北部については今言った３病院統合に向け

た準備が進められておりますので、この地域で解決をしていかなければならない問題だと認識

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） 

 私が言いたいのは両町に、県のほうで地元だから考えろということで、影にまわって、そう

ではなくて、やはり県も、両町と一体となって町民の矢面に立って、こういった計画を地域医

療再生計画というのはもともと県が策定した計画ですから、当然、町も協力して、市川三郷町

も協力しているんですけども、やはり主体的というのは、ここでやった徳島の飯泉知事のよう

に、前面に立って地域医療をどうするんだと。発言していくことが僕は主体的だと思っている

んです。ぜひ、実践部隊は両町かもしれないんですけども、県ももっと前面に立って指導力を

発揮して、この地域、この住民のために県はこうするんだということをもっともっと出すべき

だと、私はそういうことを言っているんです。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 この峡南地域の医療再生計画も県計画としてつくっておりますから、県が抜けているとか、

手を抜いているということは全然思っておりません。今日もどことは言いませんけども、県の

福祉保健部もこの地域でいろいろ動いております。最終段階に入っているというのは、そうい

うことだと思っております。お互い、山梨医大にしても県にしても両町にしても、今、最終段

階、最後の詰めに入っているところであります。このあと、協議会が設置できれば一番いいな

と思っているところですが、今、本当に最終段階の詰めをやっている段階、県が決して手を抜

いているということは考えておりません。医大も一生懸命、この地域の医療のこと、先生の派

遣のことを本当に自分のことのように考えていただいておりますので、われわれもそういった、

まわりの人が一生懸命やっていただいている間にこれをなんとかしなければ、そっぽ向かれて

からでは手がつけられないと思いますので、この１２月いっぱいが私は最終判断の期限だと

思っています。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 もっともっとお聞きしたいところはあるんですけれども、何せ４０分間の持ち時間で、あと

１０分しかありませんので、リニアの問題に移らせていただきます。 
 ４番目のリニア中央新幹線に関わる町の対応についてということで、まず１点、お聞きいた

します。 
 笛吹市ではリニアトンネル工事に起因し、水源枯渇問題や河川表流水の減少、一部河川の枯

渇などの問題が起きております。地域住民の生活が脅かされているだけでなく、自然の生態系

への影響も懸念されております。本町では昨年度、上水道が約１４８万立方メートル、簡易水

道として約５４万立方メートル、使用されております。もともと地下水への影響については、

予測の不確実性が高いと想定されております。なかなか地中に入って見えない部分は分からな

 ８１



いということだと思うんです。そのほかにも構造物による日影の問題、騒音、振動、微気圧波、

これは高速で列車がトンネルに突入すると、衝撃波が出口のほうへ出ていくということで、音

がするということで、いろんな、技術的な車輌の形態を変えたりということで試験しているん

ですけども、微気圧波という問題もあり、多岐にわたると考えられております。 
 町長は環境評価法に則ってアセスメントをして、今のところ町では関わるところがないんで

はないかとおっしゃっていましたけれども、事業者と町とどのように関わって、地域住民の調

整役を努めていくのかということをお伺いします。 
 というのは、過日、文化会館でＪＲ東海の環境評価法に対する住民の意見を聞く機会があっ

たんですけど、そこで質問があっても、９時１０分過ぎだったんですかね、時間ですからもう

ここで質疑を打ち切りますと。やっぱり住民は不安があるから聞きたいわけですよ。そうやっ

て、時間があったとしても文化会館、１０時でも使えるわけですからね。そうやって、真摯に

多くの町民の声を聞こうという姿勢が僕はＪＲ東海にはないと思うんですよ。 
 それから、たしかに本庁舎と分庁舎に環境評価法の方法書が置いてありますけども、ただ１冊

２４７ページぐらい、それから地図も含めると２００ページ、あれをそこへ置いておくから見

てくださいといって、その場で見られる人はほとんどいないと思うんです。ホームページもあ

るから、それを見てといっても、それだけのものを、ではダウンロードしてみるかというと、

なかなか現実的には難しいと思っています。町としてはそういったことも含めて、調整役をど

ういうふうに務めるのか、お伺いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 １０月２５日に文化ホールで行われましたＪＲ東海からの説明会は、環境影響評価方法の説

明会でしたので、ちょっと話がその先に進んでしまった。文化ホールの最後の使用時間もある

ことから、ああいう関係になったわけでありますけども、評価方法を説明し、今、環境影響評

価のアセスが始まりました。このアセスは２年間にわたり実施されまして、２シーズン、四季

を２回にわたり調査することで、自然の生態系や地下水、日照、騒音、振動などへの影響を評

価するものです。事業者であるＪＲ東海では、評価の手続きの中であらゆる調査を行いまして、

専門家の助言を受けて、そのまたシミュレーションやモニタリングを実施するとしております。 
 このようなことから、これらの環境影響評価の結果を受けて、富士川町民の住民生活への影

響を最小限にするよう、国・県・ＪＲ東海に提言や要望をしてまいりたいと考えております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 町は地域住民の健康や生活環境を良好に維持する責務、責任と義務があると思うんですよ。

先ほど言いましたとおり、予測できない被害に対応するためにも、事業者と町は協定書なんか、

たぶん結んでくると思うんです。実際に笛吹市は、ここは事業主体が鉄道運輸機構という、Ｊ

Ｒ東海ではないんですけども、山梨リニア実験線建設に伴う周辺環境への影響が発生した場合

の措置に関する確認書というのを取り交わしているんですよね。そうすると、町は傍観者でい

られなくて、例えば工事が始まってくると工事用車両の通行も予想されるし、好むと好まざる

とにかかわらず、地域の安全対策と環境対策の矢面に立たされます。町は、先ほどいろんなと
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ころで想定外の被害が出てきては困るといわれていますけども、ぜひそういった感覚で、当然、

町一人ひとりと確認書とか協定書は結べないわけですから、町が責任を持ってそういった対応

をしていくと思うんですけども、町長の考えを伺います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 笛吹市の水源の枯渇問題が出ました。これは町が水道事業者でありますから、当然、町が関

わりながら、代替の水源をＪＲ東海のほうに確保させながら、今、全然困っていない状況だと

思いますけども、そういった状況も予想されます。ただ、これは調査の段階で分かるものなの

か、掘ってみてはじめて、その水脈がはっきりするのか分かりませんが、いずれにしても町は

関与して、住民の生活、またそういった日照権の問題、騒音の問題、地盤の問題はもうこれま

でずっと実験してきておりますから、私は甲府駅のホームへ建つよりも、ずっと安全ではない

かなと思っておりますが、いろいろ問題が出てくると思います。その問題を１つずつ、やはり

解決をしていかなければなりませんので、このシミュレーションのアセスの結果、シミュレー

ション、あるいはモニタリングの検査の結果を見ながら、住民への環境影響がないように図っ

ていきたいと思っています。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 それでは、２つ目の項目に移ります。 
 第一次富士川町総合計画の基本構想・基本計画には、リニア中央新幹線中間駅と本町を結ぶ

アクセス体系を検討するとあります。当然、鮫田議員からも質問がありましたけども、県や近

隣市町との連携が必要であります。工業振興やインフラ整備など町の将来像を描く上でも、各

課を横断した一元的な対応が必要になってくると考えます。どのような体制で取り組んでいく

のか、お願いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 総合計画の基本目標の１つに、活力を生み出す都市基盤の整ったまちづくりを掲げてありま

す。これは道路や交通体系を充実させるとともに、住環境を整備して人々が定住できる町を目

指していくというものであります。その中で、公共交通の充実としてリニア中央新幹線中間駅

のアクセスを検討することとしております。これらの実現には、県やルートに設定されている

中央市、あるいは南アルプス市との連携が必要でありますことから、協議会を設置して対応す

ることとしております。 
 今後もリニアの対応につきまして、特に総合計画との関わりについては企画課内において、

総合計画の進行管理をする中で、リニア中央新幹線に関する一元的な対応をしていきたいと

思っております。 
 また、いざ工事が始まってきますと新たに用地交渉等も、一番知っているのはその地域の住

民でありますので、役場の中に新たな部署を設けながら、対応していかなければならないと考

えております。 
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〇議長（望月邦彦君） 
 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 時間がないので最後になるかと思うんですけども、町長は先ほどから、鮫田議員にも答弁な

さっていましたけども、沿線自治体の中央市、南アルプス市と協議会を設置して、来年明けに

はできるんではないかとおっしゃっていたんですけども、僕が心配するのは調査検討委員会も

そうですけども、つくってもなかなか進まないというのは何が原因かというと、やっぱりつく

る前にいろんな協議をしていなかったと。目的をどうするか、どういうふうにこれを進めてい

くかというのをしてこなかったから、調査検討委員会もこのような状況に陥っているわけです。

ですから、このリニアの沿線自治体の協議会というのも、これはいつ、この両市長、それから

志村町長、話が出て、どなたが持ち出して、来年の年明け早々にはこういう目的をもって、協

議会を設置しようということになったのか。この点について、お伺いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 これはリニアのルートが決まったとき、大まかなルートが発表された段階で、私のほうから

中央市長、南アルプス市長にお話をし、これから共通課題が出てまいりますので、三者で協議

会をつくって、お互い同じ問題には共通認識のもとに協議をしていきます。一番の重要なとこ

ろではアクセス道路であります。ですから甲府駅西側の３市町を選定したわけであります。当

然、リニアは面的に土地を買われてきますが、その側道を活用したアクセス道路ということを

今、一番頭に入れております。そのアクセス道路が使えれば、駅までまっすぐということであ

りますが真ん中には大きな釜無川がありますので、中央市と南アルプス市の連携も一番必要に

なってきます。それを越えてきますと富士川町ということになりますけども、それも含めたア

クセス道の検討をしていく。３町共通認識であります。 
 それと先ほど言った騒音、あるいは日照権の問題とか、この駅西側でも共通する問題が出る。

境川前間田まではもう線路がきていますから、そういう問題は終わっているんですね。あと、

これからは駅前の区間は多少あるにせよ、駅から西側が重要となってきますので、３町でやっ

ていきたい。今、事務方で協議をする内容、そして協議会の規約案等々もつくっております。

当然、これには議会の皆さんにも協議会の中へ、また入っていただかなければならないと思い

ますが、来年１月の半ばごろには第１回目の協議会ができるんではないかなと思っております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 もう時間がないので終わりますけども、やはり地域医療体制調査検討委員会のようなことの

ないように、たとえ来年早々にできなくてもじっくり基本的な項目を確認しながら、ぜひ立ち

上げるのであれば、余裕を持って２市の市長さんと志村町長で十分内容を詰めてから、立ち上

げていただきたいということを申し添えて、私の質問を終わります。 
〇議長（望月邦彦君） 

 以上で通告９番、３番、秋山貢君の一般質問を終わります。 
 続いて通告１０番、１０番、堀之内美彦君の一般質問を行います。 

 ８４



 １０番、堀之内美彦君。 
〇１０番議員（堀之内美彦君） 

 最初に、防災会議に女性の視点をについて伺います。 
 国の防災基本計画には２００５年に女性の参画、男女双方の視点がはじめて盛り込まれ、

２００８年には政策決定過程における女性の参加が明記されました。この流れを受け、全国的

には地域防災計画にも男女の参画、男女双方の視点が取り入れつつありますが、具体的施策に

まで反映されているとは必ずしも言えないようです。 
 中央防災会議の東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震、津波対策に関する専門調査会が

９月２８日にとりまとめた報告においても、防災会議へ女性委員を積極的に登用し、これまで

反映が不十分であった女性の視点を取り入れることへの配慮が盛り込まれています。今回の震

災において、多種多様な課題が浮き彫りとなりました。公明党女性局では、防災対策を女性の

視点から見直そうと女性防災会議を設置し、本年１０月、全国各地の防災対策を調査する防災

行政総点検調査を実施いたしました。その結果、女性の参画が少なく、今後の防災対策に生か

すための体制の確立が必要であると痛感いたしますと総括されております。 
 また１１月２４日、公明党女性局では野田首相宛てに女性の視点を生かした災害対策につい

ての第一次提言を提出いたしました。これによる具体策として、１．国の中央防災会議におい

て、３割以上の女性の登用と地方防災会議で女性委員を登用しやすくするための災害対策基本

法の改正。２．女性の視点からの防災対策マニュアルの策定と周知徹底。３．物資の備蓄を女

性や高齢者の視点から見直し、自治体への予算措置の働きかけを行うことなど、ほか８項目を

要請いたしました。これに対して、官房長官は要請に応えられるように取り組むと強調してい

ます。 
 本町の防災会議委員は１７名で構成されていますが、現状はどうなっているのでしょうか。

女性の視点は生活者の視点です。細かいところへの着眼点は女性ならではであると思います。

女性の声を取り上げ、生かしていくことが大切です。このような観点から、防災会議へ女性委

員を積極的に登用するべきであると考えますが、町当局の見解を伺います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 総務課長、志村廣文君。 
〇総務課長（志村廣文君） 

 堀之内議員のご質問にお答えいたします。 
 富士川町防災会議の委員につきましては、富士川町防災会議条例第３条の規定に基づき、国

や県、警察消防などの関係機関から、先ほど議員さんがおっしゃいましたように１７名の方に

委嘱をしております。この１７名の委員のうち、女性委員は現在１名おります。 
 今後の女性委員の登用についてでありますが、災害時における救助、介護活動の避難所の整

備、運営などについて女性の視点からの意見の反映も必要となりますが、災害対策基本法の規

定に基づき、町の防災会議条例で選任母体が定められておりますので、女性の積極的な登用は

現在のところ難しいものと考えております。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 １０番、堀之内美彦君。 
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〇１０番議員（堀之内美彦君） 
 質問いたします。 
 富士川町防災会議条例第４条に、防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置く

ことができるとなっています。専門委員のもと調査組織として、女性団体連絡協議会等の力を

借り、調査委員会を立ち上げ、女性の生活目線での防災対策の意見集約を防災会議のテーブル

にのせることが大事と思いますが、どのように考えていますか伺います。 
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） 

 現在うちの、先ほど申しましたように、災害対策基本法の規定に基づいて条例を定めており

ますけども、その中で委員としては地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者。それか

ら山梨県警察の警官のうちから町長が任命する者。町長がその内部の職員のうちから指名する

者。教育長、それから消防長および消防団長。指定公共機関、または指定地方公共機関の職員

のうちから町長が任命する者というようなことに決まっておりますので、これ以外の委員を指

名する場合には、そのもととなる災害対策基本法のほうの改正が必要になるのかなというふう

に思います。 
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） 

 それでは、さっき第４条に防災会議専門の事項を調査するとあります。女性団体連絡協議会

は、これは教育委員会で管轄しているわけですよね。教育長どんなふうにお考えか、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） 

 女団連の事務局を持っておりますのは教育委員会でありますので、今の総務課長の答弁の中

に女団連の意見が必要となれば、女団連の会議の中でいつでも意見を求めることは可能だと思

いますので、そういうふうにしていただきたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 １０番、堀之内美彦君。 
〇１０番議員（堀之内美彦君） 

 ちょっとなかなかはっきりしないもので、これはちょっと時間がかかりますけども、これは

兵庫県理事の清原桂子さんという方の「女性の視点からの災害対策」と題した講演の一部を抜

粋して紹介します。 
 第４部は、普段やっていないことは危機のときもできないということです。いざ災害が起こっ

たら、援護者のための支援をこんなふうな形でやりましょうと紙に書いても、普段からそうし

た仕組みを動かしておかなければ、いざというときもできません。危機のときは、平常時の課

題がむしろ一挙に顕在化すると思っておかなければなりません。 
 第５は顕在化した女性問題、男性問題です。６，４３７人の死者、不明者を出した阪神大震

災のうち、行方不明者のうち女性の方が１千人多かった。このことは経済的な問題ゆえに古い

木造住宅に多くの一人暮らし、高齢女性が住んでおられたことと無関係でありません。逆に仮
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設住宅に入ってから、亡くなって発見されたのは７割が男性でした。男性たちの閉じこもりや

アルコール依存、ＤＶなど問題も顕在化しました。救援物資の女性用品、ベビー用品も不足し

ました。粉ミルクの缶は来るのですが、ご承知のように粉ミルクだけではどうしようもありま

せん。哺乳瓶、乳首、それから当時であればそれを毎回、消毒できる鍋がいります。また自衛

隊の風呂はありがたかったのですが、たくさんの人が入りますので、やはり新生児を含む赤ちゃ

んを入れるには無理がある。別途、ベビーバスがいります。生理用品、オムツなどといったも

のや化粧品、気持ちを奮い立たせるのにかさかさの肌で、基礎化粧品もないという状況では、

やっぱりやりづらい。今回の東日本大震災でも兵庫県からは、ほかの救援物資と合わせ・・・。 
〇議長（望月邦彦君） 

 堀之内議員、質問の要旨をはっきりしてください。 
〇１０番議員（堀之内美彦君） 

 やはりこんなふうに、この清原さんという方の講演なんですけども、女性が必要な備蓄備品

とかなんとかというものは、やっぱり今までの男性社会の中で、なかなかこれは目に付かない

部分があると思うんです。そんなふうなことで、防災会議の中に女性の意見をのせるというこ

とが大事だと思うんですけども。町長。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 女性委員を登用しろということでありますけども、防災会議の目的は地域防災計画を作成し

たり、それの実施の推進をしていくというところに大きな視点があります。当然、防災会議で

すから、防災災害対策基本法の規定に基づいて、町も防災会議の条例を設置しているところで

ありますけども、先ほど委員につきましては、総務課長が言ったとおり、職指定でなっており

ますから、その職に女性が登用されれば、そこに委員として入ってきます。男女共同参画が進

められておりますので、女性の委員の３割以上の登用ということは、全体の委員の中でこれは

考えていくことだと思います。そして、今言った第４条の専門委員さんにつきましても、これ

は関係地方行政機関の職員、山梨県の職員、町の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地

方公共機関の職員および学識経験者とありますので、ここの専門委員も誰をというわけにもま

いらないと思います。 
 今、各地域で災害対応マニュアルをつくっていただいていますので、その中に地域の女性の

意見をものすごく反映していただいたり、そしてまた実際、町が災害を受けたときには災害、

社会福祉協議会を中心にボランティアの皆さん、当然、食改の皆さん、女性団体連絡協議会の

加盟の皆さんにお手伝いをいただかなければならないと思っておりますが、防災会議の委員に

女性を増やすというのは、選任母体のほうで女性が登用されれば入ってきます。今、本町に

１７名おりますが、うち１名女性、これは建設課長であります。来年、建設課長、定年を迎え

ますので、そうしますと今度は誰か、建設課長にまた女性を入れていかなければならない。こ

ういう形になってきますので、なかなか女性の積極的な登用というのは難しい状況ではないか

という答弁をさせていただきます。 
〇議長（望月邦彦君） 

 １０番、堀之内美彦君。 
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〇１０番議員（堀之内美彦君） 
 では、次に移ります。 
 ＮＰＯ法人、ボランティア団体への支援拡充について、２点伺います。 
 社会が複雑することに伴い、求めるニーズも多様化しています。これに対応していくには、

従来の行政や企業の枠だけでは限界を来たしています。このようなニーズを敏感にとらえ、使

命感を燃やし、奮闘しているのが言うまでもなく各種ＮＰＯであります。東日本大震災におい

て、被災地ではさまざまなボランティア活動に取り組み、ＮＰＯの重要性を申し述べるまでも

なく、その役割はますます大きくなっていくのが現実です。 
 公明党が推進する協働型福祉社会の実現には、自助・共助・公助の調和が不可欠です。この

うち、共助はまさしくＮＰＯが主流となって活躍する分野であり、共助の要であり、共助の柱

であります。こうしたＮＰＯへの支援強化は喫緊の課題であります。地域社会の発展には行政

だけでなく、公共性の高い法人の活動が不可欠です。地方自治体は協働社会の環境づくりへ、

地域に根付いた法人を育てていくことが何よりも重要と思います。 
 本町においてもその重要性、必要性、緊急性などを勘案した中で総合計画の策定中であり、

重点施策として地域コミュニティ強化による自助・共助・公助の展開となっております。施策

の方向としては住民参加の促進と明記していますが、しかし大部分のＮＰＯ法人やボランティ

ア団体の活動は知られていない現状に対し、町が積極的に活動を支援し、その実現の促進を図っ

ているとは思えません。計画に対する施策が立ち遅れていると考えております。ＮＰＯ法人に

対する行政の率直な評価とボランティア団体の今後の活動支援強化に向け、具体的施策を伺い

ます。 
〇議長（望月邦彦君） 

 企画課長、齋藤和彦君。 
〇企画課長（齋藤和彦君） 

 それでは堀之内議員のＮＰＯ法人の支援策につきまして、お答えをいたします。 
 国では新しい公共として、官民が一体となって市民参加のもとで医療、福祉、教育などの身

近な分野でのまちづくりにおいて、共助の精神で取り組む活動を支援するとしております。こ

れにより、県では国からの交付金を受けて新しい公共支援事業を実施して、自発的に運営する

組織を支援することとしています。 
 町内にはＮＰＯ法人が６団体あり、いずれも設立内容に沿った活動を積極的に行っていると

ころであります。町では地域づくり推進組織事業、これはＮＰＯ法人等への補助金を支出して

支援していくという事業でありますけども、それらを実施して区や、それから自治組織や任意

の団体における地域活性化につながる活動の支援を行っております。 
 今後もこの事業を積極的に活用して、みずから地域の活性化に取り組む団体の支援を行って

まいりたいと考えております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 １０番、堀之内美彦君。 
〇１０番議員（堀之内美彦君） 

 今、そうしますとあれですか、ボランティア団体というのは、社会福祉協議会のほうに委託

しているわけですか。 
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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） 
 委託ということではなくて、ボランティア団体につきましては、特に主に福祉関係のボラン

ティア団体につきましては、町の社会福祉協議会で支援という立場で、町の社会福祉協議会が

ボランティアセンターとして扱っておりまして、町内にはボランティア団体の１０団体、社協

のほうで把握しているのが１０団体ございます。それらの団体に活動の支援だとか、育成だと

かという形で社協のほうで活動を行っているというふうに認識しております。 
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） 

 やはり、そういうふうに、例えば南アルプス市の例なんですけども、南アルプス市というの

はボランティア団体というか、ＮＰＯの団体の活動拠点、正式に言うと市民活動センターとい

う名前で、たぶん若草町にあると思うんですけれども、本町の場合は例えばそういうふうにＮ

ＰＯ団体とか、それからボランティア団体というのが活動の拠点となるような、そういうセン

ターのようなものを設置する考え方というのはありますか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 企画課長、齋藤和彦君。 
〇企画課長（齋藤和彦君） 

 ボランティア団体につきましては、特に公の施設、役場の会議室なり食堂なんかを頻繁に使っ

ていただいて、活動していただいているところでございます。 
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） 

 今後、そういうふうなものを設置するという考え方はありますか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 企画課長、齋藤和彦君。 
〇企画課長（齋藤和彦君） 

 特に、その組織として設置をすると、制度としてするというふうなことは、現在考えており

ませんけども、不自由なく、これからもそういう場を提供していきたいというふうに考えてお

ります。 
〇議長（望月邦彦君） 

 １０番、堀之内美彦君。 
〇１０番議員（堀之内美彦君） 

 次に、２点目に移ります。 
 優遇税制の対象となる認定ＮＰＯの要件や、手続きを緩和した改正ＮＰＯ法が本年６月

１５日成立し、続いて６月２２日はＮＰＯ法人に寄附した場合の優遇税制の拡充を盛り込んだ

寄附金税制拡充などに関する法律が成立しました。これには寄附者側のメリットを高めるため、

税額控除が新たに盛り込まれました。この２つの法律の成立により、今後、日本社会に日本な

りの寄附文化が深く根付いていくものと大きな期待が寄せられています。２００１年には税制
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の優遇措置を受けられる認定制度ができましたが、要件が厳しく手続きも煩雑であるため、全

国のＮＰＯ、約４万３千団体の中で認定ＮＰＯ法人は２２３団体に留まっています。 
 ＮＰＯ運営で、一番の課題は資金不足ともいわれています。経常収入に占める寄附金の割合

が６割近い認定ＮＰＯに対し、ほかのＮＰＯ法人は寄附金割合がおおむね６％程度であり、経

常収入のほとんどは事業収入や補助金となっております。数字に表われるとおり寄附控除が受

けられるため、認定ＮＰＯは寄附を集めやすくなっております。しかし法人と寄附した人のど

ちらにも税制上の優遇措置を与えられる団体を認定することは、寄附しやすい環境を整えるこ

とで公共性の高い民間活動を収入面から後押しするのが狙いであるということは、言うまでも

ありません。 
 ＮＰＯ法人、本来の目的に向かって前進することが近年の課題でありました。今回の改正に

伴って、認定ＮＰＯ法人への要件緩和策として３つの基準が選択して適用できることになりま

した。１つ目として、観光の振興を図る活動。次に農山村および中山間地の振興を図る活動。

３つ目は都道府県で定める活動の３分野が追加されました。また改正ＮＰＯ法では、認定要件

として３千円以上の寄附を１００人以上から集めること。２．事務所のある自治体の条例で個

別に指定できるなどが要件とされています。こうしたことから、市町村から個人住民税の寄附

税額控除の対象として認められるため、条例により個別に指定したＮＰＯ法人であることが加

えられました。ＮＰＯ法人が担う社会性や公共性が正当に評価され、より幅広く活躍できる環

境を整えるためのよい契機と考えます。山梨県ではすでに条例化がなされているようでありま

すが、公共性の高い民間活動の後押しをするため本町独自の条例が必要と思いますが、町の考

え方を伺います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 税務課長、増原俊郎君。 
〇税務課長（増原俊郎君） 

 ただいまの堀之内議員のＮＰＯ法人の支援税制についてということで、ご質問をいただきま

したが、お答えをいたします。 
 今年６月の第１７７国会で成立しました税法改正を受けまして、県税条例が９月の議会で当

町税条例を本定例会に上程して、寄附金税額控除等について改正することにしたわけでござい

ます。 
 このうち国税庁が認定する、いわゆる認定ＮＰＯ法人については本県ではじめて、本年８月

に富士山クラブが認定となりました。認定ＮＰＯ法人以外のＮＰＯ法人の認定につきましては、

国は来年４月を目途に新しい認定法の制定を目指しております。認定機関としましては、ＮＰ

Ｏ法人を認証した地方団体に認定事務を移管することとしていますので、認定機関となると思

われます山梨県が県の窓口としてこれにあたり、認定された団体は順次告示されることになり

ます。当該ＮＰＯ法人に寄附した個人は、寄附金税額控除を町県民税双方において受けられる

よう、県と市町村で歩調を合わせて作業を進めているものとしております。したがいまして、

町が独自の方針により条例を制定する予定はございません。 
〇議長（望月邦彦君） 

 １０番、堀之内美彦君。 
 質問は簡潔にお願いします。 
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〇１０番議員（堀之内美彦君） 
 次に、野生鳥獣による農作物被害について伺います。 
 農作物被害は全国で２００億円台で高止まりしていますが、この問題は農作物の金銭的な問

題に留まらず、中山間地域を中心に営農の断念や耕作放棄地が加速する点が指摘される状況と

なっております。 
 このような危機意識から地域の実態に即した抜本的対策と強化を図るため、農水省では平成

２３年度から鳥獣被害対策を緊急的に強化することとし、２２年度の約５倍の予算が盛り込ま

れております。新規の鳥獣被害緊急対策事業では、ハード対策として野生鳥獣と家畜のすみ分

けを進める侵入防止柵や鳥獣の焼却施設、また捕獲鳥獣を活用する処理加工施設の建設費の

５０％を補助するものですが、このハード対策については先に神田議員が質問しておりますの

で割愛し、私のほうからはソフト対策のみについて質問いたします。 
 地域ぐるみの被害防止活動を支援するソフト対策は、１市町村あたり２００万円を上限とし

た補助制度でありますが、本町の取り組みについて次の３点を伺います。 
 １点目。今後、モンキードッグの頭数を増やすとともに、そのドッグの訓練を行い、山間地

に配置し、被害防止する考えはあるのか伺います。 
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） 

 堀之内議員の、ただいまの質問にお答えします。 
 富士川町有害鳥獣対策協議会では、平成２０年度から鳥獣被害防止総合対策ソフト事業を活

用し、追い払い器具や捕獲檻を整備して平成２１年度から犬を使ったサルの追い払い事業、里

守り犬を実施しており、現在４頭の犬を指導・訓練しております。 
 協議会では平林、小室地区で説明会を行い、地区住民と犬が共同で追い払いを実施すること

を計画しております。犬を追い払いができるようにするまでには、飼い主が犬を散歩させる間、

日々の生活の中における訓練が必要であり、飼い主に相当負担がかかります。追い払うための

犬の適性や関係がありますので、興味のある方には実際に訓練を見学していただき、訓練が続

けられるようであれば、頭数を増やしたいと考えております。 
 里守り犬による追い払いは犬だけを放して活動させるものではなく、地域住民も一緒に追い

払いをするものであり、犬のみで行う一時的な追い払いだけでは学習能力が高いサルを追い払

うことは難しいと思われます。他の地区につきましても、モデル地区での実践訓練での成果を

もとに配置していくか、検討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） 
 １０番、堀之内美彦君。 

〇１０番議員（堀之内美彦君） 
 次に、２点目に移ります。 
 イノシシは年２回、繁殖期があり、大体年間で１０頭の子どもを産むといわれていますが、

鳥獣の捕獲方法として、一定の場所に集めて一網打尽にする誘導捕獲罠の設置やさらに先進的

な方法を取り入れた場合には、必要に応じて２００万円を超えても助成するとしております。

こうした事業が緊急対策事業でありますが、町の取り組みについて伺います。 
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〇議長（望月邦彦君） 
 農林振興課長、堀口進君。 

〇農林振興課長（堀口進君） 
 町では有害獣の捕獲を猟友会へ依頼し、檻と罠を使い捕獲を行っております。檻はイノシシ、

サル、罠はシカ、イノシシの捕獲を目的として猟友会員だけでなく、近隣住民の協力をいただ

いて実施しております。 
 国、県では鳥獣被害の拡大防止のために、新たな試みに対して有利な交付金制度を設けてお

りますが、昨今の財政状況から国の財源配分が厳しく見直されている中で、この制度が毎年度

以降、続くかどうかは不透明な状況であります。 
 誘導捕獲罠の設置につきましては、餌付けによる誘導方法ですので、準備期間が長く周辺農

地への食害の影響も懸念されるため、被害地域全体での協力が必要になると思われます。今後

も現在、実施している捕獲手段と銃による駆除を併用し、被害防除に努めていく考えでおりま

すが、先進的な防除手段につきましては、他市町村の実例などを参考に導入が可能かどうか検

討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） 

 檻で今、イノシシを捕獲しているとのことなんですけども、年間どのくらい捕獲できていま

すか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 農林振興課長、堀口進君。 
〇農林振興課長（堀口進君） 

 今、手元にちょっと資料のほうがございませんが、一番獲れているのがサルで年間１５０匹

ですか。それから次にイノシシになります。イノシシが５０近辺。それからシカが３０頭とい

う現状でございます。 
〇議長（望月邦彦君） 

 １０番、堀之内美彦君。 
〇１０番議員（堀之内美彦君） 

 この間、新聞で見たんですけども、岡山県で西岡さんという人だったと思うんですけども、

特許を取ったような罠をつくったということなんですけど、その罠というのは、なかなか捕獲

できないというのは、檻の底部に鉄板なり、底に板があるために違和感を感じてイノシシとい

うのは入らないらしいんです。この特許を取ったという檻は、下が地面のままで捕獲できるよ

うな罠なんですけども、これちょっと、ひとつ研究してみる必要があるのかなと思うんです。

これは急な傾斜地でも設置できるということになっています。そのほかにまだ、いろいろある

とは思うんですけど、町でほかに何か考えていることはありますか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 農林振興課長、堀口進君。 
〇農林振興課長（堀口進君） 

 お答えします。 
 町で何か斬新的な、そういった対策があるかというご質問だと思います。 
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 ソフト面ではちょっとないわけなんですけど、ハード対策としましては北海道のある町でシ

カの食害が非常にすさまじいということで、ＬＥＤの鳥獣忌避装置という、動物が嫌がるよう

な光と音を出して被害防止するという器具があるそうです。その実験結果が非常に絶大だった

ということで、こういったことをちょっと耳にしております。価格につきましても、電気柵よ

り非常に安価ということで、１台約２０万円ぐらいで２００坪をカバーでき、イノシシにも有

効だったそうです。しかしながら、学習能力が高いサルに有効かどうかというのが、非常に疑

問視される現状であると思います。こういった先進地事例に非常に注視しながら、今後も対応

を検討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） 

 以上で終わります。 
 すみません、１つ落としました。３番目の質問です。 
 ＧＰＳを使っての生体調査は考えておりますか。 

〇議長（望月邦彦君） 
 農林振興課長、堀口進君。 

〇農林振興課長（堀口進君） 
 お答えします。 
 ＩＴ機器や発信機を使用した生息地域調査は、近隣でいきますと早川町がすでに実施してお

ります。動物の生息域や行動範囲がより効果的に把握できるものと思われますが、調査内容と

規模によっては、人員の経費と機器の整備費用が先に述べましたソフト事業の交付金限度額を

上回る予算が必要になります。町では各地域から報告される里山の集落周辺の出没状況をもと

に、捕獲や駆除を実施する施策を展開しております。こうしたことから、中山間地内の生息範

囲調査を実施する考えはございません。 
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） 

 残念ですけど、以上で終わります。 
〇議長（望月邦彦君） 

 以上で通告１０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、ここで暫時休憩します。 

休憩 午後 ３時１１分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午後 ３時２０分 
〇議長（望月邦彦君） 

 休憩を解いて、再開します。 
 続いて通告１１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） 
 最後になりました。私は大きなテーマで２つほど、質問したいと思います。 
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 まず第１点目は、学校給食における放射能汚染への安全確保についてということで、お尋ね

します。 
 原発事故の収拾の目途がつかない中、いまだに食材から放射性物質が検出される事態は起

こっております。こうした中で、学校給食の食材は果たして安全なのかという保護者からの不

安の声が挙がっております。大人と違いまして、極めて放射線の影響を受けやすい子どもに対

して、学校給食の安全性をどのように確保するのか、町の基本姿勢を伺います。 
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） 

 ただいまの、永井議員の質問に答弁させていただきます。 
 学校給食におきましては、日ごろより安全で安心した給食の提供に努めてまいりましたが、

３月１１日の東日本の大震災に伴います福島第一原発事故以降、学校給食の食材については生

産地に注意するなど学校関係者も大変、苦労しているところであります。 
 事故後は農水産物につきましては、国が示した飲料水や乳製品等で１キロ当たり２００ベク

レル、野菜や肉・魚などは５００ベクレルの放射性セシウムの暫定基準値に基づき、国や各県

において農産物等の検査が実施され、安全が確保された食材のみが市場に流通しておりますの

で、市場流通食材を購入してまいりました。しかし先般、文部科学省から小中学校の給食に含

まれる放射性物質の濃度について、食材１キロ当たり４０ベクレル以下を目安とする測定機器

を購入するよう通知があったところでもあります。 
 これを受けまして、本県では４０ベクレル以下まで検査ができる機器を５台整備することと

しております。県では公立小中学校や幼稚園、保育所などを検査対象に検討を進め、年明けの

早い段階で検査を実施することとしておりますが、県内のすべての施設および全食材を検査す

るには限界があると思います。こうしたことから教育委員会といたしましては、学校給食物資

納入業者との打ち合わせ会を実施する中で、改めて納入業者に放射能の影響を受けやすい子ど

もたちへ安全な食材が提供できるよう説明をし、産地の厳選や基準をクリアした産地からの食

材を調達するなど、徹底を図ってまいりたいと考えております。 
 以上でございます。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ８番、永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 先日、文科省から出されました４０ベクレル１キロ当たりの基準ですけれども、これは（２）

のほうに関わってくる問題ではないかと思いますので、その前にいくつかお伺いしたいと思い

ます。 
 今のお話だと、県の検査とは別に納入業者と打ち合わせ会をして、産地の厳選化を図りたい

ということでしたけれども、これ以前にはなんの対応もしてこなかったのか。それとも町独自

で何か対策を講じてきたのか、お伺いします。 
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） 

 ただいまの件でありますけども、給食納入業者とは年２回、給食の食材につきましての打ち
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合わせ会をもっております。また給食の食材の納入につきましては、どこどこ産の何々である

という納付表を給食の栄養士のほうに提出をすることになっております。 
 学校におきましても震災以降、食材の納入につきましては、栄養士のほうから業者のほうに

指導し、できるだけ放射能のない地域から食材を仕入れるということを指導してまいりました。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ８番、永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 今、県のほうが動き出すというときですけれども、それ以前から納入業者と打ち合わせ会を

しているというお話でしたけども、これは年２回ということは放射能汚染とはあんまり関わり

がないというふうに思ってよろしいんでしょうか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 教育長、堀口広秋君。 
〇教育長（堀口広秋君） 

 毎年行っている定例の納入業者との打ち合わせ会でありますので、今回、事故が起きたから

改めてやったということではございません。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ８番、永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 全国的には即対応している市町村もあるわけですけども、あるいは県がマニュアルづくりを

したりとか、かなりのところでやっていますけども、山梨県のほうからのなんらかの指導のよ

うなものはあったんでしょうか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 教育長、堀口広秋君。 
〇教育長（堀口広秋君） 

 県教委のほうから直接、今回の原発事故に対します食材の調達につきましての指導はまだ、

ありませんでした。国のほうから今回１７都県に通知が出され、１億円の機器購入の予算措置

がされ、各県でおおむね５台程度は予算措置をされるという状況の中で、この話が進んでまい

りました。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ８番、永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 県からの指導はなかったと。ですから、当然、町もこれまではなんにもしてこなかったとい

うふうに受け取ってよろしいかと思います。 
 保護者のほうから、これについて不安の声のようなものは届いているんでしょうか。 

〇議長（望月邦彦君） 
 教育長、堀口広秋君。 

〇教育長（堀口広秋君） 
 電話で、あるいは先日、各学校をまわった折にそのような、保護者からの意見が出ているこ

とは承知しております。 
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〇議長（望月邦彦君） 
 ８番、永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 それに対して、教育委員会としてはどのような対応をされたんでしょうか。 

〇議長（望月邦彦君） 
 教育長、堀口広秋君。 

〇教育長（堀口広秋君） 
 基本的には市場に出回っている食材であれば、国の暫定基準値をクリアしているという理解

のもとに、教育委員会としては食材の納入をしております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ８番、永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 こうした保護者から、どの程度か分かりませんけども、心配の声が届いているということで、

おそらく子育て中の保護者の方は多くの方が心配されている、少なからず心配されていると思

うんですけども、そういう声を受けて、教育委員会としては保護者に向けて何か情報発信をす

るようなことはされているんでしょうか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 教育長、堀口広秋君。 
〇教育長（堀口広秋君） 

 現時点におきましては、保護者へのメッセージは発信していません。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ８番、永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 すべては、これからというふうに受け取らせていただきます。 
 次に（２）番にいきます。 
 先ほど教育長は、県のほうで、国がこのたび１億円の予算をかけて１キロ当たり４０ベクレ

ル以下の検査機を、補助金を出して、１７都県に支援しようということを始めたわけですけど

も、これに関してどういうやり方、先ほど教育長は限界があるとおっしゃったんですけども、

いろいろ限界があるということは新聞紙上に載っていますけども、教育長としてはどういうと

ころに限界を感じていらっしゃいますか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 教育長、堀口広秋君。 
〇教育長（堀口広秋君） 

 まだ詳細については山梨県のほうから通知はされていませんけども、山梨県全体で考えまし

ても、公立小中学校で１４６の学校、もしくはセンター方式での給食施設があります。また１日

当たりの給食の食材は１５品目、もしくは２０品目ぐらいにのぼりますので、５台の機器をど

のように使っていくのかという、山梨県の方針はまだ出ていませんし、ましてやすべての品目

を検査するということは不可能であろうと思いますし、給食の献立は翌月分を前月の中ほどに

つくりますので、事前検査がまず不可能であると。また統一検査をするということは、もっと

統一の煩雑さにつながってくるんではないかというもとに、山梨県のほうでどのような方針で
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検査がされていくのかというのを見ながら、町としても対応していきたいなと考えています。 
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） 

 たしかに山梨県は非常にまだ曖昧で、どういうふうになるかというのはまだ、詳細な部分は

まったく分からないような状況だと思います。そこで先ほど教育長は、それを待たずに納入業

者と打ち合わせを行って徹底を図りたいと。安全の徹底を図りたいというふうにおっしゃった

わけですけれども、この安全の徹底を図るというのは、納入業者と今までは年２回でしたね。

これからはどうなるんでしょう。 
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） 

 給食の食材につきましても、北から南まで幅広い範囲で生産がされておりますし、季節によっ

て調達ができるものとできないものがたぶん出てくると思いますが、できる限り福島原発の影

響のない範囲のものを調達するような指導、またそういう食材が確実に生産者、もしくは農協

等で検査がされて市場に出回っているものということを指導していきたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ８番、永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 そうすると、給食というのは毎日ありますね。毎日、食材が変わりますね。毎日、納入業者

と打ち合わせをするということですか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 教育長、堀口広秋君。 
〇教育長（堀口広秋君） 

 毎日ということは不可能でありますので、年２回プラスアルファで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） 

 年２回プラスアルファで、保護者の不安はぬぐえるとお思いでしょうか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 教育長、堀口広秋君。 
〇教育長（堀口広秋君） 

 すべてが払拭できるとは思っておりませんけども、学校給食で提供できるのは年間１９０か

ら２００ぐらいがたぶん学校給食だと思います。子どもたちが三度食事をとるということであ

れば年間１，０９５食ですから、そのうち学校給食が２００食、家庭では９００食等になりま

すので、家庭との協力も得ながら、やはり子どもたちの放射能の抑制をしていくことが必要で

はないかと考えております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ８番、永井寛子さん。 
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〇８番議員（永井寛子君） 
 なんか３番のほうにいってしまっているような感じなんですけど、もう１回、２番に戻しま

す。答弁が３番のほうで・・・２番にいきますと、さっき言いましたよね・・・２番に行きま

すと言いましたよ、私。１番で答弁が２番のほうへいってしまったから、それは２番でするか

ら１番に戻りますよといって、２番にいったんです。そうしたら、今度は３番の答弁になった

ので、また２番に戻しますと言っているんです。よろしいでしょうか。 
 さっきの食品の４０ベクレル以上の数値というところで、言っている間になんか３番にいっ

てしまったんですけども、４０ベクレルというのは果たして妥当なのかどうかというのは、専

門家の意見によってもだいぶ違いまして、もう４０ベクレルでは絶対高すぎて、もっともっと

基準を低くしなくてはいけないという専門家もいるということを念頭に置いた上で、しかし、

これはやっぱり、安全に向けての第一歩だと私は受け取りたいと思います。そこでもし、４０ベ

クレル以上になったら、町はどういうふうにするんですか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 教育長、堀口広秋君。 
〇教育長（堀口広秋君） 

 県教委の指針が示されまして、そういう検査をして４０ベクレルを超えるということであれ

ば、学校給食には使えないということでございます。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ８番、永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 今、このお話をずっとお聞きしていて、どうも県がまだ、来年の１月にならないと、その機

械が入らないということもあるんでしょうし、それから入ったところで県内で５つ、５台の検

査機をどうするかということなんですけれども、非常に限界があるという中で、私ひとつ、提

案したいんですけど、検査機を市町村で買っているところはいっぱいあるんですよ。値段はよっ

ぽど高いかといえば、１００万円以下で買えるものが結構あるんですね。だったらば、納品業

者とそういうことをやることも必要ですけれども、町で１つ、その検査機を購入してもいいん

ではないかと思うんですけども、いかがでしょうか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 国の食品等、特に農水産物でありますけども、基準は暫定基準値が決められていまして、先

ほど言いましたように、飲料水や乳製品は１キロ当たり２００ベクレル、野菜・肉・魚などは

５００ベクレル、これが安全基準値です。皆さん、この検査を通ったものを今、流通しており

ますので、全員がこれを食べていると。以下のものを食べていると。今回、県が入れる４０ベ

クレル以下まで検査できる機器を入れるということですから、４０ベクレルを上回ったから食

材に不適切ということはないと思っております。国の基準値はあくまでも２００ベクレル、

５００ベクレルでありますので、ただ今回、入れる機器はより精度の高い４０ベクレル以下を

検査できることを目安とした機器を入れなさいと。それには補助金を出しますということです

から、新たに４０ベクレルが子どもたちの基準になるということではないと思います。これは

食品の基準値ですから文部科学省が決めることではなくて、文部科学省がより細かい精度の機
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器を買いなさいということで、今回、各県５台ずつ、１７都県に予算を配分しているものと思っ

ております。また子どもたちが放射能に影響しやすいということであれば、国のほうで新たな

基準値が再度、改めて示されるものと思っておりますので、そちらのほうをしていきたい。 
 それと本町でも検査機器を備えたらどうかという、ご質問をいただきました。山梨県は３月

１０幾日の福島原発以降、まず甲府の飲料水、上野原の飲料水が表流水を利用していますから、

その飲料水をすべて検査しておりまして、毎日、新聞にも放射能は検出されずという記事が載っ

ております。ですから、ここの地域の放射能はまず大丈夫だなと思っておりました。 
 その後、文部科学省がヘリコプターで上空からの検査を行いました。早川町の一部、あるい

は丹波山村の一部の山林から放射能がちょっと、基準値すれすれのものが出ましたけども、そ

ういったところは野菜を作っているところではありませんので、うちのほうは北海道、あるい

は関西方面等々から食材をできるだけ調達するようにということで、教育委員会を通じて納入

業者に指導をしながら、これまでもやってきております。 
 ただ、その検査機器をこの町で入れた場合に検査技師がおりませんので、果たしてそれを使

うためには、毎日そういう人たちを雇わなければならないということが１つ。それと給食の食

材というのは、その日に調理をしなければならないことになっております。前日に仕入れて、

前日に調理というわけにはいきませんので、朝、納入していただいて、午前中に調理をして、

昼間に出すということになっていますから、検査機器を使っていると昼間にご飯が間に合わな

い、おかずが間に合わないという状況になりますので、そのところも一般の食材とすれば、安

全か安心かというところは、チェルノブイリなんかも買ったものをそれぞれの人たちがそうい

う検査機関へ持っていって、安全確認できるようになっていると思いますが、この地域でそれ

が、そこまで今、必要かどうかということは、もう少しまわりの状況等を見ながら、今後の課

題としていきたいと考えております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ８番、永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 その４０ベクレルは目安であってということで、新聞なんかでも情報が交錯しましたね。文

科省のほうで、実はあの４０ベクレルは基準ではありませんと言い直しましたよね。ですから、

それは分かっているんです。ただ、４０ベクレルが高いか低いかというのは、ほかの市町村で

は２０ベクレルという機械を入れているところもあるんです。つまり基準を低くしようという

試みなんです。ですから、先ほど私は４０ベクレル以上になったらどうするんですかと。これ

は当然、給食としては使えないという結論なんですよ。その機械がそんなに高いものではあり

ませんよと、今、申し上げたんですけども、今回のこれを受けて甲府市では独自に購入してや

ります。これはそんなに、私、やったのを見たことがありませんからよく分かりませんけども、

１５分ぐらいでできるということで、もちろん前日に納入される食材もあります。当日のもの

もあります。例えばお米を納入しますね。そのときに測ってＯＫならば、そこの産地のお米は

もう翌日は測る必要がないですね。いったん測った食材は、例えば野菜にしてもお米にしても

そうですけれども、そこの産地で出なかったならば、それは毎日測る必要がないと思うんです。

でも本当に子どもの健康を考えて、給食の安全を考えるんだったら、私は毎日やるべきだと思っ

ています。 
 納入業者に、前日だったならば、発注のときにどこどこ産のものかということをきちんと聞
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く。それから納入のときにもそれを聞く。問題はそれを、今度は３番にいきますけども、ずっ

とつながっているので、３番になってしまうんですけども、その産地を把握しているかどうか

というところなんですけれども、保護者の皆さんはそういう情報をきちんとほしいということ

なんですよ。もちろん町を信頼し、教育委員会を信頼していますけれども、きちんと情報がほ

しいということですから、県のほうではその機器を使って検査したものは公表しますと言って

いますけども、果たして富士川町はどうなのかというのは、いつ、それがまわってくるか分か

らないということで、保護者の皆さんはやっぱり自分の子どもたちが日々、大丈夫なのかとい

うことを知りたいわけですから、私が調べたものはきちんとインターネットでも、なんでも公

表していただきたいというふうに思いますけど、いかがでしょう。 
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） 

 それでは放射能汚染の調査につきまして、町として独自に調査はしていないということで、

先ほどお話をさせていただいたわけですけども、牛乳につきましては放射能物質を測定し、安

全が確認された原乳で製造された牛乳を山梨県学校給食会より購入しております。またタマゴ

につきましては、地元産を使用しております。魚や肉、野菜等につきましては関西や北海道な

ど多方面で出荷された食材を使用するとともに、関東・近県の食材につきましては、先ほど来、

話がありますように国や各県の農産物等の検査の結果、安全が確認され、市場に出荷された農

産物を購入しております。 
 なお、検査につきましては、今後、県で実施することとなっておりますので、県の実施体制

に合わせて検査を行うこととしております。 
 また、食材の産地につきましては、業者が納入する際の検収表に産地が記載されております

ので、把握ができております。 
 なお、産地の公表につきましては、野菜等については食材の出荷状況等により、調理当日に

納入され、その時点で産地が確認されるため、事前に公表することができません。そのため、

公表する場合であっても、給食提供後の公表となることから公表等の方法について検討してい

きたいと思っております。 
 以上でございます。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ８番、永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 公表できない部分もあるということで、公表をしているところはどうしているのか、もう１回、

私は調べたいと思いますけれども、毎日、今日の給食の食材はこうですということを公表して

いるところは現実にあります。ちょっとまだ難しいということなので、この件はこれで終わり

たいと思いますけれども。 
 次に大きな２つ目のまちづくりへの中央新幹線、リニア中央新幹線がお二人の方から質問が

出ましたけども、それの総合計画での位置づけということでお伺いいたしますけども、私は議

長をやっていた時代に、議会を代表する立場で建設促進期成同盟の会合にも参加した経緯があ

ります。しかし、今日は永井寛子個人として、この問題に向き合っていきたいと思っておりま

す。よろしくお願いします。 
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 先ほど来、鮫田議員、秋山議員のほうからいろいろなご質問があったわけですので、私はこ

れは簡単にいきたいと思っています。 
 まず最初は、（１）番ですけれども、リニア中央新幹線は本町を二分する形で頭上を通過する

ことが明らかになりました。本町では先ごろ、暮らしと自然が輝く交流のまちを目指し、第一

次総合計画が策定されましたが、これはまちづくりにとって、リニア新幹線ですね、まちづく

りにとってどのような影響を及ぼすのか、町長のお考えを伺いたいということで、先ほどこれ

はメリット、デメリットをお話いただきましたので、ここは改めてお聞きしないことにします。 
 ただ１つだけ、この計画、ルートが発表されたときに、私は町の将来像を考えて、大変な違

和感を覚えました。新しい未来の乗り物が富士川町の頭上を走るというところで、歓迎した人

はどのくらいいるんでしょうか。違和感を覚えた人が多いんではないかと思っています。 
 それは国策としてやっていることですけども、私はもう１つ、先ほどのお二人の質問をお聞

きしていて、違和感を感じたことがあります。それは中間駅に向けてのアクセス道路、アクセ

ス体系を考えてほしいということで、私は今のこの町にさらにアクセス道路が必要なのか。こ

の狭い扇状地に、東は中部横断自動車道、西はリニア中央新幹線、ここに挟まれて富士川町は

本当に自然と暮らしの輝くまちになれるのだろうかという危惧を抱いた次第です。そこで、私

のこの考えは変わった人の意見なのか、どうなのかということを町長にお聞きしたいと思いま

す。アクセス道路を改めて造らなければいけないのか、基本構想には検討するですよ。アクセ

ス道路を造らずに、既存の道路を活用しながら、それはできないのかどうか、そこをちょっと

お聞きします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 質問の内容とちょっと違って、私の考えが間違っているのか、合っているのかという質問で

もあると思いますが、それは私からお答えするわけにはまいりません。 
 ただ、今、ご質問の中にも本町を二分する形で頭上を通過する。先ほどもご説明いたしまし

たけども、今の計画では２２メートル幅で、地上部分は用地買収をしていると。これはＪＲ東

海が全部買うものですから、その２２メートル幅を、フェンスを立てられてずっとそこが通れ

なくなったら、まさに町を二分する形になると思います。この２２メートルのうち、約６メー

トル弱、両側に工事用道路が出るはずであります。その道路を活用しなければ、本当に町が二

分されてしまう。それはリニアが、今現在はこの町の中心部を縦断するような形になりました

けども、以前からこの富士川町は一部を通過するという中で、当時、議長さんがリニアの促進

期成同盟会でも、副会長でしたか、議会を代表して出ていただきながら、リニア誘致をやりな

がら、この峡南地域も５町が一緒になって峡南に駅をという誘致合戦もしたわけであります。

駅は駄目になりましたけども、この地域を通るということは、ほぼ間違いないと思います。今、

言いましたように、２２メートル幅をＪＲ東海が買って、そこにフェンスを立てられて、町が

二分されるような形になるよりも、その工事用道路を活用しながら駅へまっすぐ行ける道路が

新たに出れば、それは町が二分ではなくて、今後のまちづくりの中でいろんな展開が可能になっ

てくるんではないかなと、私はこんなふうに考えております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ８番、永井寛子さん。 
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〇８番議員（永井寛子君） 
 次にいきます。２番です。 
 今のところでも、総合計画の中に位置づけを検討するということでありますので、そのとき

にはしっかりと、本当に総合計画が町の将来の幸せ感を与えてもらえるものになるような形に

しなければいけないというふうに思っております。 
 午前中、先ほどの秋山議員の質問もそうですけども、このリニア建設に伴って生ずるおそれ

がある多様な問題をできる限り想定し、対策を考えておく必要があると思うわけですけども、

リニアの負の面に対して、今後どのような対応を町として考えていくおつもりかということに

関しても、もうお答えいただいておりますので、私としては１つだけお聞きしたいのは、これ

から環境アセスが実施されまして、例えば生活環境への影響とか、あるいは生態系への影響、

あるいは人の健康への影響、問題が多岐にわたっているわけですけれども、こうしたことが分

かった時点で町長は、県や国に対して要請をしていくというふうなお答えでしたけども、一町

の町長が国や県にそういうことを訴えていくことに、実効性はあるのかどうかということをお

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） 

 リニア中央新幹線の事業に関しましては、国のほうで環境への影響が少ないことを条件に掲

げております。これからもアセスをする中で、いろんな問題・課題が出れば、それをどうやっ

て軽減していくかという、今度、環境影響評価のほうが主体になりながら、できるだけ軽減を

していくんではないかなと思っております。 
 私も昭和６３年から、この山梨リニア実験線には関わってまいりました。境川前間田までの

人たちの沿線５０メートルの人は全員、宮崎のリニア実験線へも送り込んだこともあります。

そういう中で地盤への影響等々も皆さんに実証していただきながら、安全性というものは、そ

ういったことに関する安全性というものは、認識をいただいているんではないかなと。それと

山梨県のリニア実験線も、もう１０何年やっております。その中で事故も１つもありませんし、

国の皇族も乗せておりますし、各国からの要人もリニアに試乗していただいております。安全

性という面であれば、今回の東日本大震災もありましたが、阪神・淡路大震災以降、構造物の

設定も相当強度になっておりますから、この間の地震ぐらいでは、びくともしないものがたぶ

ん出てくると思っています。 
 一町村でそういった住民の不安を払拭するような要望ができるのかという、ご質問でありま

すけども、先ほど来申し上げてありますように、甲府駅西側の関連市町村、中央市、南アルプ

ス市、そして富士川町と共通する課題がたぶん一緒だと思います。富士川町にはトンネルとい

うのがありますけども、そういった住民の実情生活を通過する部分では、中央市も南アルプス

市も富士川町も同じだと思っておりますので、３市町で連携をとりながら、協議会をつくりな

がら共通課題は一緒になって、国や県やＪＲ東海に意見・提言・要望を行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。 
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〇８番議員（永井寛子君） 
 先ほどの中央市と南アルプス市と富士川町というのは、アクセス体系のところで協議会をも

つというふうな感じだったんですけども、ぜひこういう問題でも共通の課題を抱えると思いま

すので、１つだけで対応するんではなくて、もっと大きな力として一緒になってやっていただ

きたいなというふうに思っております。 
 私は今回の３．１１の災害で、私たちは本当に多くの教訓を得ました。電力、これだけ節電

しようといっているときに、大きく新聞にも載りましたけども３倍の電力を使う。これを私た

ちは認めようとしているわけですね。昨日のテレビでも実際に大きなプロジェクトが動き出す

ときには、本当に大きな落とし穴があるんだなというふうに思ったのは、原発の問題でもそう

ですけども、専門家によっていろんな見方があるんですね。危険だというのと、いや大丈夫だ

という見方があって、何かを決定するときには、いつも事業者側に立った結論に力関係の中で

きてしまう。想定外の事態が起きたときに大変なことになるという、そういう事実を私たちは

本当に今回、見せ付けられました。 
 今回の環境アセスをまた事業者がやっていくわけですけれども、そういうことまで含めて、

私たちはしっかりと、鋭い感覚で見ていかなければいけないんではないかなというふうに思っ

ています。これがやっぱり、町民にとって将来に幸せ感を感じられるような、そんな総合計画

に実現できればいいかなというふうに思っておりまして、私の質問を終わります。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 先ほど来、申し上げています中央市と南アルプス市と富士川町での協議会、アクセス道路だ

けではなくて、日照権の問題とか、騒音の問題とかいろいろな環境問題、これからアセスが進

めば出てくると思います。それをこの地域に照らし合わせて、住民が不安がらないように３市

町が連携をしながら取り組んでいきたいということであります。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 以上で通告１１番、８番、永井寛子さんの一般質問を終わります。 
 以上で、一般質問を終わります。 
 本日の日程は、全部終了しました。 
 本日は、これにて散会とします。 
 ご苦労さまでした。 

 
散会 午後 ４時００分 
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開会 午前１０時００分 
〇議長（望月邦彦君） 

 平成２３年第４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４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

お手元に配布したとおりです。 
 なお、教育長 堀口広秋君は公務のため欠席との連絡を受けておりますのでご了承ください。 
 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。 
 また、富士川町住民基本台帳カードの利用に関する条例の制定については、お手元に配布し

た議案付託表のとおり所管の常任委員会に付託しますので、質疑は大綱のみに留めてください。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第２ 議案第７４号 富士川町住民基本台帳カードの利用に関する条例の制定についてを議

題とします。 
 これから、議案第７４号の質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 ６番、齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 １点だけ、ちょっと理解できない部分があるので、その点についてだけ、ご説明をお願いし

たいと思いますけども、条例の２ページから３ページ、使用料金ですね。手数料条例の一部改

正の、３ページにある表なんですけども、１件につき３００円、土地は３筆１件を１件につき

３００円に改める。この部分が、この条例になぜこういう形で載っているのかがちょっと理解

できないので、その点だけ説明をお願いしたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町民生活課長、依田正一君。 
〇町民生活課長（依田正一君） 

 齊藤議員の質問にお答えします。 
 ここにある表ですけども、戸籍の手数料の欄に旧増穂町のときの固定資産の証明に関わる本

文が入っておりました。それを発見したため、税務課と協議しまして、今回、併せて附則で削

除することにいたしました。 
 以上です。 
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〇議長（望月邦彦君） 
 ６番、齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 了解しました。 
 以上で、終わります。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ほかに質疑はありませんか。 
 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 先ほど齊藤議員も質問したんですけど、条例改正で附則の中で錯誤が見つかれば一緒に修正

できるということは分かるんですけれども、そうであれば提案理由に今回、条例の制定と、そ

れから誤謬が見つかったので、そこについては修正させていただくということを、文言を明示

しないと町民は分からないわけですよね。提案理由にはそれを入れるべきだと思いますが、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） 

 秋山議員の質問にお答えします。 
 ある条例の改版につきまして、その改正の原因となった条例の附則で改版することができる

ということが国のほうの質疑回答文のほうにもありましたので、それでこの条例制定の中で附

則についても改版をするということをいたしました。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 ご指摘のとおりだと思います。合わせて、規定の整備をするという提案理由を出すべきだと

思います。今後、以後、気をつけたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 やはり自分たちの、議会も当然、認めているわけですから、共同責任だと思いますけども、

間違いがあったら正直に間違っていたと。だから訂正させていただくということは、町民にはっ

きり公開するべきだと思いますので、ぜひそういう姿勢でお願いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ほかに質疑はありませんか。 
 ８番、永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 １点だけ、ちょっと分からないところをお聞きします。 
 第７条で、関係人に対する質問等とありますけれども、この関係人に質問、または資料提供

ということは、例えばどういうときのことを言っているのでしょうか。 
 関係人というのは、誰を対象としているんですか。 
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〇議長（望月邦彦君） 
 暫時休憩します。 

休憩 午前１０時０８分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午前１０時１４分 
〇議長（望月邦彦君） 

 休憩を解いて、再開いたします。 
 町民生活課長、依田正一君。 

〇町民生活課長（依田正一君） 
 永井議員の質問にお答えします。 
 第７条の関係人に対して質問し、または関係資料の提示を求めるということですけども、お

客さまがカードの申請にまいりました。そこでまず、本人確認をいたします。顔写真入りの例

えば免許証、免許証がない場合には２種類、保険証、それから診察券等があれば提示してもら

いますけども、そこで持っていない。免許証をお持ちでない。そこで本人確認ができませんの

で、本人から住所、それから氏名とか家族構成を聞き、ここにある関係人資料の提示とありま

すけども、ここでは先ほど言ったように保険証とか診察券、ない場合には本人から住所、氏名、

生年月日とか、あと家族構成をこちらのほうで聞き取り等をいたしまして、それで本人確認を

いたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ８番、永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 了解しました。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ほかに質疑はございませんか。 
 （ な し ） 
 質疑なしと認めます。 
 以上をもって、議案第７４号に対する質疑を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第３ 議案第７５号 富士川町生活安全条例の一部を改正する条例について 
   日程第４ 議案第７６号 富士川町税条例の一部を改正する条例について 
   日程第５ 議案第７７号 富士川町都市計画税条例の一部を改正する条例について 
   日程第６ 議案第７８号 富士川町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例につ

いて 
   日程第７ 議案第７９号 富士川町障害者施策推進協議会条例の一部を改正する条例について 

 以上の５議案は条例の改正案でありますので、一括して議題とします。 
 これから、議案第７５号から第７９号までの質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 ８番、永井寛子さん。 
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〇８番議員（永井寛子君） 
 議案第７６号の税条例の一部を改正する条例ですけれども、よく理解できないので、分かり

やすく説明していただきたいんですけれども、１ページの第３４条の７のところですね。ここ

の部分は、よく読んでも分からないんですけれども、例えば共同募金とか日赤とか、それから

ふるさと寄附金というのが、今度、控除の対象となるということなのか、なんかよく分からな

いんですけども、何が変わってどう変わったかという、簡潔に説明していただくとどういうこ

とになるんでしょうか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 税務課長、増原俊郎君。 
〇税務課長（増原俊郎君） 

 永井議員のご質問に対して、お答えをいたします。 
 ３４条の７についてでございますけども、これまで寄附金控除と申しますのは、所得税のみ

に行われておりましたが、地方税の町県民税につきましても寄附金税額控除がこの条項によっ

て行われるということが、まず第１点でございます。 
 それから、そこの本文にございますけども、３１４条の７第１項第１号というのが、これが

地方税法の県市町村に対しての寄附金のことでございます。 
 それから、および第２号というのが共同募金、日赤にかかる寄附金について地方税を控除す

ると。税額控除するということでございます。そのうちの第１号の部分については、これがふ

るさと納税といわれる部分になりまして、第２号につきましては、一般の共同募金等に対して

の税額控除であると。これが地方税の町県民税で税額控除できますよということなんですね。 
 今回の改正は、これまでは例えば３４条の７の中には、第１号でこれ、第２号でこれ、第３号

でこれというふうに細かく規定をしていたんですけども、今回の条例改正は国のほうの指導が

ありまして、整理をしていくということになりましたので、今までのようにたくさんの号数に

羅列して、一つひとつ載せて説明をつけていくというのではなくて、大雑把にまとめてしまう

ということなので、かえって分かりづらく、実はなってしまっております。 
 それから今回の税条例の改正で、第２条が５ページにございますけども、実はこれも３４条

の７の改正の関連でございます。最初の１ページの３４条の７については、先ほど申しました

ように県市町村に、それから共同募金、日赤についてでございますが、５ページの第２条の

３４条の７の中身につきましては、これが県内の特定公益増進法人というものに対して、今度

はやりますよという改正になりました。これで寄附をすることによって税控除を受けられると

いう、その寄附先の各団体がすべて規定されたわけであります。 
 ５ページの３４条の７につきましては、県内の公益社団法人、それから財団法人ですね、そ

の他公益を目的とする事業を行う法人、または団体ということで、ここではじめて学校、それ

から大学、あるいは社会福祉協議会、それから公立の保育園、私立の幼稚園とか、こういった

ものがここへのってきまして、１２月７日付けで県内３２４の団体が指定されております。こ

れらの団体に対して寄附をした場合に税金を控除しますよと。地方税を控除しますと、こうい

うことでたまたま同じ３４条の７が第１条と第２条の中でそれぞれ規定されましたが、一緒に

しなかった意味合いは、２４年の１月１日から施行される部分と２４年の４月１日から施行さ

れる部分がそれぞれ違いますので、分けてここに改定されたということでございます。 
 以上です。 
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〇議長（望月邦彦君） 
 ８番、永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 ありがとうございました。 
 私の理解に間違いがありましたら、おっしゃっていただいて、もう１回、理解できたかどう

かお聞きします。 
 今まではここで言う、例えば県とか市町村とかそういうところに寄附をする場合と、あるい

はその日赤とか共同募金とか、そういうところに寄附をする場合に関して所得税だけを控除し

ていたものが、今度は地方税のところにまでいきましたよということが１つ。 
 それから、もう１つはその対象になる団体が財団とか公益法人というところも一緒になりま

したよということでよろしいですか。ただ日付が違うから別に別にしたという、そういうこと

でよろしいんですか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 税務課長、増原俊郎君。 
〇税務課長（増原俊郎君） 

 そういう理解で結構だと思います。１条で３４条の７としたものは第１号の県市町村に対し

ての部分と第２号が共同募金、日赤と。これが国全体の部分で規定したものです。それから第

２条で申しておりますように、３４条の７については山梨県内の公益財団等の法人ということ

になります。 
 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） 
 了解しました。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ほかに質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑なしと認めます。 
 以上をもって、議案第７５号から第７９号までに対する質疑を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第８ 議案第８０号 平成２３年度富士川町一般会計補正予算（第６号）について 
   日程第９ 議案第８１号 平成２３年度富士川町介護保険特別会計補正予算（第３号）について 
   日程第１０ 議案第８２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２号）に

ついて 
   日程第１１ 議案第８３号 平成２３年度富士川町下水道事業特別会計補正予算（第２号）につ

いて 
   日程第１２ 議案第８４号 平成２３年度富士川町活性化事業特別会計補正予算（第２号）につ

いて 
   日程第１３ 議案第８５号 平成２３年度富士川町水道事業会計補正予算（第２号）について 
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 以上の６議案は補正予算案でありますので、一括して議題とします。 
 これから、議案第８０号から第８５号までの質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑なしと認めます。 
 以上をもって、議案第８０号から第８５号までに対する質疑を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第１４ 議案第８６号 富士川町過疎地域自立促進計画の変更についてを議題とします。 

 これから、議案第８６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８６号に対する質疑を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第１５ 認定第６号 富士川町道路線の認定についてを議題とします。 

 これから、認定第６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６号に対する質疑を終わります。 
 以上で、本日の日程は全部終了しました。 
 本日は、これにて散会とします。 
 ご苦労さまでした。 

 
散会 午前１０時３０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４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４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４回富士川町議会定例会第４日の会議を開きます。 

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

 この際、議案の審議に先立ちまして、諸般の報告を行います。 
 議長から報告します。 
 本日の議事日程は、お手元に配布したとおりです。 
 本日の会議に説明員として出席通知のありました者の職氏名は、先の会議で一覧表としてお

手元に配布しておきましたとおりです。 
 なお本日、追加案件として意見書案１件、閉会中の継続調査申出書４件が提案されています。 
 よろしくご審議くださいますよう、お願いします。 
 審議に先立ちまして、先日の８番、永井寛子さんの質疑に対する答弁の一部訂正について、

税務課長 増原俊郎君より発言を求められていますので、これを許します。 
 税務課長、増原俊郎君。 

〇税務課長（増原俊郎君） 
 １２月１３日の質疑における永井議員の質問に対する回答に関しまして、改正税条例の第

１条中、第３４条の７について、町条例３４条の７についての説明で説明の一部に誤りがあり

ましたので、訂正をさせていただきたいと思います。 
 今回の条例改正により第３４条の７は、これまでの条文を大幅に簡素化されました。また、

これに関連し、もととなります地方税法において適用下限額が「５千円」から「２千円」に。

平成２１年度から実施されたふるさと納税の特例控除の計算が簡素化されまして、下記のとい

いますか、お手元にお配りしたと思いますけれども、ペーパーの参考例のとおりの算式となり

ました。さらに今回の震災にかかる日赤共同募金会への寄附についても、ふるさと納税と同じ

く特例控除が適用されることになりました。ふるさと納税の特例控除は、今回の改正から適用

されたことになったのではなくて、これは発足当初の平成２１年から実施されておりましたの

で、お詫びして訂正させていただきます。 
 なお、改正条例第２条中、第３４条の７につきましては、すでに説明をさせていただいたと

おりでございます。そこにふるさと納税、震災募金で個人が寄附した場合の税の特例控除の例

ということでお示しをしておりますので、またご覧をいただきたいと思います。 
 なお、裏面につきましても今回の改正のレジメを印刷させていただきましたので、ご覧いた

だきたいと思います。 
 以上でございます。 

〇議長（望月邦彦君） 
 以上で、税務課長の質疑に対する答弁の一部訂正を終わります。 
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 次に１２月１４日に各常任委員会が開催されましたので、委員長報告を行います。 
 はじめに総務常任委員長、報告してください。 
 委員長、堀之内美彦君。 

〇１０番議員（堀之内美彦君） 
―――― 委 員 会 審 査 報 告 書 の 朗 読 ―――― 

〇議長（望月邦彦君） 
 次に教育厚生常任委員長、報告してください。 
 委員長、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
―――― 委 員 会 審 査 報 告 書 の 朗 読 ―――― 

〇議長（望月邦彦君） 
 続いて産業建設常任委員長、報告してください。 
 委員長、齊藤正行君。 

〇４番議員（齊藤正行君） 
―――― 委 員 会 審 査 報 告 書 の 朗 読 ―――― 

〇議長（望月邦彦君） 
 以上で、各常任委員長の報告を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第２ 請願第３号 ３０人以下学級実現、義務教育費国庫負担制度拡充を図るための請願に

ついてを議題とします。 
 去る１２月９日の本会議で、教育厚生常任委員会へ付託しました請願第３号について、委員

長の報告を求めます。 
 委員長、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
―――― 請 願 審 査 報 告 書 の 朗 読 ―――― 

〇議長（望月邦彦君） 
 秋山委員長、しばらくお待ちください。 
 以上で、教育厚生常任委員長の報告が終わりました。 
 これから、請願第３号の質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑なしと認めます。 
 以上をもって、請願第３号の委員会審査報告に対する質疑を終わります。 
 秋山委員長、ご苦労さまでした。自席にお戻りください。 
 これから、請願第３号の討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 以上をもって、請願第３号の討論を終わります。 
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 これから日程第２ 請願第３号 ３０人以下学級実現、義務教育費国庫負担制度拡充を図る

ための請願についてを採決します。 
 請願第３号に対する委員長の報告は、採択とするものです。 
 委員長の報告のとおり、決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、請願第３号は委員長の報告のとおり採択とすることに決定しました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第３ 議案第７４号 富士川町住民基本台帳カードの利用に関する条例の制定についてを議

題とします。 
 去る１２月１３日の本会議で、教育厚生常任委員会へ付託しました議案第７４号について、

委員長の報告を求めます。 
 委員長、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
―――― 委 員 会 審 査 報 告 書 の 朗 読 ―――― 

〇議長（望月邦彦君） 
 秋山委員長、しばらくお待ちください。 
 以上で、教育厚生常任委員長の報告が終わりました。 
 これから、議案第７４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） 
 こういった質疑、初めてなんですけども、本議会では初めて条例制定について委員会付託と

いうことで、十分な審査をしていただくために委員会に付託しましたので、あえて何点かお聞

きしたいと思います。 
 １点目は、条例審査においてどのような点に注意を払って審査したのかということを伺いた

いと思います。 
 今回、富士川町議会は新たな条例制定については、６月でしたか、定例会の反省を踏まえな

がら、十分な審査を保障するために所管する委員会において付託審査をすることとしました。

そして、その第１回目ということだろうと思います。その意味で、条例審査において何を基準

にどのような点に注意を払って審査したのか。その点、伺いたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 どのような点に重点を置いたかということで、やはり条例というのは地方自治法でもいわれ

ております住民の権利を制限し、義務を課すということはやはり条例で明文化していかないと

いけないということでありますので、第１点目は住民の権利、義務の関係を重点に審査させて

いただきました。 
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〇議長（望月邦彦君） 
 ６番、齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 審査結果は原案可決ということなので、今言われた私も条例審査においては、要するに義務

制約ということが町民にとって、どれだけの不利益を被るのか。あるいは、それが許容される

範囲なのか、この点が一番重要だろうと思いますので、今回、原案可決ということは、その点

においてはよかったと。制約等々について、そういう判断ではよかったという判断を委員会で

されたということでよろしいでしょうか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 この時点においてはですね。いろんな条件を審査した中で、ここで当局から説明していただ

いた条件の中では、１２月１３日現在は納得した形で全会一致で可決すべきものと決定しまし

た。あくまでも、この１３日時点の当局の説明をいただいた中で判断したということです。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ６番、齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 どうも説明、ありがとうございました。今、なんか秘密のことをおっしゃったのでよく理解

できない部分がありましたけども、十分な審査を行って、委員会として立派な採択をされたと。 
 ただ、１点だけお伺いしたいんですけども、本会議の質疑において、私やたしか永井議員さ

ん等々からも、この条例について少し意味不明な部分がありますと。説明を求めたんですけど

も、委員会付託ということもありまして、突っ込んだ質疑というのは避けるというか、避けた

のは良いか悪いかは別にしまして、指摘だけしておいて委員会でもその点について、十分、審

議していただきたいという思いで、本会議でも簡単に質問させていただきましたけども、その

点についての質疑、あるいは審査というのは十分、それなりにされたという理解でよろしいん

でしょうか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 委員長、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 その条文はたしか第７条の条例の関係人に対してということで、当日も町民生活課長から、

その点については申請をする本人とか代理人の方について資料提供を求めたり、必要なときに

は質問することもできるということで、改めてその点については細かに町民生活課の担当者に

説明をいただきまして、それと同じ説明をいただきましたので、そこの点については、課題に

ついては解消されたと考えております。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 ３回、質問しましたのでこれで終わりたいと思います。どうも説明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。 
 永井寛子さん。 
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〇８番議員（永井寛子君） 
 今の齊藤欽也議員の質問を受けて、私のほうから関連して質問をしたいと思いますけれども、

今回のこの条例のもっとも注意を払って審査した点というのは、住民の権利と義務の関係、そ

このところを一番関心を持ってやったというお話ですけども、それは委員全員の共有したもの

であったんでしょうか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 委員長、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 当委員会は、これを審査するために事前の学習会を委員会独自でさせていただきました。そ

のときにも、委員会の皆さんには私のほうから、たしか伝えたと思うんですけども、条例の、

前から問題になっていますから、規約で住民の権利を制限するのか。それともやはり条例できっ

ちり明文化するのかということは、事前に勉強会もした中で今回、審査に臨みましたので、そ

の点については委員全員で共有をしていたと、私は考えております。 
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。ありがとうございます。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ほかに質疑はありませんか。 
 １２番、小林進君。 

〇１２番議員（小林進君） 
 委員長にお尋ねをいたします。 
 当委員会で慎重審議をしてくれたわけでございますけども、先ほど齊藤欽也君からの質疑が

あったとおり、万全の策を練って、また当局から資料等を統一して県下で６市ですか、今、行

われているところの様子等々を、また県の施行されております、うちは来年の４月ですけれど

も、その中で先ほどの永井議員さんがおっしゃったとおり、住民の権利の問題等々も含めて慎

重にしてくれたと思いますけども、問題はこのあとに出てくる問題がありますから、ここで僕

が質問するんですけれども・・・できないですか。できないということですからしませんけど

も、慎重に審議をしてくれたと思いますけれども、どうも納得のいかないものもこれから出て

くると思いますが、その席でまた質問をさせてもらいます。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ほかに質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑なしと認めます。 
 以上をもって、議案第７４号の委員会審査報告に対する質疑を終わります。 
 秋山委員長、ご苦労さまでした。自席にお戻りください。 
 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 動議を提出いたします。 
 ただいま、議題となっています議案第７４号 富士川町住民基本台帳カードの利用に関する
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条例の制定について、附帯決議を望みます。 
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） 

 ただいま、秋山貢議員の議案第７４号 富士川町住民基本台帳カードの利用に関する条例の

制定について附帯決議を提出することに賛成いたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ただいま、秋山貢君から議案第７４号 富士川町住民基本台帳カードの利用に関する条例の

制定についての附帯決議を提出することの動議がありました。 
 この動議は１人以上の賛成者がありましたので、成立します。 
 ここで、議案の配布を行います。 
 （議案配布） 
 それでは、ただいま議決されましたこれを本案と合わせて議題とし、議案第７４号 富士川

町住民基本台帳カードの利用に関する条例の制定に対する附帯決議についての提出者の説明を

求めます。 
 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 それでは、説明させていただきます。 
 平成２３年１２月１９日 
 富士川町議会議長 望月邦彦殿 

提出者 
富士川町議会議員 秋山 貢 

賛成者 
富士川町議会議員 市川淳子 

 議案第７４号 富士川町住民基本台帳カードの利用に関する条例の制定に対する附帯決議に

ついて、上記の議案を別紙のとおり会議規則第１４条第１項および第２項の規定により提出し

ます。 
 議案第７４号 富士川町住民基本台帳カードの利用に関する条例の制定に対する附帯決議 
 民間事業者が設置する多機能端末、その他町が指定するこれらに類する機器を利用して住民

票の写しの交付サービスの提供を受けようとするもので、１５歳未満の者は法定代理人に限る

旨の条文を記載すべきである。 
 提出の理由 
 １５歳未満の者が民間事業者が設置する多機能端末、その他町が指定するこれらに類する機

器を利用して住民票の写しを取得できるのか確認したところ、現在のシステムにおいては、

１５歳未満の者が住民票の写しを取得することを禁止していることが判明した。１５歳未満の

者が住民票の写しを取得できないという法的根拠はない。しかしながらシステムに起因すると

はいえ、現状では一部町民がサービスの提供を受けられないのは事実であり、取得できるよう

にするにはシステム変更に伴う追加経費が発生し、早急に解決することは困難である。またこ

のシステムを先行運営する南アルプス市、韮崎市、甲州市、笛吹市、富士吉田市、富士河口湖

町は現状のシステムのまま運用することで合意している。 
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 地方自治法第１４条２項では普通地方公共団体は義務を課し、また権利を制限するには法令

の特別の定めがある場合を除くほか条例によらなければならないと定められており、１５歳未

満の者が住民票の写しを取得できない今回のケースは、この法律に該当すると考える。提供さ

れるサービスの実態を条例の効力を一致させることが必要である。 
 これが本案の提出理由であるということで、補足を若干させていただきます。 
 具体的にいいますと、本町の１５歳未満の人数は平成２３年１２月１日現在、２，０４０人

います。この人たちが住民票の写しのコンビニ交付を受けるサービスを利用するときは、住基

カードを添えて法定代理人である親権者、すなわち親が町長に住民基本台帳カード交付、多目

的利用サービス登録を申請します。その後、住基カードが交付されたとしても、１５歳未満の

本人が県内外のコンビニの多機能端末や他市町に設置されている自動交付機を使って、住民票

の写しは取得できません。 
 印鑑登録証明書は富士川町印鑑条例により、満１５歳未満の者および成年被後見人は印鑑の

登録ができないことになっていますので、１５歳未満の方はコンビニ交付も利用できません。

県立図書館の利用も平成２５年秋開館予定ですので、それまでは利用できません。住基カード

を持っているだけで、町で提供するサービスを受けることができません。 
 ただ、写真付き住基カードは公的な身分証明書として利用することができ、家を引っ越しし

た場合の市町村に届ける転入・転出手続きが簡素化されるメリットはあります。また住民基本

台帳法第１２条第１項により、住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている

住民基本台帳を備える市町村の市町村長に対し、自己または自己と同一の世帯に属する者にか

かる住民票の写し、または住民票に記載した事項に関する証明書の交付を請求することができ

るとあります。同条第６項では、市町村長は第１項の規定による請求が不当な目的によること

が明らかなときは、これを拒むことができるとあります。 
 では、なぜコンビニ交付で１５歳未満が交付されなくても違法ではないかというと、今回は

今あるサービスプラスコンビニ交付もできるということですので、違法性はあるとはいえませ

ん。しかしながら、今回、全町民を対象にすべきサービスが本町では１５歳未満の方は住基カー

ドの利用の中で、一番のメリットであるコンビニ交付サービスを受けることができません。正

当な目的を持って権利を行使しようとしても、システムを要因とする物理的な理由で受ける権

利を制限されてしまいます。そこで法定代理人が取得できるようにすることで、１５歳未満の

方の救済の仕組みとすることができると考えます。この事実は、あまねく町民に知らしめる必

要があり、規則で定める性質のものではなく、地方自治法に則した条例で定めるべきだと考え

ます。 
 最後に、先ほどから指摘されておりますけども、委員会審査との関係について説明させてい

ただきます。 
 教育厚生常任委員会では、付託された条例の審査を１２月１３日、午後１時半から始めまし

た。質疑したあと討論はなく採決し、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 
 翌１４日、町民生活課で調査したところ、現在のシステムにおいては１５歳未満の者が住民

票の写しを取得することを禁止していることが判明しました。そこでもう一度、委員会で審査

し直すことができるのか議会事務局に確認しました。しかし、一度議会で議決した同一議題に

ついては、同一会期中においては再び議決しないという一事不再議の原則により、委員会では

審査できないことが分かりました。せっかく当委員会に付託していただいたのに、結果的に十
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分な審査をすることができず、委員長として委員の皆さんには大変申し訳なく反省しています。 
 そのため、私といたしましては議員各位の同意をいただき、議会としての意思を示す必要が

あると考え、附帯決議を提案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） 

 秋山貢君、その場でお待ちください。 
 これから議案第７４号 富士川町住民基本台帳カードの利用に関する条例の制定に対する附

帯決議についての質疑を行います。 
 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） 
 では質疑を行いたいと思いますけども、実はここへこうやって、私が立って少し違和感を感

じるというのが正直なところです。それは当局原案の、原案可決の委員会報告された秋山委員

長みずからが、その後その場に立って動議と。この原案に対する動議という形で立たれたとい

うことで、非常に違和感を持っておりますけども、何点かちょっとお聞きしたいと思います・・・。 
〇議長（望月邦彦君） 

 進めてください。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 すみません。 
 まず、全会一致で先ほど可決されたということで、今出されました。そのときに理由の中で、

１４日、町民生活課で明らかになったという表現がありまして、１つは審議不十分だったのか

ということと、この町民生活課で明らかになったというのは、生活課のほうで報告をいただい

たのか。こちらから何かの関連で質問したら出てきた話なのか、そこだけまずお願いしたいと

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） 

 １点目が十分な審査をなされたということでよろしいですね。はい。先ほども申しましたと

おり、１３日の時点においては私ども、このことについても当局に確認し、１５歳未満の者が

コンビニ交付を使えないという説明は聞いておりませんでしたので、当然当局もできると思い

込んでいた。説明を受けた私どももできると思い込んでいたという点で、ではそれが十分な審

査になり得たかというと、結果的に先ほど申しましたとおり、こうやって附帯決議を出させて

いただいておりますので、十分な審査とはいえなかったということで反省はしております。 
 それからどこで、その１４日の日に出たかといいますと、委員会の進捗状況の説明を受けて、

最後に１つだけ心配があるということで、私のほうから発言させていただいて、この１５歳未

満は住民票を交付してもらえることに間違いないのかということでお聞きしたところ、町民生

活課で調べていただいて、後日、委員会が終わるころ説明を受けて、実は今、調べたら私ども

も知らなかったけれども、１５歳未満の者はコンビニ交付で発行禁止になってしまうという説

明をいただきました。 
 以上です。 
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〇議長（望月邦彦君） 
 ６番、齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 先ほど、説明の中でしたか、一事不再議と。一事不再議ということは、委員会に付託された

内容について審議し、結果を出したものについては、その会期中は審議しないということだと

私は理解しております。今の話であると、よく分かりませんけども、翌日の委員会の中で再審

議をしたということですよね。これは議会ルール上、好ましくはないと、まず私は１点主張し

たいし、そうであるならば十分な審査、これあとから出てきたという話ではなくて、翌日の委

員会で審議して発覚したと。もうすでに審議した内容について、審議して発覚したという話だ

と思うんですよね。これは極めて異例というか、異常というか、そのように感じます。 
 そして、もう１点。あえて、この内容というのは修正動議というのか、附帯決議というんで

すか、修正ということですね。附帯決議、要望の類に属することだろうと理解しますけども、

あえてこの委員会の委員長みずから、出さなければいけないのかどうか。その必要性があるの

か。疑問も少しあるんですけども、そのへんについてご説明を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） 

 委員会の進捗状況の中でお聞きしたことが、委員会審査に当たるんではないかという指摘で

すけども、そのへんについては実際、それが委員会審査にあたるのか、僕にも判断ができない

でおります。ただ、結果的にそのことを事実として、１５歳未満の者はコンビニを使って利用

できないということを知った以上は、やはりそれを伏せることなく公開して、議員の皆さん、

それから町民の皆さんに知っていただいた中で、どういう判断をするかということが僕は議会

として必要だと考え、今回、附帯決議という形で出させていただきました。 
 それから、もう１点。これは附帯決議が、たしかに法的拘束力は分かりません。否決される

か、可決されるか分かりませんけども、出しただけに過ぎないものを修正案と違って、なぜ出

すんだということをおっしゃっていると思うんですけども、私は議会としての意思というもの

を明確に発信して、町民の方に当局の出してきた条例については、やはりこの点を補充しない

とまずいではないかということを、議員の皆さんにも知っていただきたいし、町民の皆さんに

も理解していただいた中で、やはり当局の条例よりも、ここを補完した条例のほうが町民にとっ

て、義務とか権利を課すもののとして、的確なよりよい条例にできると思って、たしかに法的

拘束力はありませんけども、附帯決議としてこれを当局のほうに、議会の意思として皆さんの

同意を得て出させていただきたいと、こういう思いであります。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ６番、齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 これが最後になりますけども、一事不再議の原則というのが出された、あるという理由は当

然、委員長もご存じだろうと思いますし、そして法律の中に想定し得ないもの、あるいは想定

から抜けるものがたびたびあると。正直言って１５歳未満の人が、例えば印鑑証明が取れない。

これは取る必要性もないだろうということなんだろう。でも時代が進めば、当然１５歳未満も

土地を所有したり等々のこともあるかもしれないし、また住民票を１５歳未満の人が自分で
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取って何かに使用するということも正直、私もあんまり想定もしていなかったことなんですけ

ども、そういった条例上のいろんな、現実適用の中で不備が多々出てきて、それをまた法の整

備ということで、徐々に整合性をもたせていくというのが一般的によくあるし、また本町にお

いても一部条例の改正、自治法の改正に伴ってということがたびたびございます。これらも多

くは、その整合性をもたせていくという中でやっていることだろうと私は理解しておりますの

で、その点も汲んでもらえればありがたかったかなという思いだけ、述べさせていただきたい

と思います。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 齊藤欽也議員が、印鑑のほうは１５歳未満の人は登録を受けることができないと。町の印鑑

条例では、第２条のただし書きで満１５歳未満の者および成年被後見人は印鑑の登録を受ける

ことができないと明確に規定されているんですね。印鑑については、やはり条例できちっと制

約されているわけなんです。住民票と印鑑登録証明書と、どのくらいの書類の重要度というの

は、僕は決して印鑑登録よりも住民票が劣るとは思っていないし、やっぱり同格なものだと位

置づけています。ですから印鑑登録の証明書も条例で制限していると。であれば、住民票も規

約ではなくて条例で制限すべきということで解釈しております。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ほかに質疑はありませんか。 
 ８番、永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 今、質疑応答の中で私が気が付いたことを質問させていただきます。 
 今、委員長はその１４日に町民課に行って気が付いたと。知らされたということですけれど

も、本来条例をつくるときはそういうことはすべて把握した上で、私は当局は原案を出したん

だと思っていました。でも先ほどのお話では、当局も知らなかったという言い方をされたわけ

ですけども、それはそのとおりなんでしょうか。それに対して、当局はそのときどのような対

応をされたんでしょうか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 では１３日の時点ではどうかというと、先ほども説明させていただきましたとおり、当局は

１５歳未満の者が、コンビニ交付で住民票の写しが取れないということは知らなかったと考え

ております。それは委員会の質疑の中で確認したところ、そういう話は出ませんでした。１４日

の日に町民生活課で調べて、行ってではなくて、委員会で先ほど言いましたとおり進捗状況の

中で、終了した時点でこういうことについては、できるんですねという確認をしたところ、ま

た委員会が終わったときに来ていただいて説明を受けました。 
 当局といたしましては、先行する５市１町、先ほど言いました南アルプス市から韮崎、甲州

市の５市と富士河口湖町の先行する６市町も条例をつくる制定時には、１５歳未満の者がコン
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ビニをやったとき、発行禁止、エラーが出るということは知らなかったと。だから条例には盛

り込んでいなかったと。今回、富士川町からの指摘があったので、そのことについては山梨県

の総合事務組合でサービスを一元化でやっているので、先行する５市１町と協議しながら、そ

の対応を決めていきたいということで、富士川町独自で条例をそういうふうにしていこうと。

条例の中に、この規定を明文化していこうという話はありませんでした。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ８番、永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 委員長としましては、もう議決したことですから、可決したことですから、これを蒸し返す

ことはできないと。ただ、こういう事実が明らかになってしまった。本会議で議決する前に、

こういう事実が明らかになった以上、これは議会の責任できちんとしなければならないんでは

ないかという立場に立たれたと思うんですけども、この附帯決議という方法のほかに、どなた

かに相談してどういう方法が一番いいのかというようなことは、お考えになったんでしょうか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 議長からも話があって、こうやって附帯決議というのは、やはり先ほどから皆さんの指摘さ

れている委員長が委員会審査の報告をし、それから改めて委員長が附帯決議を出すというのは、

形とすればあまり望ましい形ではないということで、ではどうしたらいいかということで、も

う一度、先ほど言いました委員会で審査をして、そして委員会の総意が得られたら、附帯決議

をその中で付けたほうがよりいいんではないかということで、事務局長にも確認していただき、

県の市町村の事務局の花輪さんにも相談した中で、やはりそれは一度採決したものについて、

同一会議で、議会の中で、もし最初が可決、あとで否決ということになったら議会の意思が本

当に不明確で、どこに議会の意思があるんだと。これは委員会としても同じことなので、それ

はできないということで、その方法はできないということで、そのほかの方法は考えませんで

した。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ８番、永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 よく分かりました。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ほかに質疑はありませんか。 
 １２番、小林進君。 

〇１２番議員（小林進君） 
 委員長さんにお尋ねをいたします。 
 齊藤議員、ならびに永井議員のほうからるるお話があったので、ある程度理解をしますけど

も、私も長い議員生活の中でこのような事態に遭遇したのは初めてでございます。議員さんの、

たしかに自治法からいって権利、結構だと思いますけども、１３日の日に委員会をして、委員

会の中ではこの問題が出なかった。１４日の日にたまたまそういうことで、どちらで分かった

かは別ですけども、話が出た。私、ここに委員長が報告を、原案を皆さんにお任せをした条例
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の審議をしていただいて、なんの問題もなくて通ったと。そして１４日の日にそれが分かった

と。僕はここで委員長の報告をして、委員長が附帯決議の動議を出すなんてこと自体が僕は、

違う人にお願いするとかというやり方もあっただろうし、もっとそれ以前において、そういう

ものが発覚したときには、当然、担当課長、総務課長、町長と相談する中で、当然、委員会は

委員会の委員長、副委員長、委員さんがいる。今、事務局長さんの説明によればいっぺん決め

たものは駄目だと。県の花輪さんの、事務局長の意見も駄目だと。しかし動議までして、附帯

決議までしてやるべき問題なのか。これはやっぱり委員長、副委員長、相談して、委員に相談

して、議長を含め事務局と相談して、当局と話をして、よく言う事前にするというと永井議員

が怒りますけども、そういうことではなくて、私がいつも言っているのは議会と執行部は両輪

なんですよ。そこがギシギシしたら車がおかしくなるんですよ。そういうことを僕は言いたい

から、あえて言わせてもらうんだけれども。 
〇議長（望月邦彦君） 

 小林議員、質問を。 
〇１２番議員（小林進君） 

 分かるけれども、権利権利とはいっても、お互いにいいまちづくりをやろうということで議

会も執行部もお互いに、法だって全部が、間違っているところもあると思います。そのために

一部改正というものがあるわけです。今回の場合、６市町が先行してやっている。それは不備

な点があるかもしれないけど、合意によって、次に直さなければならないんではないか。僕は

あえてここで、委員長が附帯動議を出さなくても当局と話をして、４月が施行であるなら３月

の定例会にその点を付けたらいいと思うけども、そういう考えはなかったんですか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 小林議員には常々心配していただいて、議員、これから先があるからという話も聞いて本当

にありがたく思っています。でも今回、やはり議会というのは、僕は公開が原則だと思ってい

るんです。こういった議論があった中で、例えば当局の出してきた条例について、議会として

は、この点がまだ不足しているんではないか。これを町民の皆さんにも知っていただくのが僕

は議会の役目であるし、公開の原則というのはそういうことだと思っています。 
 それからほかの方法とおっしゃいますけれども、やはりいろいろ考えた中で、こういった格

好でやることが僕は議会の使命であり、責任であると思っています。ほかの５市１町がこの手

続きをやったときに３月とかというお話ですけども、逆に今回、こうやって議会で気が付いて

いるのに、例えば３月に出るかどうかは別にして、万が一、同じ条例で一部改正が出てきたと

したら、それは議会として何をやっていたんだと。逆に町民が、議会は１２月の定例会で、こ

の住基カードの条例を認めておいて、今度は３月において一部改正が出てくるというのは、ど

ういう状況でそれはなったんだと。逆に町民の皆さんの不信感というのが僕は出てくると思い

ます。ですから、町民の皆さんに対する説明責任というものは、こうやって公開の場で議論し

ながら、どういった議論があって、これについて附帯決議を付けるんだということを、僕は明

確にするほうが町民の皆さんの利益に適っていると考えています。 
〇議長（望月邦彦君） 

 １２番、小林進君。 
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〇１２番議員（小林進君） 
 言っていることは分かります。だけど現実問題として、果たしてそれを動議まで出して、附

帯決議までして付けなければならないのかどうか。これは各議員さんの判断、議会は公開の原

理だから結構ですよ。だけど、いつも僕が言っているのは、これからの、また言えば議長が怒

るけども、これだけは言わせてください。新しい合併をして、いいまちづくりをしようという

ことでみんな協力して、当局に意見はいろいろ言うけれども、お互いに協力していいまちづく

りをつくろうということで執行部議会が、言い方によっては慣れ合いということもいうけども、

そうでないと僕は考えます。お互いの至らぬところは話し合いをして、いい方向に進んでいく

んだというのが僕の考えというわけです。 
 だから委員長がそういうこと、一生懸命勉強して、僕みたいに読み書きそろばんができない

から、うまい言葉も言えないけども、やっぱり議会を円滑にすることが執行部と・・・。 
 （「議長、動議が成立しているんですから進行してください。」の声） 
 言わせてください。ここだけは言わせて。 
 そういうことで、今後も僕はあるとは思うけども・・・。 

〇議長（望月邦彦君） 
 小林議員、質疑をしてください。 

〇１２番議員（小林進君） 
 これが質疑ですよ。 
 今後ともあることだから、僕はこの際、僕が委員長に言ったように主義主張だけ通せばいい

ではなくて、やっぱり指導者としてこれから育ってもらうには、ある程度、みんなの言うこと

も聞いて、今後とも議員活動をしてもらいたいことをお願いして終わります。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 私はこのことによって、当局との協力関係にヒビが入るとか、ぎくしゃくするとは私は考え

ておりません。当局のほうも納得していただいた格好で、私は附帯決議を出させていただてい

る考えでおります。事前に担当課にも説明しましたし、これで議会との協力関係に僕は傷がつ

くなんて毛頭考えていないし、各議員さんがそれぞれ、小林議員の言い分もそれは私も認めま

す。でもほかの議員さんもいろんな考え方が、１６人いるわけですから、その中で自分の考え

をどっちがいいんだということを判断していただきながら、同意をして協力していただける方

は附帯決議を付けていただきたいし、考え方が違うということであればそれは賛成していただ

けないと思っておりますので、そのへんは私は、町との協力関係がこれで破綻したというふう

には考えておりません。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 １２番、小林進君。 

〇１２番議員（小林進君） 
 当局に。今度は。 

〇議長（望月邦彦君） 
 今、答弁は委員長だけですから。今、質疑を求めているのは３番の秋山貢君に質疑を求めて
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いるわけですから、ほかには振りません。 
 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） 
 今回の附帯決議が出された件につきましてですが、この条例は教育厚生常任委員会に付託さ

れて、われわれ慎重審議をしていったん可決をして、そのあと別の情報が入ってきて、今回、

動議が出されてきたと。私、委員会の一メンバーとして、委員会で十分な議論が結果的にはな

されなかったと、残念に思っております。 
 内容について、ちょっと２点ほどお伺いをいたします。 
 秋山議員がこの附帯決議で出された中で、住民票の写しの交付がシステムとして１５歳未満

は受けることができない。これは地方自治法１４条２項でいう権利を制限することになるから、

これを条例に入れるべきだという解釈でよろしいわけですよね。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 そこにはそう書いてあるけれども、住民票の写しの発行を制限するんではなくて、あくまで

もそのコンビニ交付、多機能端末機で交付を受けるサービスの提供が制限されるということな

ので、直接的にこの住民基本台帳法の１２条に抵触するという考えはありません。 
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） 

 法の解釈の問題で、私ちょっと疑義があるというか、解釈の問題では秋山議員と違うところ

があるんですが、町が講ずるサービスは権利として捉えるべきか、その人が本来、有する権利

なのか、そうではなくて反射的利益なのかという議論が生じてくると思うんですよ。ほかの自

治体では、町の施策として講じているサービスは、その人が有する権利ではなくて、反射的利

益として享受できるものであるという理解が多いようなんですよね。特に福祉的なサービスに

ついては、その人が本来有する権利ではなくて、反射的に生じた利益であるというふうな解釈

があって、その場合は例えば、この自治法１４条の２項でいう権利には該当しないので、県と

は別に考える。条例に、例えばその権利なり、利益を制限する場合でも条例に盛り込まなくて

もいいという解釈をしている自治体もあるんですが、秋山議員がここを権利とみなしたという

ことはどういう根拠なのか、事例があったのか。ちょっとそのへんを教えてください。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 例えば、事例といいますと印鑑条例において、印鑑は条例で１５歳未満ということを制限さ

れているのは、議員ご存じのとおりだと思うんです。印鑑登録と住民票の持つ効用というか、

それがやっぱり権利、個人の証明される人の権利を証明する、僕は書類の１つが住民票であり

印鑑証明書だと思っています。ですから印鑑証明書がそうやって制限される、個人の存在に、

この人はどういう人で、どこに住んでいてという登録されていることと、住民票にそうやって

住所とか生年月日とか筆頭者とか、そういったものが載せているというものがその個人の存在
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する人権というものを載せている書類であるから、やはり権利を証明する書類だと私は考えて

おります。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ７番、井上光三君。 
〇７番議員（井上光三君） 

 秋山議員の考え方は分かりました。 
 もう１点、お伺いしたいのは、今回、この住民票の写しを住基カードを使って受けるサービ

ス、システム上、１５歳未満ができないということが判明したわけですが、システム上できな

いことと、それから法制度上、１５歳未満は、これは住民票というものは窓口では１５歳未満

でも受けられるわけなんですよね。それを住基カードを使って、法制度上も決めてしまおうと

いう考えなのか、システム上そうだから、もう条例でも入れてしまうというお考えなのか、そ

のへんをちょっとお伺いします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 先ほども申しましたとおり、住民票は住民基本台帳法によって年齢制限はありません。誰が

行っても議員おっしゃるとおり交付してもらえます。窓口ではできるんだけども、コンビニ交

付においては、そのサービスの提供を受ける、これは住基カードをつくって、利用の登録をし

たものについては、誰でもできるというのが一番の前提であります。でも、やっぱり物理的に

これが制約されるということであれば、その物理的状況を条例に反映して一致させていくと。

ただし規則ではなくて、その人の権利を制限するわけですから、規則では僕は不適格であり、

条例でしっかり制定するべきという考えでいます。 
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） 

 ３回質問したので終わります。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ほかに質疑はありませんか。 
 齊藤正行君。 

〇４番議員（齊藤正行君） 
 ２点ほど、今の話で私は１５歳未満の方がコンビニで住民票が取れてはいけないんだという

ことが前提にあった中で、それが入っていないんだと。おそらく１５歳未満の人は窓口で取る

にしても、おそらく親がするのか、代理人、後見人が付いて取っているのがおそらく現状だと

思います。もし１５歳未満の方が印鑑証明を取って、住民票を取れたとするでしょう。コンビ

ニで。町ではその人が取れるかもしれませんけども、勝手にそういうことがもしできるとすれ

ば、問題が起きては困るということが前提にあって、これは今、謳っていないんではないかと

いう気がするんですけども、そのへんはいかがですか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
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〇３番議員（秋山貢君） 
 質問の内容が住民票のコンビニ交付をできないのを前提に、謳っていないというのは、どこ

のことを言っているのか、もうちょっと質問を具体的にしていただけますか。 
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） 

 できなくていいんではないでしょうかね。１５歳未満の人がコンビニで取る必要というか、

必要もないと思うし、取れないほうがかえっていいんではないかと私はそう思っています。だ

から取れないままで、私はいいんではないかなというふうに私は解釈しますから、取れるほう

にしろということは平等といいますけども・・・。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 私が言っているのは、多機能端末で現実問題、物理的にエラーが出て交付ができないという

であれば、それを条例としてしっかり町民の皆さんに１５歳未満の方はコンビニ交付、利用で

きませんよということを明確に条例で規定しなさということを言っているわけでありまして、

そこについては、たぶん議員の言っていることと同じだと思うんですけども。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ４番、齊藤正行君。 
〇４番議員（齊藤正行君） 

 分かりました。では、もう１つ。一番問題になるのは、皆さんが５人で委員会があって、１人

が提出して１人が同意をしたと。あと３人の方が自分たちの決めたことに対して、動議が出る

ということについては意見は聞いたんですか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 その点については、後日みんなで会ったときに、私としてはこういう思いで附帯決議を出さ

せていただくと。その中で、皆さんで賛成できる方は協力してほしいと。ただやっぱり考え方

が違うのであれば、それは自分のご意見を出していただきたいということで、委員の皆さんに

は私の考えと、どういう行動するかということの説明を事前にさせていただいております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ４番、齊藤正行君。 
〇４番議員（齊藤正行君） 

 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７４号 富士川町住民基本台帳カードの利用に関する条例の制定に対

する附帯決議についての質疑を終わります。 
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 秋山貢君、自席にお戻りください。 
 ここで、暫時休憩します。 

休憩 午前１１時２９分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午前１１時４１分 
〇議長（望月邦彦君） 

 休憩を解いて、再開します。 
 次に議案第７４号 富士川町住民基本台帳カードの利用に関する条例の制定についての討論

を行います。 
 討論はありませんか。 
 まず、原案に反対の発言を許します。 
 井上光三君。 

〇７番議員（井上光三君） 
 それでは、この附帯決議の原案に反対の立場で意見を申し上げます。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ちょっと、お待ちください。今、求めているのは条例の制定です。 
 ７番、井上光三君。 

〇７番議員（井上光三君） 
 順番を間違えました。 

〇議長（望月邦彦君） 
 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７４号 富士川町住民基本台帳カードの利用に関する条例の制定につ

いての討論を終わります。 
 これから日程第３ 議案第７４号 富士川町住民基本台帳カードの利用に関する条例の制定

についてを採決します。 
 採決は、起立によって行います。 
 お諮りします。 
 議案第７４号に対する委員長の報告は、可決とするものです。 
 委員長の報告のとおり決定することに、賛成の方は起立願います。 
 （ 起 立 多 数 ） 
 起立多数です。 
 したがって、議案第７４号 富士川町住民基本台帳カードの利用に関する条例の制定につい

ては、委員長の報告のとおり可決されました。 
 これから議案第７４号 富士川町住民基本台帳カードの利用に関する条例の制定に対する附

帯決議についての討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 まず、原案に反対の発言を許します。 
 ６番、齊藤欽也君。 

 １３２



〇６番議員（齊藤欽也君） 
 それでは、反対の立場から討論をさせていただきたいと思います。 
 秋山議員の言わんとするところは、ある程度、理解できますが、附帯決議という形での動議

提出および動議そのものについて賛同できません。一事不再議の原則があったためとのことで

ありますが、それを重んじるんであれば、翌日の委員会において議論すべきでないと思います。

それ自体が議会のルールを無視したこととなります。議論する必要があったとするならば、条

例審査の中で徹底して議論すべきであり、それを怠ったとするならば問題であると思います。

今回の件は、審査結果の中に意見として具することができるものとであると思います。 
 動議というものは形式、内容ともに非常に重いものであります。そして条例審査において一

番大事なことは、町民にとってこの条例はどうなのかということであると思います。たしかに、

この条例に疑問点があったということは事実であろうと思いますが、同時に秋山議員みずから

違法性がないということを述べております。条例の趣旨、目的に異論がなく、また町民にとっ

てもほとんど不利益がない。ただ他の条例との整合性がない、あるいは流用において整合性が

ないということが発覚したということであれば、それは条例の一部改正、あるいは運用の見直

しで、こと足りるのではないかと思います。なんのために、あえて動議として提出したのか理

解できません。また町民に直接、なんの不利益があるのかということも理解できません。 
 国の自治法改正に伴う本町の条例改正がたびたびありますが、その多くは社会情勢、あるい

は事情の変化や他の法律との整合性の問題で改正されるのが常であると思います。法律、条例

があり、そのもとに規則や運用規定があります。条例の不備や欠陥の多くは規則、あるいは運

用において整合性を持たせながら行っているのが実態であると思います。法律や条例はその都

度、時代や社会の状況の変化に合わせ、整備されてきました。整備されるまでの間は、運用に

よって整合性を保ってきたと思います。既存の法律や条例との整合性がつかないものは、数多

く現在も残っています。国においては、そのために法制局が専属で日々努力しているところで

あります。 
 秋山議員の指摘それ自体は間違いではないと思いますが、現在、県内の先行自治体でもこの

条例の議論がされていると伺っています。本町もこの議論に加わる中で、より整合性のある条

例に整備するよう申し入れることで、こと足りることではないかと思います。したがって、あ

えて動議として附帯決議を付ける必要がないものと思います。よって、この動議に反対します。 
 最後に、今回の件によって改めて条例の委員会審査の重さというものを実感したということ

を付け加えて、私の反対討論といたします。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 次に、原案に賛成者の発言を許します。 
 ５番、市川淳子さん。 

〇５番議員（市川淳子君） 
 私は附帯決議の動議というか、附帯決議について賛成いたします。 
 ただいま齊藤欽也議員さんのおっしゃった中で、動議をすること自体がおかしいというよう

な内容でございましたけども、これは動議というものは、ルール上則って、この方法でやられ

ておりますので、そのことに対して反対とかという筋合いはないというか、それは議論にはなっ

ていないと。 

 １３３



 もう１つ、反対する附帯決議の内容について、お話ししていたところが若干ですがあります

けども、私としては、住民に対して不利益がないというような解釈でしたけども、私は住民に

とって不利益になるという立場のもとで、これから賛成の意見を発表します。 
 今回の１５歳未満の者がカードを利用し、このサービスを使って住民の写しを取得できない

ことは、先ほど秋山貢議員のほうからも言っていますけども、地方自治法第１４条の２項で謳っ

てある普通地方公共団体は義務を課し、または権利を制限する行為に値するものと私は考えて

おります。その理由として、いろんなことを私も調べさせてもらいましたけども、住民基本台

帳の第１２条の３に、これは本人以外の者の申し出による住民票の写しの交付というものが決

められて定めになっているんですが、この中に住民票がどういうものであるかというようなも

のが書かれているんではないかと思われる条文がありました。そのものは、この１項にありま

すけれども、こう書いてあるんですね。自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するた

めに住民票の記載事項を確認する必要がある者は住民票を、要するに申請ができると。本人以

外でも申請ができるというような条文になっているんですが、これはまさに住民票の記載事項

が自己の権利を行使し、また自己の義務を履行するための内容になっていると。そういうもの

を今度、カードで発行できないというようなことであれば、これは当然、権利を制限する行為、

義務を課して権利を制限する行為というものに値するなというところで、私は今度の地方自治

法の第１４条の２項を重く見まして、いったん委員会のほうでは可決されましたけども、これ

がこういうことで採決する前にこの事実が分かった。そしてしかも全国的な条例を見ますと、

この条文が載っているところもあります。条例に載せてあるところもあるんです。 
 ということは、私は今回、行政と議会がともに考えて、新たに制定される町の条例の中身の

精度を高めていくことは、私たち議会も重要なこれが使命ではないかと思っております。附帯

決議に、私は賛成いたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ほかに討論はありませんか。 
 原案に対する反対者の発言を許します。 
 ７番、井上光三君。 

〇７番議員（井上光三君） 
 先ほどは順番を間違えまして、今度新たに反対の立場で意見を申し上げます。 
 質疑のときに申し上げましたけども、今回の事例は住基カードを利用しての多目的サービス

を提供するための条例であります。このサービスは住民が有する本来的な権利ではなくて、町

の施策で講ずる反射的利益であると、私は考えています。反射的利益であれば、それを制限す

ることは、条例ではなく規則で定めていても、地方自治法には抵触しないというふうに考えて

います。 
 そもそも条例や規則はより機動的に、また弾力的に運用される必要があると思っています。

そのためにはやはり条例で制定すべきこと、規則で制定すべきことを整理して、つくっていく

必要があるかというふうに思っています。 
 特に今回の条例はサービスの内容が住民票の写しの交付、印鑑登録証の交付、県立図書館の

貸し出しを受けるサービスとサービスの内容が複数であり、たまたま今回は３項目になってお

りますけども、サービスの内容ごとにこれからサービスが増えていっても、サービスの内容ご

とに制限があったり、制限がなかったり、制限の内容が違ったりしてくる場合があると思いま
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すので、これを条例の中で一つひとつ制限していくということは、非常に分かりにくいという

ように思っておりますので、これは規則で整備しておいたほうが、より弾力的に住民のサービ

スとして提供できるのではないかというふうに考えております。 
 ただ今回の条例で行うサービスの権利、先ほど附帯決議が出された中ではこれを権利として

地方自治法１４条の２項に抵触するという意見がございますので、いずれにしてもこの疑義が

生じている間に、この附帯決議を採決するということは非常に問題があるかなと。この問題が

私の解釈と、こちらの附帯決議を出された議員の解釈とが違うんであれば、その解釈が判明し

たところ、明確に分かったところで改めて条例の改正をすればいいのかなと私は思っておりま

すので、今回の附帯決議でこれを採決ということには、私は反対です。 
 また、もう１つ、付け加えて言えば、今回の事例は住基カードを利用しての住民票写しの交

付の制限、制度上、制限するかどうかという議論もまだ、なされていないというふうに思って

います。システム上、駄目だから条例で制限してしまうということは、これもまた、私は問題

があるというふうに思っておりますので、もしこういうものが整理されれば、改めて施行日ま

でに条例を改正していけばいいかなということがありますので、今回の附帯決議には私は反対

をいたします。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 次に、原案に賛成者の発言を許します。 
 ８番、永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 私は、１３日の教育厚生常任委員会の審査様子を傍聴いたしました。その時点で、この１５歳

未満うんぬんというところは、かなり突っ込んで議論されているところなんですね。しかし、

その中身は１５歳未満もできるという前提の上で、一生懸命議論していたんです。当局もその

つもりで答えていたんです。そこがとても重要だと思います。そして、原案は可決されました。

非常に慎重審議の上に可決されました。 
 私はそこを見届けて帰ってきたわけですけども、私は先ほど秋山貢委員長に質問した内容は、

齊藤議員が今回の審査はどのような視点を重視して審査したかという質問に対して、地方自治

法１４条の２項、義務と権利のその関係を重視したというお答えでした。そこで私は質問しま

した。その内容に関しては、委員全員が共有したものですかと。そこの義務と権利というとこ

ろでの確認は全員で共有しているんですかという質問に対して、委員長は全員で確認している

と自分は確信するというようなご答弁でした。 
 そこで私が申し上げたいのは、この時点で１５歳未満はいけないと、取れないということは

まったく分からないまま、委員会も、それから説明する側の当局も議論していたわけですね。

ところがそれが翌日になって、実はシステム上、１５歳未満は住民票の写しはとれないという

ことが分かったわけですよ。 
 それで私がこれをすごく重要だと思うのは、先ほど来、これは今回の住基カードの条例は、

町民にサービスを提供するというのが目的なんですね。これが目的です。そのサービスが制限

されたわけではないですか。これは規則によるとかなんとかという問題ではなくて、条例の根

幹をなすものだと私は思っているんです。ですから、これが判明した段階、事実が判明した段

階で、齊藤議員のおっしゃるように、その附帯決議の内容は間違っていないけど、今、これを
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こういう形でやるべきではないというお話でしたけども、その内容が判明したんだったならば、

本会議で議決する前に議員はあらゆる手を尽くして、これをきちんと公開の場で、議会の意思

を示す必要があると、私は思っています。 
 したがって、秋山貢議員はいろんな手を尽くしたけれども、こういう形しかなかったという、

私は先ほどそのような、ほかに方法がなかったんですかと質問しました。この方法しかなかっ

たというふうにおっしゃるんですから、私はここで議会として議会の意思として、これをぜひ

とも附帯決議を付けまして、あとで一部改正ができるとか、運用の見直しだってできるではな

いかとか、当局と相談しながらやればいいではないかとか、そういうレベルの問題ではないと

思っています。今、議会はここでそういう意味で試されているなというふうに思いますので、

議決前ですから、できることは極力、努力して実現に向けて、私はやるべきだと思っています。 
 私は先ほど井上議員が、たしかに解釈の違いはあると思います。実は私、知り合いの弁護士

にちょっと聞きました。常識的には当然、入れるべきですねという返事でした。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ほかに討論はありませんか。 
 原案に反対者の発言を許します。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 以上をもって議案第７４号 富士川町住民基本台帳カードの利用に関する条例の制定に対す

る附帯決議についての討論を終わります。 
 次に議案第７４号 富士川町住民基本台帳カードの利用に関する条例の制定に対する附帯決

議についてを採決します。 
 採決は、起立によって行います。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 
 （ 起 立 少 数 ） 
 起立少数です。 
 したがって、議案第７４号 富士川町住民基本台帳カードの利用に関する条例の制定に対す

る附帯決議については、否決されました。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第４ 議案第７５号 富士川町生活安全条例の一部を改正する条例について 
   日程第５ 議案第７６号 富士川町税条例の一部を改正する条例について 
   日程第６ 議案第７７号 富士川町都市計画税条例の一部を改正する条例について 
   日程第７ 議案第７８号 富士川町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例につ

いて 
   日程第８ 議案第７９号 富士川町障害者施策推進協議会条例の一部を改正する条例について 

 以上の５議案は条例の改正案でありますので、一括して議題とします。 
 これから、議案第７５号から第７９号までを一括して討論を行います。 
 討論はありませんか。 
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 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 以上をもって、議案第７５号から第７９号までの討論を終わります。 
 これから日程第４ 議案第７５号 富士川町生活安全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７５号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第５ 議案第７６号 富士川町税条例の一部を改正する条例についてを採決し

ます。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第７６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７７号 富士川町都市計画税条例の一部を改正する条例について

を採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第７７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７８号 富士川町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正

する条例についてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第７８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７９号 富士川町障害者施策推進協議会条例の一部を改正する条

例についてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第７９号は原案のとおり可決されました。 
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  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第９ 議案第８０号 平成２３年度富士川町一般会計補正予算（第６号）について 
   日程第１０ 議案第８１号 平成２３年度富士川町介護保険特別会計補正予算（第３号）について 
   日程第１１ 議案第８２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２号）に

ついて 
   日程第１２ 議案第８３号 平成２３年度富士川町下水道事業特別会計補正予算（第２号）につ

いて 
   日程第１３ 議案第８４号 平成２３年度富士川町活性化事業特別会計補正予算（第２号）につ

いて 
   日程第１４ 議案第８５号 平成２３年度富士川町水道事業会計補正予算（第２号）について 

 以上の６議案は補正予算案でありますので、一括して議題とします。 
 これから、議案第８０号から第８５号までを一括して討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 以上をもって、議案第８０号から第８５号までの討論を終わります。 
 これから日程第９ 議案第８０号 平成２３年度富士川町一般会計補正予算（第６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８０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８１号 平成２３年度富士川町介護保険特別会計補正予算（第

３号）についてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第８１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８２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８２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８３号 平成２３年度富士川町下水道事業特別会計補正予算

（第２号）についてを採決します。 
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 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第８３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８４号 平成２３年度富士川町活性化事業特別会計補正予算

（第２号）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８４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８５号 平成２３年度富士川町水道事業会計補正予算（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８５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８６号 富士川町過疎地域自立促進計画の変更についてを議題とします。 

 これから、議案第８６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８６号の討論を終わります。 
 これから日程第１５ 議案第８６号 富士川町過疎地域自立促進計画の変更についてを採決

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８６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６号 富士川町道路線の認定についてを議題とします。 

 これから、認定第６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、認定第６号の討論を終わります。 
 これから日程第１６ 認定第６号 富士川町道路線の認定についてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、認定第６号は原案のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第１７ 意見書案第４号 ３０人以下学級実現、義務教育費国庫負担制度拡充を図るための

意見書提出についてを議題とします。 
 意見書案第４号の提出者の説明を求めます。 
 委員長、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
―――― 意見書案の提案理由朗読説明 ―――― 

〇議長（望月邦彦君） 
 以上で、教育厚生常任委員長の提案理由の説明が終わりました。 
 秋山委員長、しばらくお待ちください。 
 これから、意見書案第４号の質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑なしと認めます。 
 以上をもって、意見書案第４号に対する質疑を終わります。 
 秋山委員長、ご苦労さまでした。自席にお戻りください。 
 これから、意見書案第４号の討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 以上をもって、意見書案第４号の討論を終わります。 
 これから日程第１７ 意見書案第４号 ３０人以下学級実現、義務教育費国庫負担制度拡充

を図るための意見書提出についてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、意見書案第４号は原案のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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〇議長（望月邦彦君） 
   日程第１８ 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１９ 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２０ 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２１ 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申し出でありますので、一括して議題とします。 
 総務常任委員長、教育厚生常任委員長、産業建設常任委員長、議会運営委員長から会議規則

第７５条の規定によって、お手元に配布しました申出書のとおり、閉会中の継続調査の申し出

がありました。 
 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全部終了しました。 
 短い会期でありましたが、議員各位には慎重かつ熱心なご審議をいただき、ここに無事閉会

できる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、答弁、委員会にご協力いただきあ

りがとうございました。今年も残すところ、あと２週間余りとなりました。皆さま方におかれ

ましては、季節柄くれぐれもご自愛の上、輝かしい新年をお迎えくださいますようお願い申し

上げ、平成２３年第４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 午後１２時２０分 
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