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日程第４６ 議案第４０号 平成２４年度富士川町水道事業会計予算について 
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２．出席議員は次のとおりである。（１６名） 
 

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

 
 

３．欠席議員 
 

な  し 
 
 

４．会議録署名議員 
 

１４番  芦 澤 益 彦       １５番  保 坂   實 
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５．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

（１７人） 
町       長 志 村  学 教 育 長 堀 口 広 秋 
総 務 課 長 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 

 
 

６．職務のため出席した者の職氏名（３名） 
 

議会事務局長 鮫 田 和 博 
書    記 原 田 和 佳 
書    記 秋 山  忠 
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開会 午前１０時００分 
〇議長（望月邦彦君） 

 本定例会は平成２４年最初の議会となります。 
 開会に先立ちまして、富士川町民憲章のもと住民・行政・議会が一体となってまちづくりを

進めていくことの意思統一のために、皆さんで町民憲章を朗読したいと思います。 
 ご起立をお願いいたします。 
 朗読は、次代を担う若者を代表して最年少議員の１番 鮫田洋平君が行います。続いて、ご

唱和願います。 
 それでは鮫田議員、お願いします。 
 （町民憲章・朗読） 
 ありがとうございました。 
 それでは、相互にあいさつを交わします。 
 相互に礼。 
 （ あ い さ つ ） 
 富士川町告示第４号をもって招集されました、平成２４年第１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２４年第１回富士川町議会定例会を開会します。 
 これから、本日の会議を開きます。 
 第１回定例会に先立ちまして、一言あいさつを申し上げます。 
 ３月に入り、日差しも一段と春めいてきました。野の草花もその暖かさを楽しんでいる様子

であります。本定例会が閉会するころには、大法師山や殿原スポーツ公園の周辺は桜色に染ま

り始めていることでしょう。 
 さて、東日本大震災の発生から早いもので、もう１年経とうとしています。しかし復興は遅々

として進まず、福島第一原発の事故も収束にはまだほど遠い状況であります。２月１０日には

復興庁が発足しました。その復興のスピードが加速することを期待し、被災された方々が一日

も早く安心して暮らせる日が訪れるように切に願うとともに、改めまして、この震災で亡くな

られた方々のご冥福を心からお祈り申し上げます。 
 世界に目を転じますと、財政危機のギリシャはＥＵなどの支援によりデフォルトは回避した

ものの、まだまだ予断を許しません。中東、北アメリカ諸国では強権政治への批判として反体

制デモが続発、体制変化はチュニジアを振り出しにエジプト、リビアと広がっています。核開

発疑惑の解明を拒んでいるイランは国際社会からの経済制裁に対して、対抗措置をとるなど緊

迫した状況が続いています。 
 国内の景気については、内閣府が発表した２月の月例経済報告によると東日本大震災の影響

により、依然として厳しい状況にある中で緩やかに持ち直しているとのことです。しかし先行

きについては、海外景気の下振れによる下押し懸念やデフレの影響なども依然残るとしていま

す。 
 この富士川町においては、昨日３月８日で２周年を迎えました。私たち議員の任期も約半分

過ぎたことになります。議会ではこの間、地域医療などのさまざまな問題について議論してき

ました。同時に議会改革も推し進めてきたところです。まだまだ多くの課題がありますが、３年
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目を迎える今年度も開かれた議会、信頼される議会を実現するために、議員一丸となって取り

組んでいきたいと思います。 
 今定例会においては、予算の審議に際し特別委員会を設置する予定であります。初めての試

みになりますが、全議員が一緒に出席しての全体審議となり、情報を共有しながら歳入歳出を

一体化した、より深い審議が可能になると考えています。 
 平成２４年最初の議会であります。平成２３年度補正予算、平成２４年度予算などについて

審議をお願いすることになります。会期も２週間以上と長くなりますが、議員各位におかれま

しては、健康への十分なご留意と活発な議論をお願い申し上げ、開会のあいさつとします。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定によって、 
 １４番 芦澤益彦君 
 １５番 保坂 實君 
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２７日までの１９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２７日までの１９日間と決定しました。 

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

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

配布したとおりです。 
 なお本日は提案説明の日程になっておりますが、議案第４１号は提案説明終了後、質疑・討

論・採決を行います。 
 その他の議案については、本会議の議事日程により１４日に審議をお願いします。 
 次に監査委員から１２月２６日に１１月分の例月出納検査、１月２６日に１２月分の例月出

納検査、２月２７日に１月分の例月出納検査をした結果、相違ないとの報告を受けております

ので伝達をします。 
 次に一部事務組合関係では１２月２７日に中巨摩地区広域事務組合定例会、２月２日から

３日まで峡南広域行政組合議会議員研修、２月１７日に後期高齢者医療広域連合議会定例会、

２月２８日に中巨摩地区広域事務組合議会運営委員会、三郡衛生組合議会運営委員会、３月１日
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に峡南広域行政組合議会全員協議会が開催されました。 
 次に県町村議会議長会関係では１月１０日に町村長・町村議会議長新年互礼会、２月２０日

に全国町村議会議長会表彰伝達ならびに町村議会委員研修会、２月２８日に第５回町村議会議

長会議、山梨県市町村議会議員公務災害補償等組合議会定例会が開催されました。 
 次に会議関係では１２月９日に全員協議会、議会改革特別委員会、地域医療を守る特別委員

会、広報常任委員会、１２月１９日に地域医療を守る特別委員会、議会改革特別委員会小委員

会、１２月２６日に広報常任委員会、教育厚生常任委員会、１月６日に広報常任委員会、１月

１１日に静岡県長泉町より広報視察研修、１月１２日に地域医療を守る特別委員会、議会改革

特別委員会、２月８日に群馬県明和町より広報視察研修、２月９日に総務常任委員会視察研修、

２月１５日に議会改革特別委員会、全員協議会、２月２２日に教育厚生常任委員会、２月２４日

に議会運営委員会、全員協議会、２月２７日に議会運営委員会が開催されました。関係議員に

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

も議員各位積極的に参加をしていただきまして、大変ご苦労さまでした。 
 なお、議会閉会中に行いました各常任委員会の報告については、先にお手元に配布したとお

りですので、ご了承ください。 
 ここで町長よりあいさつの申し出がありましたので、これを許します。 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 先ほどは町民憲章の朗読を全員でいただきまして、本当にありがとうございました。 
 本日ここに平成２４年３月富士川町議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位におか

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、格段のご理解とご尽力を賜っておりますことに厚く御礼を申し

上げます。 
 開会にあたり、本定例会に提出いたしました案件のうち主なるものにつきまして、その概要

をご説明申し上げ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、平成２４年度予算編成の基本的な考え方についてであります。 
 わが国の経済は平成２０年９月、百年に一度というリーマンショックに端を発した景気の後

退から、やっと持ち直しの局面にありましたが、昨年３月１１日、今度は千年に一度といわれ

る東日本大震災で東北地方を中心に甚大な被害をもたらし、日本経済に大きな打撃を与えると

ともに、福島第一原子力発電所の事故に伴う放射能漏れは健康不安や海産物、農産物などへの

被害をもたらし、今もわれわれの生活に大きな影響を与えております。 
 政府は震災からの復興に全力で取り組むこととしておりますが、欧州の政府債務危機による

世界経済減速への懸念や歴史的な円高による輸出環境の悪化、電力供給制約や原子力災害の影

響、さらにはデフレの影響、雇用情勢の悪化懸念が依然と残っているなど、景気の先行きが見

通せない状況が続いております。 
 このような状況の中で、平成２４年度の地方財政については復興事業などにより、地方税収

や地方交付税の原資となる国税収入が緩やかに回復することが見込まれる一方、社会保障関係

費の自然増や公債費が高い水準で推移することなどにより、経費全般について徹底した節減・

合理化に努めてもなお、大幅な財源不足が生じるものと見込まれております。 
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 国の平成２４年度予算におきましては、東日本大震災部分を除く通常支出分について、一般

財源総額を平成２３年度と実質的に同水準となるよう確保することを基本とした上で、地域主

権に沿った財源の充実を図るとともに、地域経済基盤の強化などのため、地方財政に大きな影

響を与える地方交付税は前年度比０．５％増の１７兆４，５４５億円。通常支出にかかる地方

財源の不足分を補う臨時財政対策債は、一般財源の総額を確保した上で大幅な縮減を行い、前

年度比０．４％減の６兆１，３３３億円、併せて２３兆５，８７８億円を実質的な地方交付税

の総額として確保されたところであります。 
 こうした状況の中にあって、本町におきましても景気低迷の長期化により、地域経済や地元

企業等を取り巻く環境はさらに厳しさを増しており、町民生活や町財政の影響が今後一層、強

まることを危惧するものであります。このような厳しい財政状況下でありますが、第１次富士

川町総合計画で掲げた諸施策に取り組んでまいることとしております。 
 このため、徹底した行財政改革の着実な実行に努め、事務事業の整理合理化による行政の効

率化を図るとともに、事務事業評価の反映や事業の妥当性、有効性、効率性、公平性など事業

全般にわたって精査し予算編成をしたところ、平成２４年度の一般会計は６９億９，４２３万

円で、前年度比１．９％減の当初予算を編成したところであります。 
 次に、東日本大震災を踏まえた防災対策の強化についてであります。 
 未曾有の被害をもたらした大震災から１年を迎えようとしておりますが、東海地震などの大

規模災害が想定される本町では、大震災の教訓を踏まえて町民の安全を確保するため、本町の

防災に関する総合的な計画である富士川町地域防災計画を修正、各区との通信機能を確保する

ため、衛星携帯電話や無線機を配備するなど、速やかに防災対策を行ってまいりました。 
 今後は、各区で作成していただいた災害対応マニュアルに基づく施策などを実施することに

より、町民の皆さまの安全・安心を確保してまいりたいと考えております。 
 明年度では穂積・平林地区に続いて、新たに十谷地区へ災害用へリポートを整備してまいり

ます。また災害時の避難場所となる小中学校へ寝袋、毛布などの災害対策用品を配備すること

としております。このほか増穂西小学校の耐震診断を実施するとともに、中部小学校の特別教

室の耐震補強に着手することとしております。 
 次に、峡南北部地域の医療再生についてであります。 
 昨年末、市川三郷町立病院、鰍沢病院、峡南病院の３病院の経営統合に向け、市川三郷町・

富士川町新病院設置協議会を立ち上げたところであります。１月３０日に開催した第２回目の

協議会では新病院の診療体制や運営主体などを協議するため、医療機能部会、総務管理部会、

一部事務組合設置部会の３部会を設置し、医療形態や病院経営の基本的な事項を協議・検討し

ていくこととしたところであります。 
 こうした中、一昨日開催いたしました医療機能部会において、山梨医大の佐藤副院長がまと

めた診療体制の素案を叩き台に、３病院の存続形態や想定される新病院の機能や医療収入など

の検討に入ったところであります。 
 今後は、県や山梨大学医学部附属病院の協力を得る中で、３病院の院長を中心に峡南北部地

域の望ましい医療体制について、佐藤素案について、病院長の立場からさらなる分析を行うと

ともに修正案をとりまとめ協議することとしておりますが、地域医療再生交付金の最終期日を

考えますと、３月末をめどに方向性を得てまいりたいと考えております。 
 次に、子育てと教育環境の整備についてであります。 

 １０



 老朽化が著しい第４保育所は、水工事をはじめとする内外部の改修、ならびに設備の更新な

どの大改修を行ってまいります。改修期間中、子どもたちは第３保育所で保育を行うなど、保

育に支障のない実施することとしております。また本県の小中学生の体力測定結果が全国平均

を下回る結果となっていることから、幼少期からの運動や遊びを通じて体力向上を図るととも

に緑を活用した心のケア、精神面へのやすらぎを与える保育を推進するため、モデル的に第５保

育所の園庭芝生化を実施したいと考えております。さらに雨漏りが問題となっておりました鰍

沢中学校体育館の屋根を改修することとし、設計費を計上いたしております。また老朽化が著

しい増穂中学校の第１理科室についても改修することとし、改修費を計上しております。 
 次に、リニア中央新幹線についてであります。 
 リニアの山梨県駅は甲府市大津町付近が有力な候補地となり、予想ルートでは中央市、南ア

ルプス市、富士川町の３市町を通過するため、本年２月８日、駅以西の３市町の首長、議会、

商工会、住民の代表ら委員１６人で組織するリニア中央新幹線甲府駅西部沿線地域活性化対策

協議会を設立したところであります。 
 今後、詳細ルートが決定いたしますと用地買収や騒音、日照などの沿線地域の環境問題、ま

た工事用道路を活用した駅への交通アクセスや産業の活性化、推進などの共通課題について、

お互いに連携を深める中で県やＪＲ東海などに要望、交渉をしていくこととしております。 
 次に国民文化祭についてであります。 
 文化の祭典である第２８回国民文化祭が、平成２５年１月１２日から１１月１０日の約

１０カ月間にわたり、本県で開催されます。本町では、開幕ステージ期間となる平成２５年１月

１９日、２０日の２日間、ますほ文化ホールを会場として和太鼓の祭典を実施することとして

おります。また４月２５日には、地元伝統文化に位置づけられております山車巡行祭りを開催

することとしております。 
 現在、それぞれに実行委員会を立ち上げ準備を進めているところでありますが、この国民文

化祭の開催は、わが富士川町を全国にアピールする絶好の機会だと考えておりますので、開催

の成功に向けて全力で取り組んでまいる所存であります。 
 次に、福祉の充実についてであります。 
 聴力が４０デシベル以上７０デシベル未満の中等度難聴は、特に会話を聞き取る部分が聞こ

えにくいため、その年齢によって言語の習得や周囲とのコミュニケーション障害などが生ずる

可能性があり、医療現場では早期における補聴器の装着によって、言語能力や学力をより引き

出せることが分かってまいりました。しかし、こうした中等度難聴は身体障害者手帳の交付対

象となっておらず、障害者自立支援法に基づく補装具費の支給制度の対象外となるため、補聴

器の購入については全額自己負担となることから保護者の経済的負担も大きく、補聴器の装着

を諦める家庭もあるといわれております。 
 聴覚は音声言語の獲得や発達、周囲とのコミュニケーション能力の確立に欠かせないもので

あり、子どものすこやかな成長のためにも大切であることから、身体障害者手帳の交付の対象

とならない１８歳未満の中等度難聴児に対し、補聴器の購入に要する費用の２分の１を助成し

てまいることとしたところであります。 
 また本町の国民健康保険特別会計においても、年々、医療に対する保険給付費が増加してお

りますが、医療費の増加の要因の１つとして人工透析患者の増加が挙げられております。その

原因疾患となる生活習慣病については初期の自覚症状が少なく、状態が悪化して初めて気がつ
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くことに加えて、腎機能の低下は加齢により一層加速するため、高齢化が進行する中、生活習

慣病の予防とともに、人工透析による日常生活の制約や医療費抑制の観点から人工透析への移

行を防止する取り組みが急務となっております。 
 このため４０歳以上の特定健診および後期高齢者を対象とした健診に、新たに腎臓機能の状

態を数値化するメニューを加えることにより、自身の状況を認識し、腎不全の予防に努めてま

いりたいと考えております。 
 次に都市基盤の整備と観光、農林業の振興についてであります。 
 都市基盤の整備では、道整備交付金事業として大椚大久保線、平林伊奈ヶ湖線、青柳長沢線、

青柳一号線の４路線を継続事業として実施してまいります。また河岸跡公園につきましては舟

運の館等、施設整備を実施から除外するなど規模を縮小した中で公園整備を行うこととし、設

計費を計上しております。 
 なお、中部横断自動車道の増穂六郷間につきましては順調に工事が進められており、予定ど

おりの開通見込みであることから、高速道路の休憩所でもある道の駅の建設について平成

２６年度までの３カ年事業として継続費を設定する中で着手することとし、明年分の事業費を

計上いたしております。 
 今後の予定といたしましては、詳細設計を６月ごろまでに完了し、開発申請や建築確認の申

請を９月ごろまでに完了し、１０月ごろには入札ができるようにしてまいりたいと考えており

ます。また長沢排水機場につきましては、流入口を下げる改修工事を行うとともに、排水機の

増設が可能か否かの調査をするための経費を計上しております。 
 次に、大法師公園と殿原公園を結ぶ桜回廊の整備についてであります。 
 ２千本の桜を有する大法師公園と４００本の桜を有する殿原公園は、直線にして約１キロの

距離にあり、それぞれ違った雰囲気の桜を楽しむことができます。この２つの公園を桜の回廊

で結ぶことにより、訪れる花見客や町民の憩いの場としていきたいと考えております。桜回廊

は既存の道を、できるところは利用しながら、どういったルートが可能か調査費を計上したと

ころであります。 
 次に、行政組織の組織改編と役場組織の再編についてであります。 
 行政組織につきましては、鰍沢地区の区長さんたちからの発議によりまして、本町地区に現

在、本町６区まであるわけでありますが、これを本町１区を鰍沢北区。本町２区、３区、４区

を統合いたしまして、鰍沢中区。５区、６区を統合しまして鰍沢南区と改編するところであり

ます。４月１日から新しい行政組織で運行できると思っております。 
 次に役場組織の再編についてでありますが、東日本大震災をふまえ総務課内に安心・安全対

策室を設置し、室長を配置した中で東海、東南海、南海地震の同時発生など災害を想定した、

しっかりとした防災訓練を実施するなど、災害対策の強化を図ってまいります。 
 また建設課内にまちづくり推進室を設置し、室長を配置する中で、明年度から始まります道

の駅建設事業を推進してまいりたいと考えております。さらに生涯学習課内に国民文化祭事務

局を設置し、局長を配置し、明年１月から始まります国民文化祭に対応してまいりたいと考え

ております。 
 またますほ文化ホールの事務局を生涯学習課へ所管換えし、学校教育や社会教育、文化、芸

術の振興など連携のとれた文化ホール事業が展開できるようにしてまいりたいと考えておりま

す。 
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 なお、企業立地推進室は廃止することとし、その所管事務は商工担当に残すこととしており

ます。 
 次に、主な改正条例についてであります。 
 国民健康保険税条例の一部を改正する条例は、医療費の支出が増加傾向にあり、今後も増加

が見込まれる中、国民健康保険特別会計の健全な財政運営を図るため、平成２４年度から国民

健康保険税率等の改正を行うものであります。 
 また介護保険条例の一部を改正する条例は、給付費の支出が増加傾向にあり、今後も増加が

見込まれる中、介護保険特別会計の健全な財政運営を図るため、平成２４年度からの第５期分

介護保険料率の改正を行うものであります。 
 次に社会体育施設条例の一部を改正する条例では、町内にある社会体育施設の使用料につい

て、規模、内容、老朽度等を考慮し、同一施設についてはできるだけ統一するという見直しに

伴い、所要の改正を行うものであります。 
 次に町有住宅管理条例の一部を改正する条例では、町有住宅の入居率の向上および住民の定

住の促進を図るため、４月から単身の住宅困窮者に対しても住宅を供給できるようにするため

に改正をするものであります。 
 最後に平成２３年度２月補正にかかる主なものにつきまして、ご説明申し上げます。 
 まず今後においても利用する可能性のない町有地を売却することに伴い、土地開発基金が所

有する土地を購入する経費を計上しております。 
 次に国の第４次補正予算に伴い、農業体質強化基盤事業として黒沢農道の改修工事および戸

川の大口用水路改修工事を実施する経費を計上しております。 
 また最近の夏の猛暑に対し、児童生徒の学習環境を改善するため、全小中学校にエアコンを

設置することとし、所要の経費を計上しております。 
 なお、これらの経費につきましては、平成２４年度への繰越事業となるため、併せて繰越明

許費をお願いしているところであります。 
 他につきましては、事業の確定に伴い減額を行ったところであります。 
 以上の結果、一般会計の補正額は１億２，６４７万６千円の減額となっております。 
 なお、本定例会に提出いたしました案件は、専決処分承認案件３件、条例改正案件１２件、

補正予算案件１２件、当初予算案件１６件、組合規約の変更案件１件の合わせて４４件の議案

を提出しております。 
 提案理由は議案ごとにご説明させていただくことといたしておりますが、よろしくご審議の

上ご議決あらんことをお願い申し上げます。 
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 承認第１号 専決処分の承認を求めることについて（平成２３年度富士川町一般会計

補正予算（第７号）） 
   日程第５ 承認第２号 専決処分の承認を求めることについて（平成２３年度富士川町簡易水道

事業特別会計補正予算（第３号）） 
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   日程第６ 承認第３号 専決処分の承認を求めることについて（平成２３年度富士川町水道事業

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

〇町長（志村学君） 
―――― ３議案の提案理由朗読説明 ―――― 

〇議長（望月邦彦君） 
 次に、承認第１号から第３号までの補足説明を求めます。 
 まず、承認第１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、承認第１号の補足説明をさせていただきます。 
 専決第１号をお願いいたします。 
 （以下、専決処分書・平成２３年度富士川町一般会計補正予算の朗読） 
 詳細につきまして、事項別明細書で説明させていただきます。 
 事項別明細書１ページをお願いいたします。 
 （以下、平成２３年度富士川町一般会計歳入歳出予算補正事項別明細書朗読説明） 
 以上でございます。 

〇議長（望月邦彦君） 
 次に、承認第２号および第３号の補足説明を求めます。 
 上下水道課長、保坂繁仁君。 

〇上下水道課長（保坂繁仁君） 
 それでは、承認第２号の補足説明をさせていただきます。 
 先に専決処分書をお願いいたします。 
 （以下、専決処分書・平成２３年度富士川町簡易水道事業特別会計補正予算の朗読） 
 詳細につきまして、事項別明細書により説明をさせていただきます。 
 事項別明細書の１ページをお願いいたします。 
 （以下、平成２３年度富士川町簡易水道事業特別会計歳入歳出予算補正事項別明細書朗読説

明） 
 続きまして、承認第３号の補足説明をさせていただきます。 
 専決処分書をお願いいたします。 
 （以下、専決処分書・平成２３年度富士川町水道事業会計補正予算の朗読） 
 詳細につきましては、水道事業会計補正予算により説明させていただきます。 
 ２ページ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補正予算書朗読説明） 
 以上、よろしくお願いいたします。 

〇議長（望月邦彦君） 
 以上で、町長ならびに担当課長の承認第１号から第３号までの提案理由および補足説明が終

わりました。 
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  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第７ 議案第１号 富士川町住民基本台帳カードの利用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２号 富士川町防災会議条例の一部を改正する条例について 
   日程第９ 議案第３号 富士川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条

例について 
   日程第１０ 議案第４号 富士川町特別会計設置条例の一部を改正する条例について 
   日程第１１ 議案第５号 富士川町税条例の一部を改正する条例について 
   日程第１２ 議案第６号 富士川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 
   日程第１３ 議案第７号 富士川町手数料条例の一部を改正する条例について 
   日程第１４ 議案第８号 富士川町公民館条例の一部を改正する条例について 
   日程第１５ 議案第９号 富士川町社会体育施設条例の一部を改正する条例について 
   日程第１６ 議案第１０号 富士川町介護保険条例の一部を改正する条例について 
   日程第１７ 議案第１１号 富士川町営住宅管理条例の一部を改正する条例について 
   日程第１８ 議案第１２号 富士川町有住宅管理条例の一部を改正する条例について 

 以上の１２議案は条例の一部改正案でありますので、一括して議題とします。 
 町長から、本案について提案理由の説明を求めます。 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
―――― １２議案の提案理由朗読説明 ―――― 

〇議長（望月邦彦君） 
 次に、議案第１号から第１２号までの補足説明を求めます。 
 まず議案第１号、第４号および第６号の補足説明を求めます。 
 町民生活課長、依田正一君。 

〇町民生活課長（依田正一君） 
 では、議案第１号の補足説明をさせていただきます。 
 例規集のほうは１款の１０２０ページになります。 
 本条例の趣旨は平成２４年４月１日から開始されるコンビニ交付等において、１５歳未満の

方が住民票の写しの取得が制限されていることから、その内容を明確にする必要があるため、

改正を行うものであります。 
 富士川町住民基本台帳カードの利用に関する条例の一部を改正する条例 
 富士川町住民基本台帳カードの利用に関する条例（平成２３年富士川町条例第２１号）の一

部を次のように改正する。 
 第３条、ただし書きを次のように改める。 
 ただし、次の各号に掲げるサービスを利用することができる者は、それぞれ当該各号に定め

る者に限る。 
 １．住民票の写しの交付を受けるサービス １５歳以上の者 
 ２．印鑑登録証明書の交付を受けるサービス 町に印鑑登録をしている者 
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 附則 
 この条例は平成２４年４月１日から施行する。 
 以上です。 
 続きまして、議案第４号の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款の３１５１ページになります。 
 平成２０年度から後期高齢者医療制度の導入によりまして、老人保健特別会計は廃止されま

した。しかし老人保健特別会計の精算業務が必要なため、この会計は残してあります。 
 廃止の経緯につきましては、過去において裁判中の交通事故の過失割合が確定したため、平

成２３年度をもって老人保健特別会計を廃止にいたします。 
 老人保健特別会計を廃止することにより、第４号 後期高齢者医療特別会計以降を１号ずつ

繰り上げることとなります。 
 経過措置といたしまして、老人保健特別会計条例が４月１日より廃止されるあとも出納整理

期間中に精算業務ができる経過措置であります。 
 富士川町特別会計設置条例の一部を改正する条例ですけども、第１条中第３号を削り、第４号

を第３号とし、第５号から第１７号までを１号ずつ繰り上げる。 
 附則 
 施行期日 
 １．この条例は平成２４年４月１日から施行する。 
 経過措置 
 ２．改正前の富士川町特別会計設置条例の規定による富士川町老人保健特別会計の平成

２３年度の収支および支出ならびに決算に関しては、なお従前の例による。 
 以上です。 
 続きまして、議案第６号の補足説明をさせていただきます。 
 お手元の資料の中でお配りしてありますけども、富士川町国民健康保険税の一部を改正する

条例の概要というのがお手元にあると思います。それを見ながら説明をいたしたいと思います。 
 ここに第３条から９条関係につきましては保険税の税率、税額の改正内容になります。例規

集につきましては１巻の３６８２ページになります。 
 この保険税には０歳から７４歳までの医療分、７４歳までの後期高齢者支援金分、４０歳か

ら６５歳までの介護分がございます。当町では４方式を採用しております。この３つの合計に

該当する場合をこちらのほうで示しました。例えば所得割の現行ですね。現行、合計７％が９．

４％に、２．４％アップします。資産割につきましては、現行が合計のところ３９．６％が４２．

５％、２．９％アップになります。均等割につきましても、現行３万５千円が３万７，４００円、

２，４００円のアップになります。均等割につきましては、加入者の人数に応じて課税されま

す。平等割ですけども、現行、合計のところが３万２，６００円が３万８，２００円、５，６００円

のアップになります。平等割につきましては、加入者世帯に一律で課税されることになってお

ります。 
 続きまして、２３条関係であります。これは例規集の１巻の３７１０ページにございます。

こちらは均等割額、平等割額につきましては、加入されている世帯の所得の状況に応じて７割

軽減、５割軽減、２割軽減の減額ができるものとなっております。ここにお示ししてあるのは、

医療分の均等割の例が示してあります。平等割につきましても同じ率で計算をいたします。例
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えば７割軽減のところの例を見てもらいますと医療費分の均等割額２万３，５００円から１万

６，４５０円減額できる。ですから、これに差し引きの７，０５０円を納付してもらうという

ことになっております。 
 以上で、補足説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

〇議長（望月邦彦君） 
 次に、議案第２号および第３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２号 富士川町防災会議条例の一部を改正する条例についてのご説明をさせ

ていただきます。 
 富士川町防災会議条例の一部を改正する条例 
 お手元の資料をお開きいただきたいと思います。 
 富士川町防災会議条例（平成２２年富士川町条例第１５号）の一部を次のように改正すると

いうことで、第２条第３号中の水防法第３２条を水防法第３３条に改めるというふうなもので

あります。 
 附則は、この条例は公布の日から施行するというものであります。 
 内容的には、この改正は津波防災地域づくりに関する法律の施行に伴い、水防法に水防訓練

および津波避難訓練への参加の条文が追加され、水防法に条ずれが生じてしまいました。この

ため、うちの町で防災会議条例において引用している水防法の３２条を３３条に改正するもの

であります。 
 以上であります。 
 続きまして議案第３号 富士川町職員の勤務時間、休暇に関する条例の一部を改正する条例

についてのご説明をさせていただきます。 
 お手元の資料のほうをお開きいただきたいと思います。 
 富士川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 
 富士川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成２２年富士川町条例第４１号）の一部

を次のように改正する。 
 附則 
 第４項中、平成２３年１２月３１日を平成２４年１２月３１日に改める。 
 附則 
 この条例は公布の日から施行し、この条例による改正後の富士川町職員の勤務時間、休暇等

に関する条例の改正は、平成２４年１月１日から適用するということで、これは先の６月に休

暇を５日から７日に改正させていただいたんですけども、その期間をこの東日本大震災に対処

するために、ボランティア休暇ですけども、この期間を１年延長するということで、平成２３年

１２月３１日から平成２４年１２月３１日に改めるというものであります。 
 以上、説明をさせていただきました。 

〇議長（望月邦彦君） 
 次に、議案第５号の補足説明を求めます。 
 税務課長、増原俊郎君。 
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〇税務課長（増原俊郎君） 
 それでは、税条例の一部改正につきまして補足説明をさせていただきます。 
 お手元に改正点を要約しましたペーパーをお配りしておりますので、ご覧いただきたいと思

います。 
 例規集につきましては、第１巻の３３８６ページ以降でございます。 
 なお、改正は５つございまして、内容的に４つの改正をとりまとめております。 
 まず改正の１番でございますけども、タバコ税の三位一体改革の税源移譲による町タバコ税

と県タバコ税の配分割合の変更でございます。本則の第９５条、タバコ税の税率につきまして

は旧３級品以外、これの税率について定めておりまして、旧３級品と申しますのはセブンスター、

キャスター、それからハイライト等の４１０円クラスのタバコでございますけども、現在１千

本当たり４，６１８円の町タバコ税をいただいておりますが、これを６４４円増加しまして５，

２６２円とするものでございます。 
 したがいまして、県のタバコ税につきましては現在１，５０４円でございますが、１千本当

たりでございますが、これを８６０円にするというものでございます。 
 それから附則の第１６条の２は、タバコ税の税率の特例という部分でございまして、これは

旧３級品と呼ばれておりまして、２２０円のクラス、エコー、ワカバ、シンセイ等でございま

すが、これによりまして町タバコ税１千本当たり、現行２，１９０円でございますが、２，

４９５円という、３０５円の増加ということになるわけでございます。 
 現在、旧３級品以外の４１０円クラスにつきましては、１，４６０万本です。それから旧３級

品につきましては４１万４千本ということで、これら計算をいたしますと新しい税率で計算を

した差額は約９５７万円ということでございまして、１千万円弱の増加になってきたというこ

とでございます。 
 施行につきましては、平成２５年の４月１日ということで、これは来年度からということに

なるわけでございます。 
 改正の根拠法令につきましては、昨年の１２月２日、法律第１１５号が施行されまして、こ

れに基づいてございます。 
 続きまして改正の２番でございますが、退職所得の分離課税、１０分の１控除の廃止という

ことでございまして、附則第９条に町民税の分離課税にかかる所得割の額の特例というものが

定められておりますけども、その所得割の額から１０分の１に相当する金額を控除する措置を

廃止することとして、同条の削除をするということになるわけでございます。 
 具体的に申しますと、勤続年数が２０年で退職された方が１千万円の退職金をもらったとし

ますと、退職所得控除額が１年当たりで４０万円ございますので、この控除額は８００万円と

いうことになります。それから残りました１千万円から８００万円の控除を除きまして、その

２分の１を掛けたものが所得税の退職所得となります。これに所得税の税率を掛けたものが所

得税の分離課税によって、退職所得税額となるわけでございます。地方税につきまして、住民

税はこの２００万円をさらに１０分の１控除をすると。控除をした所得、退職所得額に対して

税率を掛けていくということでございまして、この１０分の１の控除を特例としておりました

が、廃止をするということになったわけでございます。 
 施行につきましては、平成２５年の１月１日からということでございます。 
 根拠の法令は１２月２日、法律１１５号に基づいてございます。 
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 それから改正の３番目でございますけども、これにつきましては附則第２２条の条文の整理

ということでございまして、新たな変更点は文言が読み替えられた以降はございません。当初

４項立てでございましたけども、２項立てにまとめて整理をしたということでございます。こ

れは昨年の６月に附則に加えられた雑損控除等についての特例ということで、東日本大震災が

起きたことが前年に起きた災害であったということで、当該年度について控除を適用するとい

う特例、これについてでございます。昨年の１２月１４日、法律第１２０号が施行されまして、

これによりまして改正をするものでございます。 
 続きまして改正の４番目でございますけども、附則に個人の均等割に５００円を加える条文

を１条加えるというものでございます。新たな附則２４条としまして、平成２６年度から平成

３５年度までの各年度の町民税の個人の均等割の標準税率を５００円、加算するというもので

ございます。これは公布の日以降、平成２６年度から平成３５年度までにわたって実施される

というものでございます。改正の根拠法令は昨年の１２月２日、法律第１１８号で定められた

ものでございます。 
 その下に表を１表、まとめてございますので、ご覧をいただきたいと思います。 
 これは個人の町県民税の均等割額の改正についてまとめたものでございまして、年額でござ

いますけども、まず現行ですが、左側をご覧いただきますと町民税が３千円、それから県民税

が１千円、都合４千円でございますが、今年の２４年６月、今年の新年度からですが、県民税

のほうが森林環境税が導入されることに伴いまして、これは超過課税という格好で１，５００円

になって、均等割は４，５００円ということになります。 
 それから、ただいまの説明させていただいた平成２６年度から３５年度までという改正でご

ざいますけども、これは町民税に５００円、それから県民税に５００円ということで、それぞ

れ載せてきますので、都合３，５００円の２千円で５，５００円ということになるわけでござ

います。 
 以上が、今回の改正の要点でございます。よろしくご審議をいただきたいと思います。 

〇議長（望月邦彦君） 
 次に、議案第７号および第１０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７号 富士川町手数料条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明を申し上げ

ます。 
 富士川町手数料条例の一部を次のように改正するでございますが、本改正につきましては、

町が手数料を徴収する事項および、その金額を条例別表において定めておりますが、このうち

４９項、基本健康診査５０項、胃ガン検診５１項、大腸ガン検診５２項、喀痰検診５３項、肝

ガン検診５４項、肝ガン検診腹部超音波５５項、子宮ガン頚部検診５６項、子宮ガン体部検診

５７項、乳ガン検診５８項、骨粗しょう症検診５９項、人間ドック健診６０項、前立腺ガン検

診６１項、若年健診までの１３項目の手数料につきましては、提案理由で申し上げましたよう

に合併に伴う富士川町手数料条例において、健康診査等にかかる手数料として規定していまし

たが、これらの手数料は受診者の一部負担金として受診者から健診委託事業者へ直接支払われ

る形式をとっており、町が手数料として徴収していないことから、当該手数料を条例で定めて

おくことはそぐわないため、別表の４９項から６１項までの健康診査等にかかる手数料規定を
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削り、次の６２項を４９項とし、以下６３項から６６項までを１３項ずつ繰り上げる改正であ

ります。 
 附則として、この条例は公布の日から施行するものであります。 
 例規集は第１巻の３７８１ページとなります。 
 続きまして議案第１０号 富士川町介護保険条例の一部を改正する条例につきまして、補足

説明を申し上げます。 
 富士川町介護保険条例の一部を次のように改正するでございますが、介護保険事業に要する

費用に充てるため、第１号被保険者にかかる保険料率は３年ごとに定める市町村介護保険事業

計画において介護給付等、対象サービスの見込み量などに基づき算定を行い、３年間を通して

財政の均衡を保つことができるものとされております。 
 今回、平成２４年度から２６年度までの第５期介護保険事業計画につきましては、３年間の

標準給付費の所要額を４９億６，５００万円と見込み、介護保険運営協議会におきまして、こ

の間の第１号被保険者にかかる新たな保険料率および介護サービス計画につきまして、ご審議

をいただく中でとりまとめを行い、今般の保険料率をお示しさせていただいたところでござい

ます。 
 なお、平成２２年３月の合併から２３年度までは合併時における旧町間の取り組みにより旧

増穂町、旧鰍沢町がそれぞれ第４期計画で定めた保険料率に基づく不均一賦課を行ってまいり

ましたが、平成２４年度からは富士川町として統一した保険料率となります。本改正につきま

しては、平成２４年度から２６年度までにかかる第５期介護保険事業計画の実施に伴い、当該

各年度における保険料率の改正を行わせていただくものであります。 
 なお、保険料率の改定につきましては、要支援･要介護の認定者数の増加等を要因として介護

保険給付費の伸びが想定されることから、基準保険料となる第４段階の年額保険料は６万６，

４８０円、月額で５，５４０円とさせていただき、第４期の保険料率と比較しますと増穂地区

では１４３．５％、鰍沢地区では１１５．４％の増額となります。 
 第２条を次のように定める改正でありますが、第２条において６５歳以上の第１号被保険者

にかかる６段階の保険料率を定めておりまして、改正前の平成２１年度から２３年度までの保

険料率につきましては、旧町ごとの保険料率を併用する規定をとっておりましたが、本改正に

おきましてこれを一本化し、新たな保険料率に改正させていただくものであります。 
 第２条を次のように定める。 
 第２条、平成２４年度から２６年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第

１号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とするものであります。 
 第１号は生活保護受給者、老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税の者で年額３万３，

２４０円であります。 
 第２号は、世帯全員が住民税非課税で前年度課税年金収入額と合計所得金額の合計が８０万

円以下のもので、第１号に定める額と同額の３万３，２４０円であります。 
 第３号は世帯全員が住民税非課税で第２号に該当しない者で４万９，８６０円であります。 
 第４号は６段階の保険料の基準額となる保険料で、世帯の誰かに住民税が課税されているか、

本人は住民税非課税の者で６万６，４８０円であります。 
 第５号は、本人が住民税課税で前年の合計所得金額が１９０万円未満の者で８万３，１００円

であります。 
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 第６号は、本人が住民税課税で前年の合計所得金額が１９０万円以上の者で９万９，７２０円

であります。 
 附則として、この条例は平成２４年４月１日から施行するものであります。 
 次の経過措置でありますが、本条例による改正後の第２条に定める保険料率は平成２４年度

以降の年度分の保険料について適用し、平成２３年度分までの保険料については、従前の例に

よる規定でございます。 
 例規集は第２款の１５５１ページになります。 
 以上で議案第７号、第１０号の補足説明を終わらせていただきます。 
 よろしくご審議くださいますよう、お願い申し上げます。 

〇議長（望月邦彦君） 
 次に、議案第８号および第９号の補足説明を求めます。 
 生涯学習課長、望月親人君。 

〇生涯学習課長（望月親人君） 
 それでは議案第８号 富士川町公民館条例の一部を改正する条例の補足説明をさせていただ

きます。 
 これにつきましては、先ほどのあいさつにもありましたように、鰍沢地区の区の再編と、そ

れから社会教育法の改正に伴う改正でございます。 
 まず第４条の改正ですけども、区の再編に併せて公民館の配置を統一しております。本町１区

地区公民館を鰍沢北区地区公民館、本町２区、３区、４区の地区公民館を鰍沢中区地区公民館、

それから本町５区、６区、地区公民館を鰍沢南区地区公民館と改正するものでございます。 
 それから社会教育法で、これまで公民館運営審議委員の委嘱の方法が規定されておるわけで

すけども、改正に伴いまして条例で定めることになりました。 
 そこで第６条の中に３項として、公民館運営審議委員の委嘱を付け加えたものでございます。 
 次に議案第９号 富士川町社会体育施設条例の一部を改正する条例です。 
 これにつきましては、使用料の見直しに伴いまして改正をするものでございます。基本的な

改正の考え方としましては、同一施設につきましては、なるべく統一をしていくと。ただし、

規模等を考慮すると。それから利用者に過度の負担とならないように、現状の使用料を基準と

するという考え方で見直しのほうを進めました。 
 主な改正点ですけども、旧鰍沢のみ無料となっていた施設につきましては有料としておりま

す。それから使用単位ですけども、これまで半日、一日というふうな単位でしたけども、１時

間あたりということで統一をしております。それから体育館につきましては、昼夜同一料金と

しております。それから、もう１点が使用時間を午前８時半から午後９時までということで改

正をしております。 
 以上で補足説明を終わりますけども、よろしくご審議をお願いします。 

〇議長（望月邦彦君） 
 次に、議案第１１号および第１２号の補足説明を求めます。 
 建設課長、堀内尚巳さん。 

〇建設課長（堀内尚巳君） 
 それでは、富士川町営住宅管理条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明をさせて

いただきます。 
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 この条例につきましては第６条中「身体障害者」とあるを法令により定義があります「障害

者基本法第２条第１号に規定する障害者」に、また「令第６条第１項」を「規則」に改める。 
 そのほか附則に第１項を加えまして、平成２４年４月１日から施行するものでありますが、

地域主権一括法によりまして、公営住宅法の改正が３点ありました。整備基準の条例委任、ま

ず第１点。それから、これは公営住宅法の第５条関係なんですけども、それから第２点としま

して同居親族要件の廃止。これは公営住宅法第２３条第１項に当たります。それから第３点と

して、入居収入基準の条例委任。公営住宅法第２３条第２号関係、この３点の改正がありまし

たけども、１点と、整備基準、ならびに入居収入基準につきましては経過措置が１年間ありま

すので、２４年度になりましてから条例整備を行う予定でおります。公営住宅の管理運営につ

きましては、山梨県ならびに、それから県内の市町村同一の歩調で進めております。 
 第２点の同居親族要件の廃止につきましては経過措置がありませんで、施行日４月、平成

２４年４月１日に廃止となりますもので、今回この規定につきまして改正をさせていただきま

した。 
 町におきましては、同居親族要件はこのまま継続をするということで、引き続き一定の制限

を設けることにいたしました。すでにその条例の中では、同居親族要件につきましては整備を

しておりますので、今回改めて規定を、改正する必要はないということですが、ただし単身入

居が可能な要件、老人とか障害者等につきましては、政令で定めるものと政令委任がされてお

りますが、この項目が削られるために規則で定めるものに改めるということで、規則のほうで

単身入居の可能な要件を規定いたします。 
 単身入居が可能な要件につきましては、現行の公営住宅法の施行令第６条第１号の規定と同

等の内容とすることにいたしております。これが町営住宅の一部改正の補足説明であります。 
 それから引き続きまして、富士川町町有住宅の管理条例の一部を改正する条例の補足説明を

させていただきます。これにつきましては、第５条第１項の第２号に入居資格の要件がありま

すが、そこにただし書きとして居室の数が２室以下の町有住宅に入居するときは、この限りで

はないという規定を加えさせていただいて、単身者の入居が可能ということで町有住宅の管理

条例を改正させていただくものであります。該当する団地は青柳団地になります。 
 施行期日は平成２４年４月１日からということで、改正をさせていただきたいと思っており

ます。よろしくご審議のほどをお願いいたします。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 以上で、町長ならびに担当課長の議案第１号から第１２号までの提案理由および補足説明が

終わりました。 
 ここで、暫時休憩します。 

休憩 午前１１時２２分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午前１１時３２分 
〇議長（望月邦彦君） 

 休憩を解いて、再開します。 
 
 

 ２２



  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第１９ 議案第１３号 平成２３年度富士川町一般会計補正予算（第８号）について 
   日程第２０ 議案第１４号 平成２３年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）に

ついて 
   日程第２１ 議案第１５号 平成２３年度富士川町老人保健特別会計補正予算（第１号）について 
   日程第２２ 議案第１６号 平成２３年度富士川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

について 
   日程第２３ 議案第１７号 平成２３年度富士川町介護保険特別会計補正予算（第４号）について 
   日程第２４ 議案第１８号 平成２３年度富士川町介護サービス事業特別会計補正予算（第２号）

について 
   日程第２５ 議案第１９号 平成２３年度富士川町奨学金特別会計補正予算（第１号）について 
   日程第２６ 議案第２０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４号）に

ついて 
   日程第２７ 議案第２１号 平成２３年度富士川町下水道事業特別会計補正予算（第３号）につ

いて 
   日程第２８ 議案第２２号 平成２３年度富士川町営農飲雑用水事業特別会計補正予算（第２号）

について 
   日程第２９ 議案第２３号 平成２３年度富士川町活性化事業特別会計補正予算（第３号）につ

いて 
   日程第３０ 議案第２４号 平成２３年度富士川町水道事業会計補正予算（第４号）について 

 以上の１２議案は平成２３年度の補正予算案でありますので、一括して議題とします。 
 町長から、本案について提案理由の説明を求めます。 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
―――― １２議案の提案理由朗読説明 ―――― 

〇議長（望月邦彦君） 
 次に、議案第１３号から第２４号までの補足説明を求めます。 
 まず、議案第１３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１３号の富士川町一般会計補正予算（第８号）の補足説明をさせていただ

きます。 
 補正予算書８号の裏面をお願いいたします。 
 （以下、平成２３年度富士川町一般会計歳入歳出予算補正事項別明細書朗読説明） 
 以上で、補足説明を終わらせていただきます。 

〇議長（望月邦彦君） 
 議案説明の途中でありますが、ここでしばらく休憩します。 
 再開は午後１時です。 
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休憩 午後１２時０５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。 
 議案説明を続けます。 
 次に、議案第１４号から第１６号まで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） 
 それでは平成２３年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）、裏面をお願いいた

します。 
 （以下、平成２３年度富士川町国民健康保険特別会計歳入歳出予算補正事項別明細書朗読説

明） 
 続きまして、議案第１５号でございます。表紙の裏をお願いします。 
 （以下、平成２３年度富士川町老人保健特別会計歳入歳出予算補正事項別明細書朗読説明） 
 続きまして、議案第１６号をお願いいたします。 
 （以下、平成２３年度富士川町後期高齢者医療特別会計歳入歳出予算補正事項別明細書朗読

説明） 
 以上です。よろしくお願いいたします。 

〇議長（望月邦彦君） 
 次に、議案第１７号および第１８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１７号の補足説明をさせていただきます。平成２３年度富士川町介護保険特別会計補

正予算（第４号）。 
 裏面をお開きください。 
 （以下、平成２３年度富士川町介護保険特別会計歳入歳出予算補正事項別明細書朗読説明） 
 以上が、介護保険特別会計になります。 
 次に、介護サービス事業特別会計へ移らせていただきます。 
 議案第１８号の補足説明をさせていただきます。平成２３年度富士川町介護サービス事業特

別会計補正予算（第２号）。 
 裏面をお開きください。 
 （以下、平成２３年度富士川町介護サービス事業特別会計歳入歳出予算補正事項別明細書朗

読説明） 
 以上で、補足説明を終わらせていただきます。よろしくご審議くださいますよう、お願い申

し上げます。 
〇議長（望月邦彦君） 

 次に、議案第１９号の補足説明を求めます。 
 教育総務課長、川手貞良君。 
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〇教育総務課長（川手貞良君） 
 それでは議案第１９号 奨学金特別会計補正予算の補足説明をさせていただきます。 
 表紙をお開きください。 
 （以下、平成２３年度富士川町奨学金特別会計歳入歳出予算補正事項別明細書朗読説明） 
 以上、補足説明でございます。よろしくお願い申し上げます。 

〇議長（望月邦彦君） 
 次に議案第２０号から第２２号まで、および第２４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２０号の富士川町簡易水道事業特別会計補正予算（第４号）の補足説明をさせていた

だきます。 
 補正予算書の裏面をお願いいたします。 
 （以下、平成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２１号の富士川町下水道事業特別会計補正予算（第３号）の補足説明を

させていただきます。 
 補正予算書の裏面をお願いいたします。 
 （以下、平成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２２号の富士川町営農飲雑用水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年度富士川町営農飲雑用水事業特別会計歳入歳出予算補正事項別明細書朗

読説明） 
 続きまして、議案第２４号の富士川町水道事業会計補正予算（第４号）の補足説明をさせて

いただきます。 
 補正予算書の裏面をお願いいたします。 
 （以下、平成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２３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２３号 富士川町活性化事業特別会計補正予算（第３号）の補足説明をさせ

ていただきます。 
 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） 
 よろしくご審議のほど、お願いいたします。 

〇議長（望月邦彦君） 
 以上で、町長ならびに担当課長の議案第１３号から第２４号までの提案理由および補足説明

が終わりました。 
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  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第３１ 議案第２５号 平成２４年度富士川町一般会計予算について 
   日程第３２ 議案第２６号 平成２４年度富士川町国民健康保険特別会計予算について 
   日程第３３ 議案第２７号 平成２４年度富士川町後期高齢者医療特別会計予算について 
   日程第３４ 議案第２８号 平成２４年度富士川町介護保険特別会計予算について 
   日程第３５ 議案第２９号 平成２４年度富士川町介護サービス事業特別会計予算について 
   日程第３６ 議案第３０号 平成２４年度富士川町奨学金特別会計予算について 
   日程第３７ 議案第３１号 平成２４年度富士川町簡易水道事業特別会計予算について 
   日程第３８ 議案第３２号 平成２４年度富士川町下水道事業特別会計予算について 
   日程第３９ 議案第３３号 平成２４年度富士川町営農飲雑用水事業特別会計予算について 
   日程第４０ 議案第３４号 平成２４年度富士川町箱原農業集落排水事業特別会計予算について 
   日程第４１ 議案第３５号 平成２４年度富士川町鹿島財産区特別会計予算について 
   日程第４２ 議案第３６号 平成２４年度富士川町カラマツオ外三十山恩賜林保護財産区特別会

計予算について 
   日程第４３ 議案第３７号 平成２４年度富士川町活性化事業特別会計予算について 
   日程第４４ 議案第３８号 平成２４年度峡南地区ことばの教室共同設置特別会計予算について 
   日程第４５ 議案第３９号 平成２４年度峡南地区充指導主事共同設置特別会計予算について 
   日程第４６ 議案第４０号 平成２４年度富士川町水道事業会計予算について 

 以上の１６議案は平成２４年度の予算案でありますので、一括して議題とします。 
 町長から、本案について提案理由の説明を求めます。 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 平成２４年度一般会計および各特別会計予算案を提出するにあたりまして、その概要を申し

上げます。 
 たくさん書いてありますけども、冒頭の部分は省略して２ページの真ん中のところをお願い

したいと思います。 
 以上の観点からという後半を見ていただきたいと思いますが、こうした結果、２４年度の富

士川町の当初予算は一般会計で６９億９，４２３万円、前年度比１．９％減の当初予算を編成

したところであります。 
 一般会計のうち歳入について申し上げます。 
 町の主要財源であります町税につきましては、全体で１３億８，５２０万７千円と前年度比

０．５％の増を見込んでおります。このうち基幹税目であります個人町民税、法人町民税につ

きましては、引き続き厳しい雇用情勢や景気回復の遅れから前年度比３．４％減の６億２，

５０９万９千円を見込んでおります。 
 地方交付税につきましては、５年間の合併算定替えが適用され、合併前の旧両町の額が保障

されることから、前年と同額の２２億円を計上したところであります。 
 各種の交付金や剰余金は減少が見込まれるため、これらを補てんするため基金から繰り入れ

１２億円と町債６億５，８３０万円を計上いたしました。本年度も国からの地方交付税の振り

替え財源として、後年度において全額交付税措置される臨時財政対策債を３億円見込んでおり
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ます。 
 以上が歳入であります。 
 次に歳出について、目的別に申し上げます。 
 第１款の議会費でありますが、年間の議会運営に要する経費を計上しております。 
 第２款総務費でありますが、特別職を含む人件費を計上いたしました。また庁舎および町有

地の維持管理にかかる諸経費、ガードレール設置工事費、区長・組長等の役員の報酬、峡南広

域行政組合等への負担金、青色パトロール車にかかる経費、それとコンビニ交付システム負担

金、鰍沢財産区の議会議員選挙費および選挙啓発費、男女共同参画の推進事業費、地域公共交

通にかかる諸経費、文化ホールの運営費などを計上しております。 
 第３款の民生費でありますけども、地域福祉センターの運営事業や社会福祉協議会への補助

金、生きがい活動通所支援事業費や老人クラブ連合会への補助金、地域生活支援事業費、障害

者自立支援給付費、子ども医療費、ひとり親家庭への医療費助成経費、子ども手当、第４保育

所の大規模改修費、第５保育所の園庭芝生化工事等の諸経費を計上したところであります。 
 第４款衛生費では新病院設置協議会の補助金、子宮頸ガンワクチンの接種、ヒブワクチンの

予防接種、小児用肺炎球菌ワクチンの接種をはじめ、高齢者インフルエンザ予防接種などの経

費、特定健康診査にかかる所要の経費、浄化槽設置整備に伴う補助金、太陽光発電システム設

置の補助金、リサイクルステーションを活用した資源ゴミの再資源化にかかる所要経費などを

計上しております。 
 第５款は労働費でありますが、これは労働金庫への預託金を計上しております。 
 第６款の農林水産業費でありますけども、新規収納総合支援事業、鳥獣害対策にかかる所要

経費、長沢排水機場の流入口の改修工事、農業基盤整備に向けた諸経費を計上しております。 
 第７款商工費でありますが、甲州富士川まつり、ふじかわ夏まつりＲ５２など、活性化イベ

ントの補助に必要な経費、桜回廊の調査測量業務などを計上しております。 
 第８款は土木費でありますが、道路の維持改修経費、平林伊奈ヶ湖線道路改良工事、青柳長

沢線道路改良工事、青柳一号線の道路改良工事等を計上しております。また長沢排水機場の整

備に伴いまして、どういう増設ができるかというふうな調査費も計上してあります。さらに河

岸跡公園の詳細設計の経費、道の駅の建設工事のための諸経費を計上しております。 
 第９款消防費でありますが、峡南広域行政組合消防関係の負担金、消防団員の報酬、訓練等

の出動手当、また各分団詰め所の維持管理経費、十谷地区へのヘリポート設計業務費、防災無

線購入経費等を計上しております。 
 第１０款は教育費であります。学校関係では西小学校の耐震診断業務費、中部小学校の特別

教室耐震補強設計業務費、増穂中学校の理科教室改修工事費、鰍中屋内体育館の屋根改修のた

めの設計費等を計上しております。 
 社会教育費では国民文化祭実行委員会の補助、協力団体への報償、地域・文化の継承・創造

を図る所要の経費を計上しております。 
 また保健体育関係では、富士川ふれあいスポーツ公園の管理業務、利根川公園プールの維持

管理など所要な経費を計上したところであります。 
 ６ページをお開きいただきます。 
 第１１款の災害復旧でありますが、現年発生の災害復旧のための経費を計上しております。 
 第１２款は公債費でありますが、前年度比１３．８％の減額で８億４，４３３万４千円を予
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定しております。歳出全体で占める割合は１２．１％であります。起債の借り入れにあたりま

しては効率的な充当を心がけるとともに、後年度負担が課題にならないよう運用に配慮してま

いります。 
 最後に１３款諸支出金でありますが、公営企業会計であります水道事業会計の補助金、各種

基金への積立金を計上しております。 
 次に、特別会計１４件および水道事業会計について申し上げます。 
 まず国民健康保険特別会計でありますが、国民健康保険は低所得者や高齢者の割合が高く、

財政基盤が弱いという構造的な問題を抱えております。このため、一般会計からの繰り入れを

行うとともに町民の健康づくりの充実により医療費削減に努めるほか、医療費の適正化や収納

率向上対策の実施など財政運営の健全化に努めてまいります。 
 次に後期高齢者医療特別会計でありますが、平成２０年度より創設された医療保険制度であ

ります。制度の啓発や普及とともに医療費削減に努めてまいりたいと考えております。 
 次に介護保険特別会計でありますが、介護保険制度を円滑に実施するための総合的な計画で

ある第５期介護保険事業計画、２４年から２６年の計画でありますが、これに基づき介護保険

財政の安定的な運営を図るとともに、地域包括センターを中心に介護予防や相談支援施策を推

進し、高齢者が安心して暮らすことのできるまちづくりに努めてまいります。 
 次に、介護サービス事業特別会計であります。 
 通所介護サービス事業や小規模多機能型居宅介護事業を中心に介護サービスの提供に努めて

まいります。 
 次に奨学金特別会計であります。 
 奨学金の新規貸付者を３名と想定し、計上させていただいております。 
 次に簡易水道事業特別会計であります。 
 簡易水道の適切な運営を図るため、効率的な維持管理と水質保全を行い、安全な飲料水の確

保と安定供給に努めてまいります。 
 次に下水道事業特別会計であります。 
 長い年月と多額な投資が必要となるため、建設および維持コストの縮減や効率的な管理・運

営に努めるとともに、生活環境の改善と水環境の保全を進めていくとともに、下水道への加入

促進のため、排水設備改修に対する助成金制度を定め、下水道接続の普及促進に努めてまいり

ます。また安全・安心の市街地形成を図るため、総合的な浸水対策として雨水対策事業を進め

ることとしております。 
 次に営農飲雑用水事業特別会計でありますが、山間地域の水の安定供給を確保するため、施

設の維持管理に努めてまいります。 
 次に箱原農業集落排水事業特別会計でありますが、農業用用水の水質保全と農村の環境改善

を目的に排水処理施設の適切な維持管理に努めてまいります。 
 次に鹿島財産区特別会計でありますが、森林の保全と財産区の運営経費としてそれぞれ主要

の額を計上させていただいております。 
 次にカラマツオ外三十山恩賜林保護財産区特別会計でありますが、森林の保全と財産区の運

営経費として、これも所要の額を計上させていただいております。 
 次に活性化事業特別会計でありますが、交流センター塩の華および総合交流ターミナルつく

たべかんの管理運営費について、所要の経費を計上させていただいております。 

 ２８



 次に峡南地区ことばの教室共同設置特別会計でありますが、共同設置の目的に沿いましてそ

れぞれ所要の額を計上させていただいています。 
 次に峡南地区充指導主事共同設置特別会計でありますが、これも各町の負担割合に応じて所

要の額を計上させていただいております。 
 最後に水道事業会計でありますが、安心で安全な飲料水の安定供給を確保するため、老朽管

の敷設替えや施設の維持管理に努めるとともに、水質管理と有収率の向上に取り組んでまいり

ます。 
 以上、平成２４年度予算の概要について申し上げました。よろしくご審議のほど、お願い申

し上げます。 
〇議長（望月邦彦君） 

 以上で、町長の提案理由の説明が終わりました。 
 お諮りします。 
 ただいま議題となっています議案第２５号 平成２４年度富士川町一般会計予算から議案第

４０号 平成２４年度富士川町水道事業会計予算までの１６議案については、委員会条例第

６条の規定によって全員で構成する予算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査したいと

思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第２５号から議案第４０号までの平成２４年度富士川町各会計予算は予算

特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決定しました。 
 ここで、委員名簿を配布します。 
 （ 配 布 ） 
 お諮りします。 
 ただいま設置されました予算特別委員会の委員の選任につきましては、委員会条例第７条第

１項の規定によって、お手元に配布しました名簿のとおり指名したいと思います。 
 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、予算特別委員会の委員は名簿のとおり決定しました。 
 ここで、暫時休憩します。 
 なお、予算特別委員は正副委員長の互選のため議員控え室にご参集ください。 

休憩 午後 ２時０１分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午後 ２時１１分 
〇議長（望月邦彦君） 

 休憩を解いて、再開します。 
 休憩中に特別委員会を開き、正副委員長の互選を行いましたので議長から報告します。 
 予算特別委員会委員長に永井寛子さん、同副委員長に芦澤益彦君がそれぞれ互選されました。 
 なお、議案付託表特別委員会日程表については、議会終了後配布しますのでご了承ください。 
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  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第４７ 議案第４１号 山梨県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更及び山梨県市

町村総合事務組合規約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、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４１号についての補足説明をさせていただきます。 
 皆さんの資料のほうをご覧いただきたいと思います。別紙でありますけども、山梨県市町村

総合事務組合規約の一部を改正する規約ということですけども、これについて簡単に説明させ

ていただきたいと思います。 
 山梨県内の市町村を対象として、焼却灰等の一般廃棄物の埋め立てが可能な最終処分場を境

川に整備することになりました。固有財産を有し、国の交付金等の受け皿となるためには法人

格を有する一部事務組合によるところが必要であります。 
 人的負担の軽減や運営経費の縮減、速やかな事業着手を図る観点から全市町村が構成員と

なっている既存の組合が主体となることが効率的かつ合理的であることから、山梨県市町村総

合事務組合が一般廃棄物最終処分場の設置および、管理運営に関する事務を行うこととなりま

した。 
 以上のことから山梨県市町村総合事務組合の共同処理に関する事務を変更し、改正する必要

が生じました。この規約の変更については、関係地方公共団体の議会の議決を得る必要がある

ことから、今回お願いするものであります。 
 資料のほうで見ていただくと分かりますように、規約の一部を改正する内容につきましては

山梨県市町村総合事務組合規約の第３号の次に４号として、組合立一般廃棄物最終処分場の設

置および管理に関する事務を追加し、第４号から９号までを１号ずつ繰り下げるものでありま

す。 
 なお、この規約は平成２４年４月１日から施行するものであります。 
 以上で、説明を終わります。 

〇議長（望月邦彦君） 
 以上で、町長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。 
 これから、議案第４１号の質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 そうすれば焼却灰の埋め立てということを効率的に県内の市町村で、すべてで扱っていくと

いうことで、具体的なことはこれからの協議に委ねる部分もあると思うんですけども、大まか
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な概要は把握していると思うので、例えば富士川町が単年度どのくらいの事業費のうち、大体

どのくらいを負担していくのか、そのへんについては分かっていると思うので、分かる範囲で

具体的に説明をお願いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町民生活課長、依田正一君。 
〇町民生活課長（依田正一君） 

 本年度の２４年度の負担金でございますけども、事業費につきまして１８９万３千円。それ

から事務費につきましては１町当たり２万円でございます。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 今回、境川に建設する予定の最終処分場につきましては、全市町村が加盟はいたしますが、

全市町村の焼却灰を今のところ入れる予定ではありません。南部、身延、早川、旧六郷町がやっ

ています、南部はペレットでやっておりますし、身延、早川、六郷でやっています、六郷と身

延の境にあるところは資源化をやっておりますから、それとまた山中湖は自分のところで温泉

の熱源としているというところであります。今言いました１８９万３千円は、まだ確定の数字

ではありませんが、今後その市町村が出す焼却ゴミの量によって灰を換算して、いずれ精算を

していくということになっております。 
 富士川町のこれまでの廃棄物の処理計画でいきますと、当面１８９万３千円を出しながら、

事務費２万円を付けて出しながらいって、５年ごとに精算をしていくということになります。

将来いくらになるかは、総額は出ておりますけども、うちのゴミを減らせば減らすほど、そち

らの負担金は少なくなるということになっておりますので、ぜひうちの資源循環型の施策を推

進していきたいなと思っております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 そうすると焼却灰というのは、今、中巨摩広域で処理していますけれども、その部分につい

て、ここの境川の処分場を利用した場合には、これだけの、今のところ概算で１８９万３千円

と。それから事務費として２万円の負担をしているということで、これ以上の、そうすれば

１９１万３千円以下で、これは町民の負担はないということで、今のところ、そういう理解で

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） 

 当面、まだ建設に相当時間がかかりますので、今のところは１９１万３千円の負担というこ

とが当分続くと思います。今、中巨摩広域へ出している量をそれぞれの市町村でまた割り振り

まして、換算をして焼却灰がどのくらいという量が出てくると思いますので、いずれはそれぞ

れ負担をしていかなければならないということであります。 
 今、県のほうもトン当たり２万６，５００円を上限として受け入れるということですから、

建設費が安くなればこの処理費も安くなってくると思いますので、将来的なことはこれからと
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いうことになりますけども、今、申し上げましたように１９１万３千円が２４年度、２５年度、

２６年度とたぶん続いていくと思っております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 では最後ですけども、そうするとトン当たり２万６千円ぐらいの目安で処理費があると。２万

６，５００円。それから建設費というのは、これからだということで、当面の２４、２５、２６は

ないけれども、これから建設費というのは具体的に出てきて、その分についても利用する市町

村で負担していくということでよろしいですか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 建設費も管理費もこのトン当たり２万６，５００円と今、算定していますが、この中でペイ

をしていくという計算上であります。２万６千円、建設費が安くなればこの２万６，５００円

も安くなっていくという形になります。当面は、建設費は補助金をいただいたり、先ほど総務

課長が言ったように建設主体となる山梨県市町村総合事務組合が起債を借りながら、そして一

部借り入れをしながらやっていきますので、建設費についても２万６，５００円の中で、２万

６，５００円といいますか、今後、定められる処理費の中で全部ペイをしていくという形になっ

ております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 分かりました。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ほかに質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑なしと認めます。 
 以上をもって、議案第４１号の質疑を終わります。 
 これから、議案第４１号の討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 以上をもって、議案第４１号の討論を終わります。 
 これから日程第４４ 議案第４１号 山梨県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更

及び山梨県市町村総合事務組合規約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４１号は原案のとおり可決されました。 
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 本日の日程は、全部終了しました。 
 本日は、これにて散会とします。 
 ご苦労さまでした。 

 
散会 午後 ２時２５分 
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開会 午前１０時００分 
〇議長（望月邦彦君） 

 昨日で東日本大震災の発生から、ちょうど１年が経過しました。 
 開会に先立ちまして、この未曾有の大震災により亡くなられた方々に哀悼の意を表し、１分

間の黙祷を捧げたいと思います。 
 皆さま、ご起立ください。 
 （ 黙 祷 ） 
 黙祷を終わります。 
 相互にあいさつを交わします。 
 相互に礼。 
 （ あ い さ つ ） 
 第１回富士川町議会定例会第２日の本会議に、議員各位には大変お忙しいところ、ご出席い

ただきまして誠にありがとうございます。 
 これから、平成２４年第１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。 
 なお、齊藤正行議員につきましては一身上の都合のため、本日午後の会議を欠席との届があ

りましたので、ご報告をいたします。 
 本日は、一般質問の日程になっております。 
 質問回数について、申し上げます。 
 会議規則第５５条の規定により３回までとなっていますが、今定例会に限り質問の回数は無

制限としたいと思います。 
 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は可決されました。 
 次に、発言時間について申し上げます。 
 今定例会に限り質問についての各議員の発言は、会議規則第５６条第１項の規定によって答

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

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

 質問の通告者は７名であります。 
 これから、通告順に一般質問を行います。 
 それでは通告１番、１１番、深澤勝雄君の一般質問を行います。 
 １１番、深澤勝雄君。 

〇１１番議員（深澤勝雄君） 
 それでは、通告によりまして一般質問をします。 
 まず１つ目といたしまして、文部科学省の学習指導要領の改定により、新年度より中学の１・

２年の体育授業で、男女とも武道とダンスが必修化されることになりました。武道の中に柔道、

剣道、相撲、弓道があり、県内各校においても施設面・環境面に合った種目を決定しています。 
 心身ともに鍛える体育授業は成長過程にある生徒にとって重要なことと思っていますが、そ

の反面、体を動かす以上、ケガは避けられない面もあります。取り返しのつかない事故が起き

ては元も子もありません。 
 先日の新聞報道によりますと、県内中学校の７割を占める６３校が柔道を導入する予定なの

に対し、段位を持つ専門的な教諭は４５人しかおらず、人手不足は否めません。県教育委員会

は体育教諭の講習会を開き、指導の育成または指導マニュアルを作成し、事故防止に向けた対

策を進めているが、本校における中学校武道必修化の中、なんの種目を選択するのか、また授

業中の事故防止対策について伺います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 教育総務課長、川手貞良君。 
〇教育総務課長（川手貞良君） 

 それでは、深澤議員のご質問にお答えさせていただきます。 
 平成２４年度より実施される中学校の新学習指導要領の改定に伴い、体育の授業において武

道が必修となり、柔道、相撲、剣道などの中から選択することになっております。 
 本町では増穂中学校で柔道、鰍沢中学校では相撲を選択科目とし、１・２年生が年間８時間

から１０時間の授業時間数を予定しております。これに伴い各学校の担当教諭は２年前より県

主催の実技講習、また安全講習に参加するとともに短時間の授業であることを考慮し、内容を

基本的な技術の習得に努め、危険な技などは制限をするなどの安全対策を考えております。 
 また指導においては、体育用マットなどを利用するなど安全管理に努め、事故防止には万全

を尽くすよう各学校を指導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） 
 １１番、深澤勝雄君。 

〇１１番議員（深澤勝雄君） 
 それでは（２）に入らせていただきます。 
 富士川町では、ただいまの答弁の中で相撲と柔道を取り入れるという答弁でありましたが、

体育授業の指導者はどのような教員の選任をしていくのかについての所見を伺います。 
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〇議長（望月邦彦君） 
 教育総務課長、川手貞良君。 

〇教育総務課長（川手貞良君） 
 中学校の体育授業につきましては、体育教科の免許を保有した教員が必ず授業を行うことと

なっております。武道の必修化により、両校とも講習を受けた体育教諭が担当することになっ

ております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 １１番、深澤勝雄君。 
〇１１番議員（深澤勝雄君） 

 それでは（３）のほうに進みます。 
 授業を進める中で、外部指導者の導入も必要と考えています。例えば、ただいま答弁にあり

ました柔道の場合であるならば、柔道経験者、武道の専門技能を持つ警察官、ＯＢらを外部指

導者として積極的に活用したらどうかと思いますが、慣れない教師をサポートすることで安全

性は格段に向上することと思いますが、指導体制について伺います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 教育総務課長、川手貞良君。 
〇教育総務課長（川手貞良君） 

 ご質問にお答えさせていただきます。 
 体育授業のうち、武道の授業時間数は短時間なことから基本的な技術の指導となりますので、

現時点では外部指導者の要請は考えておりません。 
 なお、本年度、授業を進めていく過程で専門的な技術や知識を有する指導者が必要であると

考えられる場合、外部指導者の活用について検討していきたいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 １１番、深澤勝雄君。 

〇１１番議員（深澤勝雄君） 
 ４に入ります。 
 相撲、柔道等のことで、授業を進める中で施設の整備も進めていく必要があると思いますが、

今後の課題と思うが町の考えを伺います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 教育総務課長、川手貞良君。 
〇教育総務課長（川手貞良君） 

 ご質問にお答えさせていただきます。 
 平成２４年度の実施に向け、相撲を選択した鰍沢中学校では、すでに購入した相撲マットを

格技場に敷いて使用することとしております。また、柔道を選択した増穂中学校では、ふれあ

い教育体育館の柔道場を使用しますので、現状では施設整備については必要ないと考えており

ます。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 １１番、深澤勝雄君。 
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〇１１番議員（深澤勝雄君） 
 それでは、本当に県下に誇る文武両道の富士川教育、中学校の武道必修化の授業に向け、こ

れを通じて心身を鍛え、日本へ世界へ羽ばたいていく生徒が出ることを期待いたしまして、私

の通告１の質問を終わります。 
 続きまして２番、町内名所旧跡を生かした観光振興対策について伺います。 
 富士川町には国で指定された文化財、県や町で指定した文化財は、合わせて５０カ所を超え

ています。その中には長い歴史を持つ神社、寺院等も多く含まれています。最勝寺区の最勝山

は甲斐の国社記によると天平２０年、聖武天皇の勅願寺として建立し、甲斐１０８霊場のうち

９０番となっており、本県屈指の古刹となっております。 
 有形建造物、有形彫刻、工芸は町、県の指定となっており、庭にある天然記念物の四季桜は

２月、４月、１１月、薄いピンク色のかわいい花を咲かせ、訪れる人々に季節はずれの花を見

せてくれます。 
 １３００年前に開所されんとされる小室山妙法寺は初夏にはきれいな一面に咲くあじさいの

花、また１７５５年、鰍沢村が施主となり建立した七面堂本殿は富士川舟運の船頭たちの安全

神とされ、文化１４年、舟運の難所であった天神ヶ滝改修工事が終了し、人食い岩による遭難

の様子や工事のときの苦労をつづった掛け額が公表され、ともに町指定の文化財となっており

ます。 
 このように豊かな観光資源を生かし、本町の資源観光とともにリンクさせることが必要と思

います。観光は地域にとって重大な効果をもたらすものだけに留まらず、地域を訪れる人々の

交流を通じて、地域の活性化にも大きな役割を果たします。 
 こうした神社仏閣の中には諸見里しのぶ、上田桃子等の有名なプロゴルファーも訪れ、平成

２３年２月の山日新聞には最も勝つご利益との報道があり、春高バレーに出場した増穂商業女

子バレーが必勝祈願に訪れております。 
 こうした旧跡等を積極的にＰＲし、観光政策に対する努力が必要と思いますが、当局の考え

を伺います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 深澤勝雄議員の、名所旧跡を活用した観光振興対策についてのご質問にお答えいたします。 
 町内の名所旧跡につきましては、現在も富士川町のホームページに掲載しながら、広く町内

外にＰＲしております。また観光物産協会のブログにおきましても、常に書きかえながら情報

発信をしているところであります。全国では神社仏閣、名所旧跡などにおいて、そこにまつわ

る歴史や昔話などから参拝する、願いが叶うなど、またその他ユニークなところを観光スポッ

トにして売り出しているところもたくさんあります。私の住んでいる最勝寺、最も勝つ寺です

から、ぜひそういった必勝祈願、あるいは合格祈願なりに使っていただければありがたいなと

思っております。 
 またこうした集落ごとの小さな観光というのも、これから大切になってくるんではないかな

と思っております。その地域のよいところ、その地域固有のもの、地域ならではの文化、こん

なものを絞り込みながら、これらをインターネットを通じながら、全国へ発信していくという

ことも大切ではないかなと思っております。 
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 ただ、町ではこうした神社仏閣の施設運営等に直接関わることはできませんが、資源の掘り

起こし、またＰＲについては関係者と協力をしてまいりたいと考えております。 
 また、こうした神社仏閣、名所旧跡を絡めたウォーキングコースの設定をするなど、多くの

方々に富士川町に来てみて楽しんでいただけるような観光振興策を考えていきたい、こんなふ

うに考えております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 １１番、深澤勝雄君。 
〇１１番議員（深澤勝雄君） 

 それでは結びといたしまして、先人たちが築いた長い歴史と文化を後世へとつなぎ、心豊か

な薫り高い文化のまちとして、富士川町の観光振興により地域の活性化に結ぶことを期待いた

します。 
 今回の資料を集める中で、この教育委員会、文化財保護審議会が作成されました、この富士

川の文化ということで、これを拝見させていただきまして、本当に素晴らしい出来栄えという

ことで、本当にこのガイドブックの発行に際しましては、今回の私の質問に対しましていろい

ろ勉強することができました。素晴らしい出来栄えに賛辞を送りまして、私の一般質問はこれ

で終わります。 
〇議長（望月邦彦君） 

 以上で通告１番、１１番、深澤勝雄君の一般質問を終わります。 
 続いて通告２番、１５番、保坂實君の一般質問を行います。 
 １５番、保坂實君。 

〇１５番議員（保坂實君） 
 通告文に基づきまして、読解質問させていただきます。 
 １番目として、農業の再生についてお伺いします。 
 働き手の高齢化や担い手不足、先行き不透明な営農活動、コストに見合った経済効果不安な

ど負の条件が重なり、特に中山間地農業の衰退は限界集落化への歩みを速めています。 
 当町、旧増穂町は２００８年、国の耕作放棄値解消５カ年計画のモデル町に指定され、取り

組んできているところでありますが、これらを踏まえ厳しい営農状況を考えた遊休農地の活用

などでの農業再生への町長の考えをお伺いします。 
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） 

 保坂議員のただいまの質問にお答えします。 
 町では担い手および耕作放棄地対策として、国の農山漁村活性化プロジェクト支援交付金を

活用し、長沢、小室、高下地区の荒廃農地を町が借り上げ再生し、新たな担い手として新規農

業従事者に農地の貸付を行ってまいりました。農地を再生しても担い手がいないことには、ま

た荒廃してしまうことから、今後の課題は農業の担い手確保だと考えております。 
 こうしたことから、国においては青年新規就農者の倍増を政策目標とした青年新規就農者に

対する給付金制度をはじめとする、新たな農業施策を平成２４年度予算に計上しております。

町といたしましても農業者や生産者団体、農業委員会、農事会、ＪＡなどの関係団体と連携を

強化し、国の事業を積極的に取り入れながら、農業従事者への支援を図っていきたいと考えて

 ４１



おります。 
〇議長（望月邦彦君） 

 １５番、保坂實君。 
〇１５番議員（保坂實君） 

 ありがとうございました。 
 次に（２）に移ります。ホンモロコの養殖、地産化について。 
 町内の農業団体が行政とタイアップしまして、中山間地農地でホンモロコを養殖し、地域お

こしの施策とマスコミなどで報道され、関心を深めております。中山間地の自然環境に適合し

た地域振興の方策と考えますが、多数の農家が参画され、地産ブランドとして農家の所得向上

につなげるための援農支援の考えをお伺いします。 
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） 

 お答えします。 
 本年度、町では県の緊急雇用創出事業を活用し、耕作放棄地の有効活用と担い手不足に対応

した農業生産を図るため、ＪＡふじかわに対し新規生産物の開発業務を委託しております。 
 ＪＡふじかわでは中山間地域の農地において、ホンモロコの養魚地としての活用の実証を行

い、生産化できるかどうかを検証しております。その過程において報道機関にも取り上げられ、

地域の特産品としての可能性を紹介されております。しかし、農地を養魚地とする場合は農地

転用の手続きが必要となるほか、周辺農地へ及ぼす影響も検証する必要があることが出てきて

います。さらに中山間地域等直接支払交付金制度の対象農地は養魚地としての活用はできない

ため、土地の選定には地域との協議が必要であります。 
 今後、養魚に関する飼育方法が確立され、参画希望があった場合は生産者に対し、どのよう

な支援ができるのか検討したいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 １５番、保坂實君。 

〇１５番議員（保坂實君） 
 ありがとうございました。 
 では大きな１番の農業再生について、総括的な再質問をさせていただきます。 
 高齢化などで耕作放棄地が増え続ける中山間地ですが、平林地区では長年、自然環境に適し

た桃太郎トマトを自産ブランドとし、生産しています・・・。 
〇議長（望月邦彦君） 

 通告にない部分については。再質問であっても通告に・・・。 
〇１５番議員（保坂實君） 

 ではカットさせていただきます。 
 では、次の２の商工振興について質問させていただきます。 
 （１）近年、０４年、０９年の商工業動向調査によると、当町内の空き店舗状況は県内ワー

スト１位で地域力の衰退と商工業経営の厳しさがうかがわれます。富士川舟運時の鰍沢宿場・

青柳宿場の歴史に学ぶ繁栄を考察し、商工業再生と活性化への町長の考えを伺います。 
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〇議長（望月邦彦君） 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 保坂實議員の、商工振興についてのご質問にお答えをいたします。 
 ライフスタイルの変化や近隣市町への大型商業施設の進出などによりまして、環境が大きく

変化をしています。こうした変化に伴う空き店舗の増加は厳しいものがあると思います。山梨

県の台所といわれ、要衝の地として栄えた時代と違い、中部横断自動車道の開通やリニアへの

アクセスなど、これからの時代の変化に対応した商工業を含めた地域の活性化が今、求められ

ております。 
 現在、整備を進めております東部地域では、富士川町の活性化の拠点となる場所であります

ので、そこに集客した人々を既設の商店街に導き、市街地に賑わいを取り戻したいと考えてお

ります。 
 このため、朝市の開催やアクセスの強化など生活基盤整備を促進するとともに、商工会との

さらなる連携により空き店舗の利用促進、後継者の育成、活性化のためのイベントの支援など、

魅力ある商店街の形成を図るための諸施策を講じてまいりたいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 １５番、保坂實君。 

〇１５番議員（保坂實君） 
 ありがとうございました。今の件で再質問させていただきます。 
 空き店舗活用策について、具体的なお考えはありますか。 

〇議長（望月邦彦君） 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 空き店舗といいましても、虫食い状態にずっとつながっております。これを１つずつ活用す

るわけにはまいりませんので、今後、地域の皆さんともし、その空き店舗を活用していくとい

うことであれば、どこをどういうふうなまちづくりにしていくのか。図面を描いた上で、町が

どの部分に手が出せるのか、講じていきたいなと思っております。 
 また逆に大型の地域が１つ空いたところについては、これは町のほうでいろいろ考えていか

なければなりませんけども、個人店の空き店舗の部分も現在あるわけでありますけども、その

奥にはまだ住民がお住まいになっているというところもありますので、なかなか手の付けられ

ないのが今の現状だと考えております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 １５番、保坂實君。 
〇１５番議員（保坂實君） 

 ありがとうございました。 
 これは質問というよりか意見になりますが、よろしゅうございますか。まずいですか。では

質問形式の意見をさせていただきます。 
 旧鰍沢宿場は舟運と中馬陸運の発着拠点として、蔵店が２３５件、のれんを連ねていました。

旧青柳宿場では毎月２と７の日、６日間を六斎楽市と定めて商工の振興を進めてきました。中
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部横断道やリニア交通への期待感が大きいだけに、人、物、金の流れが負の方向に変わるスト

ロー減少がこれから懸念されます。この不安を脱して歴史に学び、新しい時代に即した発想と

新しい価値観創造へのお考えがあるならお教えください。なければ、次の問題へ入ります。 
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、議員さんの価値観創造への考えはということにお答えさせていただきます。 
 中部横断自動車道やリニアの開通によりますストロー減少、これにつきましては、なんとし

ても防いでいきたい。富士川町に増穂インターチェンジから多くの人々を誘い入れたいと。こ

のために現在、計画中の道の駅、また東部地域の開発、これらが今、急がれるところでござい

ます。 
 まず、そうした中で今、できること、少しでも地域に賑わいをつくり出したいというふうに

思っております。昔、行われました楽市楽座ですね、そうしたもの。また今、議員さんからも

申されました六斎楽市、これほどのものではございませんが、昨年９月から富士川町朝市、寄

り道マーケット、これを開催しております。今後、さらにこういうふうなものを充実して、ま

ず地域に賑わいをもって、地域の活性化、そういうふうなものに努めていきたいというふうに

思います。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 １５番、保坂實君。 

〇１５番議員（保坂實君） 
 ありがとうございました。次の質問に移ります。３．教育の振興について。 
 （１）武道必修化への対応、国の学習指導要領改定により、児童生徒の文武両道教育と健全

な心身向上が課題となりますが、安全と安心が第一と考えます。実技指導と保健衛生・環境整

備についてはどう考えているかお伺いしますが、本件については先ほど深澤議員の質問への回

答で了解しましたので、質問だけにしておきます。回答不要でございます。 
〇議長（望月邦彦君） 

 １５番、保坂實君。 
〇１５番議員（保坂實君） 

 ２番目の（２）の学校プールの設置については、生徒児童の使用効率に配慮されて、学校敷

地内か直近隣地に立地し、不断な管理のもと安全・安心に利用されていますが、鰍沢小と鰍沢

中のプール使用については用地関係で離れた立地にあり、学校関係者から善処の声も見聞され

ます。周辺の用地関係など難関事案解決への百年の計があるなら、お教えください。 
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、保坂議員のご質問にお答えさせていただきます。 
 管内の学校におきまして、プールが隣接していない鰍沢小学校、中学校におきましては授業

時間を工夫する中で、鰍沢の町営プールを利用しており、学校プールの必要性は認識しており

ます。学校周辺にプール整備に必要な用地の確保や、プール建設には多額の費用がかかること
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から、今後、町の公共施設の整備計画に合わせて検討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） 
 １５番、保坂實君。 

〇１５番議員（保坂實君） 
 ありがとうございました。次の質問に入ります。 
 ４．舟運資料館の設置について。 
 （１）富士川舟運、これは大きくは水運といいますが、資料館の設置は新町発足前からの懸

案であり、町内外の方からも多数の要望があります。新町名にふさわしく、観光立町への目玉

でもあり、歴史に学ぶ文化の拠点としても必要と考えます。喫緊とは申しませんが、将来を見

据えた町長の考えを伺います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 生涯学習課長、望月親人君。 
〇生涯学習課長（望月親人君） 

 それでは、保坂議員の質問にお答えします。 
 富士川町を語る上で、富士川舟運は切り離せない歴史です。また舟運に関する資料の収集、

保存、伝承は今に生きる私たちに課せられた使命だと考えております。現在、収集した資料に

つきましては、旧測量事務所に保管してあります。しかし、誰もが見学できる状況ではありま

せん。将来的には、富士川舟運の資料の展示する資料館の建設が必要と考えておりますが、当

面、旧測量事務所を整備する中で、資料等も展示して希望者が見学できるようにしたいと考え

ております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 １５番、保坂實君。 
〇１５番議員（保坂實君） 

 これをもちまして、私の質問を終わります。大変ありがとうございました。 
〇議長（望月邦彦君） 

 以上で通告２番、１５番、保坂實君の一般質問を終わります。 
 続いて通告３番、８番、永井寛子さんの一般質問を行います。 
 ８番、永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 通告に従いまして、大きく２つのテーマで一般質問をいたしたいと思います。 
 まず地球温暖化対策実行計画についてですが、地球温暖化対策実行計画は地球温暖化対策の

推進に関する法律に基づき、都道府県や政令指定都市などでは義務化されております。町では

努力義務として求められているところであります。本町においては、平成２３年度の予算に地

球温暖化対策実行計画策定業務の委託料として、２２０万円ほどが計上されております。これ

はコンサルタント会社への委託ということだと思います。このコンサルに委託するというのは、

いけないということではなくて、特にこうした環境の専門的な部分がありますので、コンサル

に委託するのは当然のことと思います。 
 しかし、そのコンサルに委託する、その根底にある町の姿勢というものはどういうものかと

いうことを知りたくて、この実行計画が本当に実行できるものなのかどうなのかというような
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ことまで含めて、今回、一般質問をしたいと。ぜひ、したいというふうに思いました。 
 まずは、こうした計画というのは例えば総合計画などでは、ワークショップを何度もやって、

町民の中にかなり浸透するという、私は今回の総合計画に関しては画期的なやり方だというふ

うに思っているわけですけれども、地球温暖化対策実行計画のようなものは、町民の中にはな

かなか、どういうところに形としてやっているのか、よく分かりません。そこで、こういう計

画はどういう経緯で策定作業が進められているのかどうか、まず、その基本的なところからお

聞きしたいと思います。 
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） 

 それでは、永井議員の質問にお答えいたします。 
 平成９年の京都議定書の採択によりまして、地球温暖化対策の推進に関する法律が制定され、

平成２０年６月の改正により区域全体の自然的、社会的条件に応じた施策を盛り込んだ実効的

な温暖化対策をとりまとめることが、都道府県および特例市以上に義務付けがされたところで

あります。 
 本町が策定する地球温暖化対策実行計画、これは区域施策編ですけども、法律上の策定義務

はありませんが、第１次富士川町総合計画における地球温暖化対策を推進するため、行政・町

民・事業者が一体となって、低炭素社会実現に取り組む必要があることから作成されたもので

あります。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ８番、永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 今のお話ですと、総合計画のもとで行政、それから町民、業者、三者一体となって低炭素社

会の実現ということですけども、この住民の参加というのはどこの部分で実現しているので

しょうか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町民生活課長、依田正一君。 
〇町民生活課長（依田正一君） 

 住民の参加という部分ですけども、今の質問は経緯ということで、今後、あとの質問にも出

てくるんですけども、アンケートというのは一般の方、それから中学生にも今後、次代を担う

中学生、それから今、パブリックコメントと、それも使って住民の意見等を聞いているような

次第であります。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ８番、永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 住民参加という点では、非常に今のご答弁は旧来型のやり方というふうに私は思うわけです

けれども、次にいきます。 
 増穂町時代に地域新エネルギービジョンが策定されているわけですけども、これは鰍沢町で

はなかったもので、増穂町だけなんですけども、当然、この見直しの上に今回の実施計画はあ
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るのではないかと思いますけども、そのへんはいかがでしょうか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町民生活課長、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いたします。 
 現在、策定を進めている地球温暖化対策実行計画、地域施策編は上位計画である山梨県環境

基本計画および山梨県地球温暖化対策実行計画との整合を図る中で、本町の特性をふまえた地

球温暖化対策を総合的、かつ計画的に実施するために策定するものであります。 
 増穂町で平成１５年３月に策定した地域新エネルギービジョンは、新エネルギー導入を重点

的に作成したものでありますので、今後は地球温暖化対策や新エネルギーの導入、推進につい

ては、この実行計画に沿って行ってまいりたいと思っております。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ８番、永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 ということは地域新エネルギービジョンという、立派なものを平成１５年につくっているわ

けですけれども、これに対する評価というのは、とりあえず置いといて新しくやっていくと。

新しいものをつくっていくと。そういうふうに考えてよろしいでしょうか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町民生活課長、依田正一君。 
〇町民生活課長（依田正一君） 

 整合性を図りながら上位計画の今後、富士川町地球温暖化実行計画のほうにそちらのほうに

移行していきたいと思っております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ８番、永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 コンサルタント会社にこれを委託するときに、職員の中でこの地域新エネルギービジョンに

ついての議論はなされたのか、なされなかったのかをお伺いします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町民生活課長、依田正一君。 
〇町民生活課長（依田正一君） 

 新エネルギービジョンにつきましては、旧増穂町で１５年のときにエネルギーとして利用す

るもののビジョン計画をつくったものであります。職員の中でも検討しまして、地球温暖化計

画につきましては、作成につきまして、それを重大な資料としまして参考にして今後、富士川

町地球温暖化実行計画の中に取り入れていきたいという協議をいたしました。 
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） 

 今のお話ですと、この新エネルギービジョンというのは参考にはしたと。そしてその考えを

取り入れながら、新しいものをつくったというふうに解釈してよろしいでしょうか。 
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〇議長（望月邦彦君） 
 町民生活課長、依田正一君。 

〇町民生活課長（依田正一君） 
 新エネルギービジョンを参考に、それも取り入れて実行計画の中に取り入れていく方向で今、

作成中です。 
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） 

 次に３番に移ります。 
 この新エネルギービジョンと今回の実行計画との間に策定の仕方に、これまでの経緯の部分

で違いはあるかどうか。基本的に、前回のビジョンとの策定ということでは、関わりがないと

いう部分もあるかもしれませんけれども、国のほうではしっかりここは、ビジョンのつくり方、

それから今回の実行計画のつくり方ということで謳っている部分があるんですね。そこの部分

で、町としてはどのようにこれに当たったのかということをお聞きします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町民生活課長、依田正一君。 
〇町民生活課長（依田正一君） 

 永井議員のご質問にお答えします。 
 増穂町地域新エネルギービジョンの策定につきましては、コンサルタント会社の素案を叩き

台に策定委員会への協議をいただいたものであります。 
 今回、策定する地球温暖化対策実行計画、地域施策編ですけども、これにつきましても素案

はコンサルタント会社に委託しております。より実効性のある計画とするため、住民アンケー

トとともに、現在、住民、事業者等からの地球温暖化防止を目的とした団体の意見を求める中

でパブリックコメントを実施し、策定業務を進めているところであります。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ８番、永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 団体の意見って、具体的にどんな団体があるのでしょうか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町民生活課長、依田正一君。 
〇町民生活課長（依田正一君） 

 団体ですけども、町に富士川町地球温暖化対策地域協議会というのがございます。私たちも

地域協議会の熱心な活動を行っているところから、協議会の意見等もお聞きした中で策定に当

たっているところであります。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ８番、永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 この平成１５年に出された増穂町地域新エネルギービジョンの中では、今後の活動の推進に、

推進体制という中ではっきりと地球温暖化対策地域協議会というのが、真ん中に据えてありま

すね。私はですから、当然、町はこの新エネルギービジョンに沿った形で、これをさらに実現
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する形で、今回の実行計画があると思っていたんですけども、そこのへんのところ先ほどから

ちょっと曖昧な部分があるので、その次の質問に一緒にかかってくる部分なので、お聞きしま

す。４番にいきます。 
 環境省の働きかけによる地球温暖化対策地域協議会を旧増穂町では、県内ではじめて実は組

織したんですね。この協議会の位置づけを町はどのように考えているか、お伺いしたいと思い

ます。ここ非常に町の姿勢の出てくる部分だと思いますので、町のお考えをお伺いします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町民生活課長、依田正一君。 
〇町民生活課長（依田正一君） 

 永井議員の質問にお答えいたします。 
 平成１７年に県内では、県内に先駆けて設置されました組織であり、富士川町におきまして

も地球温暖化に熱心に取り組んでいただいている団体であると考えております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ８番、永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 ぜひ、町長のお考えもお聞きしたいと思いますけども、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） 

 平成１５年に新エネルギービジョンが策定されまして、そしてそのあと平成１７年に地球温

暖化対策地域協議会というのが立ち上がり、その後、地球温暖化防止に関する法律ができまし

て、この環境問題のところも徐々に変わってきているのは事実であります。 
 そのあとは平成２０年に法律が改正されまして、地球温暖化対策を推進する法律の中に各自

治体もしっかりそういった対策の計画をつくれという自治体と、つくるように努力しろという

団体が出てまいりました。富士川町も平成２２年に誕生いたしまして、新たな地球温暖化防止

対策を実行していかなければいけないということから、今回、その地域編をつくり出しました。 
 事務事業編につきましては一昨年につくって、役場はそれに基づきながら、この低炭素社会

実現のために取り組んでおりますが、今後は地域の皆さん、事業者の皆さん、そして一般の皆

さんにも同じように取り組んでいただかなければならないということを考えております。 
 地域協議会も当時、一生懸命やっていただきましたし、そして新ビジョンもできましたし、

それに基づきながら増穂町はずっとやってきました。富士川町になっても変わることなく、こ

の協議会の皆さんにはお力をお借りしながらやっておりますが、今回、新たな実行計画をつく

るにあたりましても、その皆さんに今までのノウハウを生かしていただけるように、今、策定

委員会等はつくらなくて、その委員の皆さんのご意見を最大限、反映させるように、そのメン

バーの皆さんに策定のご意見を伺いながら、準備を進めているところであります。 
 今後、地球温暖化対策地域協議会も新たな構造計画の中にも入ってきますが、今の協議会の

メンバーとはまた異なってくると思います。これは町が必ず設置をしていくものですから、委

嘱をしながらやっていきたい。今ある地域協議会の皆さんは、いわば外から見れば自分たちの

意見の合う人たちのグループという見方が強いと思います。規約もそうなっていると思います。

町からの委嘱もなければ何もない団体だと思いますので、今後、立ち上がる富士川町地球温暖
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化対策地域協議会、これについては、町から委嘱をしながらやっていく団体である。当然、今

まで関わった皆さんにも入っていただかなければならないと思いますので、その点ご理解をい

ただきたいと思います。 
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） 

 今、町長がおっしゃったことは（５）につながっていくと思いますので、次にいきます。 
 今、町長がおっしゃったように富士川町の地球温暖化対策地域協議会というのは、これはも

ともと環境省の働きかけによって、各地につくる努力をしてほしいというものなんですけれど

も、町民有志によっていち早くこの町にその組織をつくりたいと。これは町民、もともとこの

町では町民が主導で、町に働きかけました。たしかに。町はそれに応じてくださいまして、町

民とそれから行政と事業者とが一体となって、町の地球温暖化対策を行っていくと。推進して

いくという認識でおりましたが、この協議会に対して、なかなか私たちが、私、今、その中の

メンバーなんですけども、町のほうでの考えというのがなかなかこちら側に伝わってこないと

いうこともありまして、私たち独自にメンバーを増やさなくてはいけないという、町も広報に

載せていただいたりしたんですけれども、なかなかそれが広がらなかった。やっぱり、それは

町の顔がもっともっと見えなければいけなかった。私たち自身もそのへんのところに、もっと

早く気がつかなくてはいけなかったという反省もありますけども、この組織そのものがまだ、

本当に弱小です。弱いわけです。国のほうとしては、この地域協議会が主体になってやるよう

にということで、地球温暖化対策地域協議会をつくりましょうと呼びかけているんですけれど

も、富士川町の場合、その組織があまりにもまだ弱いということで、この実施計画を担ってい

く上で、とても不安が出てくるということで、今、町長がおっしゃった改めてその組織をつく

り変えるということであります。 
 私は、それは歓迎すべきことだと思っていますし、本当はこの計画そのものをつくる段階で、

そういう組織をきちんとやっておかなくてはいけなかったんではないかというふうに思うわけ

ですけども、先ほど課長は住民参加の部分のところで、団体の意見を聞きましたというところ

で、団体とはなんですかと言いましたら、地域協議会１つだけだったんです。そうではなくて、

もっともっと多くの団体の意見も聞かなければいけないと思いますけども、その点いかがで

しょうか。５番です。ごめんなさい。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 今回の富士川町の地球温暖化防止対策実行計画を策定するにあたりましては、より実効性の

ある計画にしていきたいということで、実際に地球温暖化防止に取り組んでいただいておりま

す現在ある富士川町地球温暖化対策地域協議会の皆さんのご意見をいただきながら、今、素案

をつくらせていただいております。 
 その皆さんばかりではなくて、子どもの意見を聞いたりとかというところがありますが、ま

だまだ環境に携わっている団体はあると思いますので、廃棄物の皆さんとか、食育の皆さんと

かいろいろあると思いますので、そういう人たち、今後は新しい実行計画の中でつくる、今度

は地域協議会については、本当に富士川町として、大きな中で、そういったいろんな人に集まっ
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ていただく協議会を立ち上げていきたい。当然、今までの人にも入れる人は入っていただくと

いうことでありますが、今回の計画は今ある地域協議会の皆さんに見ていただきながら、今、

素案をつくっている段階であります。今後、この素案を計画案といたしまして、環境審議会に

諮問をしながら最後の成案としていくことにしております。そして実行計画でありますが、そ

れが決めたから、一生町はそのままということではなくて、時代に沿った計画になっていくよ

うに今後も見直しを協議会、新たにつくる地域協議会の皆さんのご意見をいただきながら、常

に見直しをしながらやっていきたいと、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） 
 ８番、永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 本来は本年度の事業だったと思いますけれども、今の町長のお話で来年度へ継続していくと。

さらにしっかりした計画をつくっていくために、もっとおおぜいの人たちの声も聞きながら、

組織をしっかりして来年度に継続するという、そう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） 

 上位計画との整合を図る中で進めてきたんですが、より実行性のある計画をするために皆さ

んの意見を聞いたり、パブリックコメントをやったりということをやってきたんですが、その

中で住民アンケートとその集計に不測の日数を要しましたので、今年度中には作成の見込みが

ありませんので、本定例会に繰越明許費として設定をさせていただいておりますので、明年度

にかけながらやっていくということです。よろしくお願いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ８番、永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 そういった町の意気込みをぜひお聞きしたくて、今回この質問をいたしました。三者が一体

になって環境整備に向けて推進できればと思っております。 
 次に空き家バンク制度について、お伺いします。 
 空き家の情報を欲している都会の方は近年、非常に多いと思います。今、町内で家を貸して

もよいという家主さん、あるいは富士川町に住みたいと、家を探している町外者がどのくらい

いるか把握されているでしょうか、お伺いします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 商工観光課長、矢崎仁君。 
〇商工観光課長（矢崎仁君） 

 それでは永井議員さんの空き家バンク制度、数を把握しているかというお答えでございます

けども、空き家バンク事業の目的は町内にある空き家を有効利用することにより、町民と福祉

住民との交流の拡大および定住促進による地域の活性化を目指すものであると思います。 
 本町におきましては空き家バンク制度は導入をしておりませんが、過日の東日本大震災の際

に区長会を通しまして、町内の貸しても、売ってもよい空き家を調査いたしました。そうしま

したところ、貸してもよい家が３軒、それで売ってもよい家はそのときにはございませんでし
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た。また、この情報を被災地のほうにすぐさま発信をいたしまして、１軒、３名の方が福島県

から長沢地区にちょうど１カ月ですね、避難をされたということで、残念ながらこれ以外、現

在、富士川町に住みたい、家を探している人の数というのは現在、把握しておりません。 
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） 

 どこもそうなんですけれども、田舎に移り住みたいという方たちは非常に年々増えていると

いう傾向があると聞いております。その中で、今のところ、今、お話がありまして、今回、調

査をしたということですけども、都会の方が田舎に住みたいというとき、情報をどこから手に

するかといったら、一番最初はやっぱりインターネットではないかなというふうに思うわけで

すけども、本町では今のところ、個人的なつながりとか、あるいはその自主的に一生懸命、動

いている地域がありますね。人口、受け入れるための、動いている、一生懸命働きかけをして

いる地域もあるわけでして、そういうところに任せているんではないかなというきらいがある

わけですけども、もっと町の姿勢として、町長は人口増加ということをおっしゃっているわけ

ですから、もっと町の姿勢を示す必要があるのではないかと思いますけどもいかがでしょうか。 
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） 

 議員さんの言われる人口増加、この部分の空き家対策というようなことも分かるんですけど

も、先ほど私が言いましたように、やはり空き家バンクの本来の狙いといいますか、目的とい

うのは空き家というものを負の遺産と考えずに地域の財産というふうに捉えたときに、先ほど

言いました地域住民との交流の拡大、それから定住の促進をしていただいて、地域の活性化に

つなげていく、それが結果的には人口の増加というような形にもつながっていくんだろうと思

います。ですから、人口の増ということだけに絞って、やはり活用していくという意味ではな

いだろうなと思います。 
 ただ、先ほどの話の中にも個人がおそらく情報を集めるとすればインターネット、今、こう

いう時代ですから、当然インターネットでもあれでしょうけども、町のほうにも発信はしてい

ませんけども、特に山間地域ですね。通常、田舎暮らしというと、やはり山間地域というよう

な部分の想定がされると思うんですけども、そういう部分を、なんかうまい物件はないですか

という問い合わせが年に２、３件はございます。そういうふうなときには、またそれなりの対

応をうちのほうでも現在しておりますけども、現在そんなところでございます。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 人口増加策、当然この町でも喫緊の課題だと思っております。空き家を利用するのも非常に

１つの方策だと思っております。先ほど、課長が言いましたように東日本大震災のときに真っ

先にその空き家情報を調べて、そして貸してくれる人、売ってくれる人を調査いたしました。

３件しかなかったという中であります。 
 また常日ごろ、区長さん方にもそういった空き家を提供してくださいと、探してくださいと

いう話はしているんですが、なかなか平林地区においても小室地区、穂積地区においても、十
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谷地区においてもないというのが現状であります。私も甲州市のときに山梨市と一緒になりま

して、空き家バンクをつくりました。宅建協会にもご協力をいただきながらやったんですが、

その管理をしていくには常時、昨日売れたものをまだ出しているわけではありませんから、常

時、人が１人必要になります。そこまで行政がやらなければならないかなというあれもありま

すし、そしてまたこの町内にも不動産業者等々もたくさんおります。そういう人たちも当然、

そういう業務をやっているわけでありますから、その人たちと、まさにいかにどういう連携が

できるかということであります。過日、小室地区で１人、家を売りました。自分の家は売った

んですが、この富士川町に住みたいということで、再三探したんですが、ありませんでした。

結局、南アルプス市へ転出するということになりましたけど、うちの町の状況は今、そんな状

況であります。当然、空いている家はあるんですが、その人たちがこの青柳地区、あるいは天

神中条地区に住んでいる、５分で実家に帰れるもんですから、お墓がある、また田んぼもある

ということで、いつでも帰れる状態にしておかなければ困る。貸すのも困る、売るのも困る。

そういう状況の中で、大変難しい地域ではないかと思っています。 
 全国でも何カ所かそういう事業をやっているところもありますけども、もう少し、町の中の

状況を見ながら、これは中山間だけではなくて、当然、青柳の中にも空いている家はたくさん

あります。来てみてもらうと、道路が狭くて業者が入れない。これでは困ると言って帰ってい

く人、そういう人たちは何件かあります。ただ、まだまだ貸せる状態になっていないというの

が現状ではないかなと思っておりますが、今のところ、人口増加策もありますけども、私の言っ

ている人口の増加策、５００人アップをやるには医療も子育ても福祉も教育も、そして日常生

活品もこの地域で買える、そういう基盤整備が整った町になって、はじめてそういったアップ

の施策が整うということになります。そのうちの１つだとは思っておりますけども、これをメ

インに人が来てくれるということはないと思っておりますので、今後いろんなものを抱き合わ

せながら、人口増加策をやっていきたいなと思っております。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ８番、永井寛子さん。 
 寛子さん、２番の人口策に入っていますから、まとめてください。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 先ほどから２番のほうのあれになっていますので、承知しております。 
 今、空き家バンクというお話がありまして、昨年１２月定例会で齊藤正行議員からＰＲが下

手ではないかというふうな一般質問がありましたけども、私もそんなふうなことを思っており

まして、でも町長のおっしゃる、現実は非常に難しいんだというのをよく私も聞いております

し、よく分かっています。そういう中で、でも、例えばテレビなんかでは身延町で空き家探検

ツアーみたいな、そんなツアーを設けて都会からおおぜい来たりとかという話も聞いています

し、現実、難しい中でどうしても富士川町がいいという人もいるんですね。どうしても富士川

町に住みたいという方がいらっしゃるんですね。この人口増だけではなくて、この富士川町が

好きで、ここに来たいという方は、人口増加策だけではなくて、おそらく地域活性化に大きな

力になってくれる人たちなんですね。よく地域づくりにはよそ者、ばか者、若者、この３つが

必要なんだという話をよく聞きますけれども、よそ者の存在というのが地域活性化に大きく役

に立っていただいているということがあります。現在、今、実は若いご夫婦がどうしても富士
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川町が大好きで、どうしても富士川町に住みたいと。家が見つかるまで頑張って待ちますとい

う方がいらっしゃるんですね。私はこの方がよその町に行ってもらっては困るので、では見つ

かるまで家に同居してくださいということで、住んでもらうことになっているんですけども、

ぜひとも、難しいことは分かります。現実は分かりますけども、地域の中でさらに理解者を深

める努力を町でぜひやっていただきたい。そしてインターネットで、富士川町というのはこん

なに住むのにいいところなんだよということを、ぜひアピールして地域活性化の大きな担い手

を増やしていっていただきたいという願いを込めて、質問を終わります。 
〇議長（望月邦彦君） 

 以上で通告３番、８番、永井寛子さんの一般質問を終わります。 
 ここで暫時休憩します。 

休憩 午前１１時１５分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午前１１時２５分 
〇議長（望月邦彦君） 

 休憩を解いて、再開します。 
 続いて通告４番、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） 
 それでは通告に従いまして、質問をしていきたいと思います。 
 町長は新しい富士川町誕生になって、初代町長としてこの２年間、大変ご苦労されてきただ

ろうと思います。約半道中を過ぎた今日の現在において、町長は今回、２４年度予算を編成さ

れ、そして新しい組織体制もつくりながら、最後の新町建設、最後の残り２年間取り組んでい

くという決意を持って、今、望んでいるだろうと思います。 
 そこで、この新しい富士川町になってご苦労は多々あっただろうと思いますけども、町長が

当選するにあたって、掲げてこられた２つの重点政策、そして６つの主要政策。さらには各地

域、あるいは懇談会等でそれらの具体的内容についてもふれられ、施策を進めてこられました。

この２年間、それらの公約がどこまで実現できたのか、その点について町長自身の反省も含め、

評価というものをいただきたいと思います。反省があればですね。すみません。失礼しました。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 齊藤欽也議員の、公約の実現とその評価についてのご質問にお答えいたします。 
 私も富士川町長に就任して早２年が経とうとしております。公約では暮らしと自然が輝く交

流のまち富士川町をつくり、峡南の中心としたまちづくりに取り組むことといたしまして、富

士川町の目指すべき未来のための重点施策として２つ、主要施策として６つの柱を掲げてまい

りました。主要施策の１つは富士川町の風土をつくり、町民の一体感の醸成を図ること。２つ

目は峡南北部の地域医療の確保。中部横断自動車道やリニアを活用した地域振興策など、広域

的な課題を解決するため、近隣自治体と合併を視野に連携した取り組みを進めることとしてお

ります。一体感の醸成につきましては、町民の皆さまのご理解・ご協力により、旧町の垣根を

超えた富士川町としての一体感が生まれているものと確信をしております。 
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 また近隣自治体等の連携につきましては、市川三郷町と地域医療の確保や中部横断自動車道

の開通に向けての鹿島、落合間の道路整備におきましても、連携をとりながら取り組んでいる

ところであります。またリニアにつきましても中央市、南アルプス市と活性化対策協議会を設

置し、連携する中で環境問題や産業の活性化などに対応することとしております。さらに南ア

ルプス市とは櫛形山を活用した新たな観光ルートについても、共同開発を進めているところで

あります。しかし、合併につきましては政権交代による合併特例法の廃止や合併に対する機運

も全国的にトーンダウンするなど、社会醸成も大きく変わってきておることも承知しておりま

す。また６つ掲げた主要施策のうちの１つ目のみんなで考え、一緒に築くまちづくりでは、新

町総合福祉計画や教育振興基本計画などの策定にあたっても、ワークショップを取り入れると

ともに、住民による行政評価、各区で作成していただいた災害対応マニュアルなど、町民と一

緒に考えるまちづくりを進めてまいっているところであります。 
 ２つ目の豊かな人材と文化を育むまちづくりでは、将来を担う子どもたちのために教育振興

費を充実するとともに各学校、保育所等の施設整備とともに全施設にエアコンを整備するなど、

保育・教育環境の整備に努めております。 
 なお、利根川テニスコートの整備や町内の文化財をまとめた冊子の発行、国民文化祭におけ

る山車巡行など、歴史や伝統文化の継承にも取り組んでおります。 
 ３つ目のすこやかで笑顔があふれるまちづくりでは、医療費の窓口無料化を中学校３年生以

下まで拡大するとともに、６５歳以上の高齢者や障害者の町営バスの無料化、また各種ワクチ

ン等の接種に対する補助制度の創設をはじめ、子どもたちの医療費の窓口の無料化の実施など、

医療、福祉の充実を図ったところであります。 
 ４つ目の活力を生み出す都市基盤が整ったまちづくりでは、デマンドバスと町営バスによる

総合的な交通ネットワークを進めるとともに、東部開発、町内の道路、河川、下水などの都市

基盤の整備を進めております。また平林、穂積地区への光ケーブルによる情報通信網も整備し

たところであります。 
 ５つ目の力強い産業と魅力に溢れたまちづくりでは、農林業や商店につきましては担い手不

足による問題があるものの、それぞれが企業とも連携をする中で朝市や各種イベントにもご参

加をいただく中、観光と物産は連携した動きが出てきております。また青柳東部地区への大型

商業施設の出店も近々結論が出せるところまで進行してきております。 
 最後に安心・安全で生活の質が高いまちづくりでは、東日本大震災の教訓をふまえ、富士川

町の地域防災計画の見直しや衛星携帯電話や無線機の配備や消防資機材の整備など、防災体制

の充実を努めているところであります。また中山間地には、災害用へリポートの整備を進める

とともに、リサイクルステーションを活用した資源循環型社会の実現にも取り組んでいるとこ

ろであります。 
 私は就任時にスピード感を持って、４年で８年分の仕事をしますとも約束をいたしましたが、

この２年間、公約は着実に実行されてきるものと考えております。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ６番、齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 大変ありがとうございます。 
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 ４年間で８年分と。たしかにいろんなことを町長、努力してやられてこられただろうと思い

ます。そこで今のことからして、残り２年という点をふまえて、現段階の達成度というのは、

町長自身、例えばどのくらいなんでしょうか。６０なのか７０なのか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 ４年で１００％、そのうち２年間を考えれば２年分とすれば、過半数以上はいっているんで

はないかと思っております。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ６番、齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 この間、私も町長に一般質問で、いろんな指摘をさせていただきました。先ほどの学校の施

設整備や、あるいは光通信の話、あるいは医療問題等々については、かなりそれなりに頑張っ

てこられたと。ただ、２つの町の一体感の醸成というのは正直、私はまだまだなのかなと。こ

れはまた、このあとの質問の中で少しふれさせていただきますけども、と思っています。ここ

はもうちょっと、私自身も含めて、一緒になって考えていかなければいけない問題なのかなと。

それはそれぞれ旧町の行政のあり方があり、町政の進め方の考え方がやっぱり多少違ったとこ

ろがあるんだろうと思いますので、そのへんがまだちょっと気がかりかなというふうに思って

います。 
 ところで、いわゆる１つ目の大きく言えば行政改革という部分についてお尋ねしたいんです

けれども、事業仕分けも行いました。そして職員の適正化計画も先ごろ発表されましたし、ま

た聞くところによると人事評価制度もかなり進展し、いよいよ成熟期を迎えると。あるいは、

この２年ぐらいをかければ、なんとか１つの形として成り立つと。一定のところまで踏み込ん

できたというお話を伺っていますけども、その点について町長はどのようにお考えなのか、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） 

 私の基本はみんなで考え、一緒に築くまちづくりというのが基本でありますので、事務事業

評価におきましても、民間の皆さんからなる事業評価委員さんに町のほうで提案したものにつ

いて評価をしていただいて、それを参考にしながら、また事業の継続性等も考えながら、今、

進めているところであります。 
 また人事の適正化につきましても、過日、発表した適正計画は平成２３年４月の段階のもの

であります。今回、また財政シミュレーションもやっておりますので、そういう中で、この適

正化計画もたぶん前倒しをせざるを得ない状況になってくるとは思いますけども、そういう中

で決めたからそれをそのままやるということではなくて、常に見直しをしながら進めていきた

いと思っています。人事評価制度もなかなか試行の段階から、その上に進めないわけでありま

すけども、当然、この人事評価制度は職員の意識の向上を図る上でも、そしてまた適正な人事

をする上でも、そしてまた適正な給与体系を維持する上でも必要なものでありますので、すぐ、
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またこれを全面実施に移していければと考えております。 
 今、言ったこれ以外に当然、私が公約をしたもの以外にも新たな行政ニーズというものが出

てきておりますので、そういうものも先送りすることなく対応していきたい。こんなふうな姿

勢で、今後も取り組んでいくつもりでおります。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ６番、齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 学校教育ということで、先ほどエアコン設置あるいは教育環境の整備、保育所、小中学校を

含めてですね、着実に少ない予算の中でやられてきているということは、非常にありがたいな

と思っております。ただ私、あまり町長からのご意見は聞いていないんですけども、子どもの

教育の充実ということで、今、教育委員会のほうではいわゆる強い子を育てていこうというこ

とで、そして教育内容も充実させるということで、ある程度の規模での教育ということが必要

だろうということで今、検討されているようなお話も伺っていますけれども、その点について

は、町長自身のお考えを一度だけお伺いしたいなと思っていますけども、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） 

 教育問題につきましては、やはり今の制度上でいけば、町長部局から離れた独立した教育委

員会というものがありますので、大阪の橋下さんとか甲斐市の保坂さんとか、そういったもの

と私は若干、違いまして、やはり私は町長部局のほうをしっかりして、そして教育の部分につ

いては教育委員長、教育長を中心に教育委員会の合議制の中でしていただければありがたいな

と思っております。 
 ただ、人事にしても予算にしても、私のほうの部局ですべてしております。そういう中で全

然関係がないということはなくて、町の方針としても教育委員会へしっかり伝えながら、教育

行政を推進していただいております。 
 ただ、各論に入る教育のことについては、教育委員会でやっていただいているというところ

でありますが、今ご質問のありました教育の学校の適正化といいますか、適正配置といいます

か、そういうものが今、県のほうでも義務教育小中学校の望ましい学校の姿というのを出して

おります。当然、県から教員をいただいております富士川町ですから、県の方針にも沿いなが

らやっていかなければならない。教育委員会のほうには地域の意見を十分聞きながら、学校の

子どもたちの将来にとって望ましい学校というものを今、考えていただく準備をしていただい

ておりますので、これも教育委員会とは連携をとりながら、その配置が出てくるんではないか

なと考えております。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ６番、齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 先ほど５つ目の主要施策に関連するんですけども、いわゆる朝市を着実にやっていると、私

は評価しています。意外と他のところでは結局廃れて、そのまま途中でやめるといったような
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中で苦労されて、なんとか維持しながら、春になればまたもうちょっと規模も大きくなってく

れるのかなという期待を込めて見守っておりますけれども、そしてまたショッピングセンター

の話もかなり進展してきているというお話も伺っております。 
 一方で、いわゆる農地をそういった用地転向して、そういった施設建設に今、転用している

わけですけども、他方で農業支援ということからすれば、当然、農地の確保が大事になってく

るだろうと。これはうちの町が、いわゆる町の施策として隣の南アルプス市のように、果樹等

を中心にした農業特区みたいなものを建設するという考え方に沿えば、いわゆる農振除外の仕

方についてもかなり慎重にならなくてはいけないんではないかなと思うんですけども、そう

いったことについては、町長どのようにお考えでしょうか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 先ほどの評価の中でも農林業、商店、こういう人たちの後継者不足というのが問題あるもの

というお話を、答弁をさせていただきましたが、先ほど農林振興課長のほうからも話がありま

したように、耕作放棄地をいくら町のほうで借り上げて、新規就農者に提供しても、後継者不

足という点で、また２、３年経つと荒廃してしまうというところで、やはり一番問題は後継者

の問題だと思います。これは今、世界的には人口も増えておりますし、日本は人口が減ってい

るわけですが、人口が増えています。化石燃料の問題もありますし、水という問題もあります。

これから人口が世界的に増えていけば、たぶん農産物ももっと値段が上がってくるんではない

かなと。ＴＰＰの問題もありますけども、値段が上がってくるんではないかなと。そういう中

で、長期的に考えれば日本の農業も、これから新しい農業形態としてやっていける場面も出て

くると思います。 
 ただ、私どものほうは地域で農業をやっている人がいるから、そこで水田をつくっている人

がいるから水路をつくる。中山間地で高齢化してくれば、そこに軽トラが入れるような農道を

つくっていく。その基盤整備をするのが役場の仕事でありまして、役場のほうで地域がそういっ

た要望があれば、そこは農業振興地域に指定をして、農振除外ができないような地域指定もし

ながら、バランスのいいまちづくりをしていきたい。 
 今後もそういった農業主体の人たちが出てくれば、そこの地域はそれなりに網をかぶせなが

ら、守っていかなければならないと、こんなふうに考えております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ６番、齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 ２つ目の残された課題と、その取り組みについてということですけども、とりわけ３．１１、

今日、私たち黙祷をさせていただきましたけども、あれ以降、社会の状況というのはだいぶ変

わりましたし、行政のあり方、町のあり方等々、価値観が私も大きく変わってまいりました。

そういったこともふまえれば、当然いくつか新しい町長なりの課題なり考え方というのがあっ

て然るべきだろうと思いますので、その点をお伺いしたいなと。今後の残された課題というこ

とについてのお考え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。 
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〇町長（志村学君） 
 今後の課題と、その取り組みについてとのご質問にお答えをいたします。 
 今後、取り組まなければならない課題は山積をしております。そういう中でまず取り組まな

ければならないものとして、医療の再生問題があります。医師不足から崩壊状態にありますこ

の峡南北部地域の医療問題につきましては、医療再生計画をふまえ、現在、新病院設置協議会

が設置され協議が進んでおりますが、早急に方向性を出していただいて、その姿によっては新

たな対応を考えていかなければならないと、こんなふうに考えております。 
 また首都圏直下型、東海、東南海、南海の地震も想定されております。そういう中で３連動

地震を想定した災害対策の強化をしていかなければならないと思っております。これまで消防

の資機材の整備とか、情報通信手段の整備は進めてまいりました。また保育所、小中学校など

子どもたちが利用する施設を優先的に耐震化を進めてまいりましたが、東日本大震災の教訓を

ふまえまして、住民が避難可能となる町民会館の整備、また防災の拠点となる役場庁舎の整備

なども検討していかなければならないものと考えております。さらに台風などによりまして富

士川の水位が上昇したときに備え、長沢川、青柳の東川などの排水機の整備も必要と考えてお

ります。 
 また、明年の秋ごろにはおおむねルートが判明いたしますリニア中央新幹線についても、今

後、用地買収また沿線の騒音、日照権、電波などの問題への対応とか、沿線地域が分断されな

いように、その建設用地を活用した駅へのアクセスの問題など、こんな対応が必要になってく

るものと思っております。 
 また先ほど来、出ております農業、林業、商店街の活性化も大きな問題であると捉えており

ます。いずれも担い手となる後継者不足が深刻な問題となっておりますが、この問題に限って

は行政の力だけではどうにもなるものではないと考えております。町といたしましても政策基

盤や都市基盤の整備とともに、販路の開拓とか賑わいのまちづくりを進めてまいりますが、そ

れぞれの業種の方々にも農協、商工会などの関係団体や地元企業との連携をしていただきなが

ら活性化を図る中で後継者の育成確保に努めていただきたい、こんなことに期待しているとこ

ろであります。 
 また、町民の健康づくりとともに世代間の交流や新たなコミュニティづくりも必要かと考え

ております。このため、富士川親水公園と富士橋の水辺プラザには着手をいたしましたが、そ

の中間の富士川水辺空間を活用したスポーツや健康づくりに利用できるような施設を考えてま

いりたいと思っております。現在、国土交通省と最終調整をしておりますが、関係者とも協議

をする中で、本年度中には活用構想をつくり上げ、そして国の川町支援事業というのがありま

すので、それも採択に向け要望していく予定であります。 
 このほか道の駅、シビックコア整備など課題は山積しているわけでありますが、超少子高齢

化時代を迎え、また地方分権が進展する中で、これまでのモデルのない時代に突入したんでは

ないかなと思っておりますが、公約の実現に向けてもまた沸き起こる新たな町民ニーズもみん

なで考え一緒に気づくまちづくりといった地域力を育成する中で、問題を先送りすることなく

対応していきたいなと、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） 
 ６番、齊藤欽也君。 
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〇６番議員（齊藤欽也君） 
 ありがとうございました。今の町長の中で、モデルのない時代というのが非常に印象的な言

葉として残りました。 
 先ほど庁舎の話、町民会館の話が出ました。私も、たぶん町長も、あるいは多くの議員さん

もそうだったかもしれません。行政よりもまず子ども、お年寄りの安全を確保しようというこ

とで、どうしても庁舎や町民会館の耐震が、とりわけ庁舎の耐震化があとまわしになっていた。

この思いがこの３．１１を契機に、私は非常に強くなりました。やはり災害がくる、あるいは

きて大きな被害を受ける。これを前提としたときに、その復興を誰がするんだというときに、

なんといっても庁舎というのは必要なんだなというのを強く感じました。 
 お伺いしたいんですけども、今、実施計画を策定されていますけども、この庁舎、町民会館、

これについてはどのように盛り込むのか、基本的な考え方があればお願いしたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 今回、総合計画の中にこれから実施計画を発表してまいりますが、これに併せた財政シミュ

レーションもしております。前期計画でできるもの、後期計画でできるもの、そのまたあとで

計画をするもの、いろいろ分けてはあります。これは財政の見通しの中で、そういった仕分け

をさせていただいておりますが、この計画も先ほど来言っているように、決めたから、それが、

ガチガチではなくて、毎年見直しながら、ローリングをしながらやっていくものですので、項

目としては、今言ったような項目はすべて記載をさせていただいております。ただ前期計画、

後期計画でできるという計画には、なっていないということを申し添えておきます。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ６番、齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 ありがとうございました。私も町長の残された課題ということに対して、これからも協力を

しながら、できるだけ町民のために実現していきたいなと思います。 
 それでは２つ目、デマンドバス利用料改定についてということで質問したいと思います。 
 先の１２月議会において、齊藤議員の質問に対する答弁の中で、７月から高齢者で障害者の

利用料を１００円とするという発言がありました。実はそのときになってはじめて、ちょっと

待てよという思いが私はしました。それはどういうことかというと受益者負担の原則という考

え方が果たして今の、このデマンドバス利用料の改定の中で貫かれているのかどうかなという

ことを感じたわけです。 
 そこで質問するわけですけども、昨年あるいはおととしからですね、今度の７月にデマンド

バスを本格運行すると。デマンドバス自体は２１年度のたしか７月から、当初予算に予算は組

んで、今、オペレーターの賃金があって、それと実際の運行は、検討もあったんでしょうから、

７月からになりました。そのあと、ずっと運行されまして、ちょうど議会が新しい町になると

いうことで、私たちも議員を失職した関係で検証作業というものに関わることがなく、新しい

町になって、今ここで改めてデマンドバスの本格運行に向けて利用の改定がされたと。 
 その理由というのは、いわゆる町営バスというか、十谷からまほらの湯までの町営バス、こ

れまでは走行区間に応じて料金をいただくと。２００円から、たしか５００円だったと思いま
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すけども、それを昨年、一律２００円としたと。増穂町時代にデマンドバスの料金を３００円

にした理由というのは、平林等から来ている町営バスが２００円なので、町長がよくおっしゃっ

ていったドア・ツー・ドア、自宅まで行くんだから、やっぱりそこは１００円上乗せだよと。

お願いしますよということで最初、出発しました。町営バスが昨年、いろんな陳情もあったん

だと思います。いろんなことの中でコミュニティバスが２００円なんだから、ここも一律とい

う扱いにして、もっと利用しやすくさせようということ。以前はたしか町営バスは７０歳以上

が無料というシステム、旧鰍沢町時代はそういうシステムですね。増穂町時代は町営バスはお

年寄り、無料ではなくて一律２００円。だから増穂の町営バスがなくなったので、鰍沢の７０歳

以上無料という、これから考えて、結局６５歳へ今度は引き下げたということですよね。それ

があるから、これを軸に考えれば、これはデマンドバスもちょっと考え直さなければいけない

ということで、１００円という結論に至ったんだろうと思います。 
 私は今回、体育施設の使用料改正案、私がかねてから何回もお願いし、旧町時代、同じ施設

の、片方は、鰍沢地区は無料で増穂地区は有料だよと。これはまずいではないかと。そして使

う者が負担するのは当たり前なんだから、そのへんで調整してくださいということで、今度、

増穂に合わせるような形で改定がされました。これはあって然るべきだと思っています。 
 そういう、一方では私、そういう考えでありながら、実は無料にするときにあまり疑問を持

たなかったんですよ、正直。６５歳以上無料だよと言われたときに、今お年寄りも大変なんだ

し、税金も上がっているので、年金世帯は大変だろうという考えでいたんですけども、今回

１００円と出されたときに、改めて待てよと。ちょっと待てよ、６５歳をところでなぜ無料に

してしまったんだろうなと。生活保護を受けている人ならいいんだろうけども、今年介護保険、

国民健康保険、町県民税もかなり上がりますよね。そういう中でうちの町で、６５歳以上は無

料だよという発想をしたことは、当時は仕方がなかったのかなと思いますけど、今、反省もし

つつ話をしているわけですけども、だけども、ここで１００円にしてしまうという考え方になっ

てしまうと、では今後その考え方でいってしまうと、この受益者負担というのがなし崩し的に

なっていっては困るなという強い懸念を持って、改めてその１点をお伺いしたいということで

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） 

 町が運行するバス料金、運行時間等につきましては、地域公共交通活性化協議会というのが

しておりますので、今回のデマンドバスもそちらが動かしているということでありますが、当

然、私が会長ですので、そこに町の考え方をお示ししながら、陸運事務所、警察、いろんな方

の意見を聞きながら、最終的には決めていくところでありますが、町営バスの運賃につきまし

ては、６５歳以上の高齢者、障害者および中学生以下は無料となっています。他の利用者は一

律２００円でありますけども、一方デマンドバスは中学生以下は無料となっております。他の

利用者は１乗車一律で３００円、現在取っています。 
 デマンドバスの料金につきましては、この７月からの本格運行に合わせまして、中学生以下

は現行どおり無料でありますが、バス停を利用する時間帯においては、町営バスと同様に６５歳

以上の人、高齢者および障害者につきましては無料として、他の利用者は２００円としてまい

りたいと思っております。 
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 なお、デマンド運行時は先ほど来お話しされましたドア・ツー・ドアであることから、６５歳

以上の高齢者、障害者にも一律１００円の負担をお願いして、他の利用者につきましては、こ

れまでどおりの１業者３００円でしてまいりたいと考えております。これは町営バス、コミュ

ニティバスと同様にバス停を利用する利用者の負担の均衡を図るということと同時に、受益者

負担の原則ということは承知をしておりますけども、高齢者、障害者の負担軽減を図って、福

祉の増進を目指していきたいということから実施するものであります。 
 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、私の質問の中で言ってしまっているんですけど、６５歳無料というのが福祉増進なのか

どうかということについて、私は少し疑問があるなと思っているんですけども、その点どうで

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） 

 バスが使えないところの人もおります。それによって病院へ行くのも、行きたくても行けな

かった人もおられます。それと、そういった予防策も早めにとっていただきたいというところ

もありますし、実際にこれを活用している人たちの状況も把握しておりますけども、やはり病

院、医院が１番。次にショッピング。あるいは理容所、美容院へ行くのが３番目ぐらいに入っ

てきます。そして、このお年寄りの皆さんもこのバスが自由に使えるということで、町のほう

に出かけていただいて、町の活性化にも、また賑わいにも一躍かっていただきたい。 
 これからの、先ほど私が前例のない時代に入ってきたという話もさせていただきましたけど、

これからのまちづくりは高齢者によるまちづくりというのも必要になってくると思っておりま

す。そういう中では、やはり家に閉じこもっているんではなくて、これは病院だけに行く車で

はありません。なんでも使えるものですから、いろんな買い物にも行っていただいたり、そし

てみんなとコミュニケーションをとっていただける、そんな中で福祉の増進にもつながるし、

まちづくりにもつながる、幅広い年齢の福祉増進と考えていただければありがたいなと思って

おります。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ６番、齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 これは財政的な負担、金額的な問題はそんなに正直、無料にしたからどうのこうのという問

題ではない。財政的なもので言えば。ただ、考え方ということ。この間も中央市のコミュニティ

の話がのっていまして、補助金がなくなったので１００円上げると。免許を返した方たちには

無料というか配布して、その足は確保してあげようという。これはそれぞれの町、たぶん姿勢、

考え方があるんだろうと思います。ですから、こういったことについて、町としての考え方と

いうのを今一度、私はしっかりしたものをつくっていただきたいし、受益者負担という原則と

いうのは、やはりなんらかのところを折衷しながら行っていってもらいたいということを最後

にお願いしておきたいと思います。 
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〇議長（望月邦彦君） 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 今回、こうして６５歳以上の皆さん、あるいは障害のある方を無料にするというのは、免許

証を返納した方も、以前、秋山議員さんのほうからそういう質問もありました。それでも対応

できるように６５歳以上、あるいは障害のある方は無料とするということであります。そして

また、こうして皆さんに利用していただくことが、この町のいろんな意味での活性化にもつな

がってくるんではないかなと思っております。 
 いずれにしても、これを無料にしていく、すべてが無料ではなくて、そこにはメリハリをつ

けながらしていく。そして中央市は補助金がなくなったからでありますが、これも補助金はい

ただいてはおりますけども、これは町の姿勢として運行していきたい。他の路線について、不

要な路線がありますので、そこについては今後、外していく路線も出てくる、甲府へ行くのが

今、３路線使って動かしていますが、果たして３路線が必要なのかということも考えながらで

すね、不要な路線は外しながら町内の皆さんが利用しやすい地域公共交通体系を構築していき

たい、こんなふうに思っています。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ６番、齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 これで、私の一般質問は終わります。ありがとうございました。 
〇議長（望月邦彦君） 

 以上で通告４番、６番、齊藤欽也君の一般質問を終わります。 
 一般質問の途中ですが、ここでしばらく休憩します。 
 再開は午後１時です。 

休憩 午後１２時０１分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午後 １時００分 
〇議長（望月邦彦君） 

 休憩を解いて、再開いたします。 
 引き続いて、一般質問を行います。 
 続いて通告５番、７番、井上光三君の一般質問を行います。 
 ７番、井上光三君。 

〇７番議員（井上光三君） 
 それでは早速ですが、質問をさせていただきます。 
 私からは大きく２点、少し項目が多くなりましたので簡潔な答弁をお願いいたします。また、

私のほうもちょっと早口になりますけども、聞き苦しい点はご勘弁をいただきたいと思います。 
 まず１点目、行政改革の推進につきまして、厳しい財政状況の中、行政組織の効率化ととも

に質の高い行政サービスが求められており、徹底した行財政改革の推進が必要であると考えま

す。先に策定されました富士川町総合計画でも行財政改革の推進が示されており、現在、実施

計画の策定が進められているところでありますが、次の８点についてお伺いします。 
 まず１番、行財政改革プランの策定は目標数値として中間地となる平成２５年度に前期計画、
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目標値となる平成２９年度に後期計画とありますが、現在の取り組み状況をお伺いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 企画課長、齋藤和彦君。 
〇企画課長（齋藤和彦君） 

 それでは井上議員の行政改革プランの現在の取り組み状況についてという、ご質問にお答え

をいたします。 
 総合計画における行財政改革プランの目標数値は、平成２５年度から５年間の前期計画を執

行し、さらに２９年度にはその先、５年間のプランを策定することとしております。現在は行

財政改革の一環として、事務事業や補助金の見直しを実施しておりますが、行財政改革プラン

の策定には至っておらないという状況であります。平成２４年度、明年度には事務事業や補助

金の見直しに加え、全般にわたる行財政改革の取り組みを強化することとし、専任の担当を配

置して、行財政プランの策定に着手する予定でおります。 
 以上でございます。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ７番、井上光三君。 

〇７番議員（井上光三君） 
 今の答弁でいきますと、中間地は２５年から２９年度までの５年間ということですけども、

総合計画は２２年から２９年度まででやっていますよね。私は、これは中間地は２２年度から

２５年度までという解釈でいたんですが、そうではなくて、２５年度から２９年度までが中間

地で、２９年度以降が後期計画ということになると、総合計画とは多少食い違ってくるような

感じがしますけども、いかがでしょうか。 
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） 

 総合計画は前期、後期とそういう計画でありますけども、総合計画の中の行財政改革プラン

の策定ということで、要するにプランの策定は２５から２９年までの５年間のひと括り。その

先の５年間をひと括りという捉え方で、２４年度にはこのプランをつくっていきたいという予

定でおります。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ７番、井上光三君。 
〇７番議員（井上光三君） 

 ぜひ、重要なところですから、ここはしっかりしたプランをつくっていただきたいというふ

うに思っております。 
 時間があれですので、次に移ります。２番ですね。本町には行政改革推進委員会条例が制定

されていますけども、現在、委員会が設置されていない状況であります。委員会はいつ設置し、

何を審議するのかお伺いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 企画課長、齋藤和彦君。 
〇企画課長（齋藤和彦君） 

 ただいまのご質問でございます。 
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 富士川町行政改革推進委員会は、社会経済情勢の変化に対応した簡素で効率的な町政の実現

を推進するために設置するものでありまして、町長の諮問に応じて行政改革の推進に関する重

要事項を調査・審議することが任務となっております。 
 このため、現在では諮問を行っていないために設置をしていない状況であります。平成２４年

度には行財政改革プランの策定に着手することとしておりますので、行政改革の推進に関する

事項を諮問するため、委員を任命して委員会を設置したいと考えております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ７番、井上光三君。 
〇７番議員（井上光三君） 

 町長の諮問に応じてということですけども、これは町長の諮問がなければできないのか。今

の答弁の中に、今度新たに行政改革プランの策定を２４年度から始めるので、このプランの策

定も関わるということでよろしいんですね。もう一度、確認しますけども。 
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） 

 プランの策定に関わって、必要であれば諮問をしていくと。こういうことで、委員さんにも

関わっていただきたいと考えております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ７番、井上光三君。 
〇７番議員（井上光三君） 

 できるだけ早く設置をして、この行政改革プラン、すでに総合計画は進んでいるわけですか

ら、このへんがまだ進んでいないという状況にありますので、ぜひしっかりとしたものをつくっ

て進めていただきたいというふうに思います。 
 次に３番にいきます。 
 事業評価の実施は、町単独事業の目標値として平成２２年に１０事業、平成２５年度には

３０事業、平成２９年度には７０事業とあります。これまで実施されたのは、平成２２年度は

１０事業でありましたが、平成２３年度は７事業と減少しています。実施された事務事業の拾

い出し方法について、お伺いをいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 企画課長、齋藤和彦君。 
〇企画課長（齋藤和彦君） 

 総合計画における事務事業評価の目標数値は、１年間におおむね１０事業程度の評価を実施

したいというふうに目標を持っております。平成２９年度には合計で７０事業の評価を目標と

しております。平成２３年度は１２月の時点で、町単独事業７事業に加えて、補助金の見直し

も着手をして、２月に２８項目の補助金を住民評価委員会へ提出し、評価をいただいたところ

であります。事務事業の拾い出しは、各担当すべての単独事業を拾い出して、事業ごとにＰＤ

ＣＡサイクル、いわゆるプラン 計画、ドゥ 実施、チェック 評価、アクション 改善とこ

の４つのサイクルに基づいた評価を実施しております。そのうち特に見直しが必要な事業を拾

い出して、各課で職員が相互に検討して、課としての一次評価を行っております。さらに役場

内の課長で構成します評価検討会議で、各課の評価結果に対する二次評価を行い、最終的には

 ６５



住民評価委員会へ提出をして事業を決定しているところでございます。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ７番、井上光三君。 
〇７番議員（井上光三君） 

 ２２年度は、私がいただいた資料は１０事業が評価したと。２３年度いただいた資料でいく

と７事業が評価したということですが、この１０とか７の数字は、中間計画の中で挙げている、

先ほど話がありました２５年の３０事業、２９年の７０事業、こことの因果関係です。という

か、そことのことと、それからこの拾い出した根拠ですね。２９年の７０事業という根拠を

ちょっとお伺いしたいんです。 
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） 

 拾い出しについてはたくさんの事業があるわけですけども、はじめてまもないということで、

おおむね１年間に１０ぐらいの事業を拾い出して、無数にやればいいんですが、それにも限界

があるということで、一応、目安として１０事業くらいずつ毎年やっていきたいと。こういう

ことで、７０というのはこの計画の累計がそうしますと、大体、年間１０くらいありますと、

７０くらいになると。この８年間の計画の中ですね。そういう数値でございます。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ７番、井上光三君。 
〇７番議員（井上光三君） 

 ちょっとこの数字を私、勘違いしていたのは、例えばここに出ている７０事業というのは、

その年に７０やるんではなくて、今までやってきたものが積み重なって７０ということでよろ

しいんですね。もう一度。 
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） 

 そういうご理解で結構です。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ７番、井上光三君。 
〇７番議員（井上光三君） 

 分かりました。 
 先ほどの説明の中では一次評価、二次評価、三次評価と、一次評価が各課でということです

けども、その一次評価で今の答弁でいきますと、ＰＤＣＡを評価しながらということですけど

も、その一次評価で評価した、例えば前のときには点検シート等に記入してということですが、

その点検シート等は、それは公表できるものですか。私たちが見せてもらえるものなんでしょ

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） 

 今、公表しておりますのは、住民評価委員会へかけた最終的な評価ですね。結果と、こうい
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う理由でという部分をホームページなりで公表しております。これからさらにどういうふうに

拡大していくのかは、また検討させていただきたいと思いますけども、現在はその理由と結果

だけを公表しております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ７番、井上光三君。 
〇７番議員（井上光三君） 

 ぜひ、公表はともかく、ここのところが非常に大事だと思っているんですよ。特に職員一人

ひとりの方がいかに行財政改革を進めていくかということの意識を持っていただいて、やって

いただくということ。ですから自分の担当している、自分の仕事がいかに今、どういうふうに

仕事をしているのか、これを工夫すればどういうふうに効率化できるかということを一人ひと

りがやっぱり考えていただきたいというふうに思います。 
 では４番に移ります。 
 平成２３年４月に示されました富士川町の定員管理適正化計画では、平成２７年４月１日の

目標職員数として数値を設定し削減計画をしていますが、目標職員数の算出根拠を伺います。 
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） 

 それでは、井上光三議員の質問にお答えいたします。 
 定員適正化計画は効率的・効果的な行財政運営体制の確立を目的に、富士川町職員数の適正

化を図るための計画であります。今回の計画は合併直後の平成２２年から２７年までの５年間

の定員の目標を設置したものであります。平成２３年４月に策定しました。この計画における

平成２７年４月１日の目標職員数は合併直後における行政需要の動向を見極めるとともに、退

職者数と採用者数のバランスを見る中で、５年間の定員を定めたものであります。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ７番、井上光三君。 
〇７番議員（井上光三君） 

 ここで挙げられた数字は、今の説明ですと退職者数等を勘案してということですが、本来で

すと、この適正計画をつくっていく上では、事業が、やはり先ほど言いましたけども、効率化

するためにはどういう事業を、どういうふうに工夫すればどういうふうになるかということが、

それからこの事業はこういう業務があるからと、積み上げ方式で算定していくのが一番適正な

方法ではないかなと思うんですが、これはまたあとで関わってきますので、ここのところは以

上にします。 
 次、５番です。定員適正化計画における削減目標は、ここでいきますと運転手、調理員が中

心となっており、事務技術職員においてはこの計画が策定されました、２３年４月に策定され

たんですが、それ以降は１名増の計画になっています。先ほどの説明とも関わってくるんです

けども、事務技術職員の削減ができない理由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） 

 それでは今、井上光三議員のご質問にお答えしたいと思います。 
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 先ほどの質問の中で定員の退職と採用ということではなく、バランスというか、その年の行

政需要というふうなものも考えたということの中でお答えをさせていただきます。 
 この計画において、平成２３年度以降、２７年度までは合併後のまちづくりを推進する期間

として位置づけております。調理員等につきましては国・県の指導もあり、人件費の削減の観

点から退職者不補充を基本としております。事務、技術、保育職については退職者とのバラン

スを図る中で、町の課題となっております防災、災害対策、道の駅、リニア中央新幹線、山王

土地区画整理組合、国民文化祭や病院、新病院設置協議会への対応、峡南広域行政組合等への

派遣など将来的な行政需要を考慮する中で設定しております。１７５人というふうな数字が出

ております。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ７番、井上光三君。 

〇７番議員（井上光三君） 
 時間も時間ですので、また次に移りますが、職員数というのは、私も全部スリム化すればい

いということではなくて、今お話があったとおり、新しい政策とか、新しい事業も増えてきま

すから、そのバランスを考えながらと思いますけども、では次に移ります。 
 ６番、富士川町の職員数は類似団体との平均値と比較しても相当多い数値であります。町長

は以前、人口１００人に１人の職員数が適当である旨の発言をされていますが、この数字も根

拠のない数字であり、類似団体平均値よりも多い数字になります。総務省では以前、定員モデ

ルとしての算出方法を示していますが、こうした数値や類似団体を参考にした目標職員を設定

できないのか伺います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 総務課長、志村廣文君。 
〇総務課長（志村廣文君） 

 それでは、お答えいたします。 
 目標職員数を設定するため、以前、総務省が示した定員モデルの数字は算出するための係数

等が平成１６年以降、更新されていないため、現在では算出することができません。このため、

定員モデルに代わり、平成２０年から示されている定員回帰指標で算出すると、本町の普通会

計職員数は１５８人と試算されます。また類似団体の平均値では単純で１４９人、修正で

１３７人となっております。これらの数値は普通会計職員が対象になるため、これに公営企業

や特別会計職員を加えた人数が全職員の試算値となります。本町の将来における目標職員数の

設定にあたっては、これらの試算を参考にしてまいりますが、合併直後であることから類似団

体平均値より多い人数となっております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ７番、井上光三君。 
〇７番議員（井上光三君） 

 今、定員回帰指標で算定されたという話がありましたけども、この数字からするとはるかに

多いということですが、１点だけお伺いしたいのは、将来、適正な人数だということはその将

来というのはいつごろを目指しているのかですね。合併直後でいろんな業務があるということ、

これから地方分権でいろんな業務も入ってくるでしょうけども、こういった目標数値とするの
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はいつを目指しているのか、そのへんが分かればお願いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 総務課長、志村廣文君。 
〇総務課長（志村廣文君） 

 今、平成２７年度までを算定しておりますけども、その後、また５年刻みで数値を算定して

いきたいと思いますけども、類似団体等の数字はもう少し低い数字でありますけども、それら

に向けて毎年、来年もこういうようなものは見直しをしていきながら、その数字に確実に近づ

けるかどうかということは分かりませんけども、その数字に近づけるように努力していきたい

と思います。 
 ですので、一応、今、２７年度までを目標にしておりますけども、その次の５年等になれば、

類似団体のほうには近づいていくとは思います。また、それにつきましても随時、見直しをし

ながら進めていきたいというふうに思います。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ７番、井上光三君。 

〇７番議員（井上光三君） 
 時間もありませんので次に移りますが、本町の職員は、ちなみに先ほどの、普通会計でいく

とか一般行政でいくとかという、例えば公営企業とかがありますから、単純には比較できない

ですけど、部門ごとにいきますと、私がその平成２２年４月１日で総務省がまとめたものでい

きますと、議会、総務、税務の部分ですよね。ここだけで比較しますと、この富士川町の類似

団体は６８団体あるんですよね。６８団体あって、議会、総務、税務の部分だけでいきますと、

６５番目に多い、６５番目というか、下から多いほうから４番目ですね。少ないほうから６５番

目。ちなみに部門ごとですね。部門でいくと、企画開発という部門、これは町で出している部

分ですから、企画開発の部門でいきますと、６８団体中、富士川町が一番多い。これは、私は

企画開発は評価しているんです。新しくこういう部門をつくって、町長の政策のことも含めて

やっているというのは評価しているんですが、ただ人数がいればいいということではなくて、

今後はぜひ、これを生かしてやっていただきたいというふうに思います。 
 では次に移ります。 
 定員管理適正化計画の中で、適正化計画の方策として組織機構の見直しや事務事業の見直し

等９項目を挙げてありますけども、２３年度に行った方策内容、簡単に回答をお願いします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 総務課長、志村廣文君。 
〇総務課長（志村廣文君） 

 一応、項目が適正計画に書いてありますので、そこだけは答えさせていただきますけども、

適正計画の方策として組織機構の見直し、事務事業の見直し、民間委託の推進、指定管理者制

度導入の促進、勧奨退職者制度の活用、非常勤職員等の活用、職員の意識改革の推進、人材育

成の推進、住民との共同の推進の９項目を掲げています。 
 ２３年度に行った方策については、組織機構の見直しについては合併業務調整室を廃止し、

企画課にあった企業立地推進室を商工観光に所管替えするとともに、職員の削減を行いました。 
 事務事業の見直しについては、多様化する町民ニーズをふまえ、外部評価委員による事務事
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業評価等、補助金の見直しを進め、効率的な行政サービスの提供を目指しているところであり

ます。民間委託の推進につきましては、町長車の運転業務を民間委託しております。 
 指定管理者制度の導入の促進については、鰍沢デイサービスセンターとかじかの湯の２施設

を再指定いたしました。また、まほらの湯につきましても指定管理者制度を継続しております。 
 勧奨退職者制度の活用について、職員の新陳代謝の促進と定員適正化の早期実現のため、本

年度も５人がこの制度を活用しています。非常勤職員等の活用については、可能な職種につい

ては非常勤職員等を活用しています。職員の意識改革の推進については試行段階でありますが、

人事評価制度において目標設置を明確にし、目標達成に向けた取り組みを行っています。人材

育成の推進については、住民の期待に応える職員の育成を目指すため、職場研修、職場替え研

修を行い、また行政課題に柔軟かつ的確に対応するために県や山梨県町村会へ研修派遣を行い、

人材育成を図っています。 
 住民と協働の推進については、住民対話集会において出された地域の課題と解決する方法を

行政が取り組むべきこと、住民がやらなければならないこと、協働でやらなければならないこ

とに分類し、住民との話し合いの中で進めているところであります。 
 以上が、本年度に行った方策になります。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ７番、井上光三君。 

〇７番議員（井上光三君） 
 せっかく９項目挙げてありますので、ぜひやっていただきたいと思います。 
 この８番についてですが、おそらく今の答弁の延長線上でやっていかれると思いますので、

８番は割愛したいと思いますが、よろしいですか。 
 （はい。の声） 
 では、次に大きな２番目に移ります。小規模校対策につきましてです。 
 本町には５つの小学校があり、そのうち増穂西、増穂南、鰍沢中部の３校は小規模校であり

ます。この３校とも、これまで地域と一体となった特色ある学校づくりが行われております。

またこうした地域の学校は、単なる教育の場だけではなくて、地域住民の交流の場でもあり、

さらに災害時の避難場所としても設定されており、地域の中心となっている場所でもあります。 
 各地域では学校存続は重要課題として、児童数確保など地域ぐるみの取り組みを行っていま

すが、将来にわたって安定した児童数が確保できるか不安に感じているところがあり、次の点

について町の方針を伺います。 
 まず１番目、児童数確保は住環境を整備して子どものいる家族を優遇した条件で受け入れる

などの対策が必要との意見があります。町として、こうした地域の住宅を整備する考えがある

かどうか、伺います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 建設課長、堀内尚巳さん。 
〇建設課長（堀内尚巳君） 

 それでは、井上議員さんのご質問にお答えいたします。 
 中山間地域におきまして、町営住宅が学校運営に大きな役割を果たしてきたことや、また学

校がいろいろな面で、その地域の礎になっていることは承知しております。 
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 現在、若年入居者の賃貸住宅ニーズへの多様化を考えますと、既存の老朽化した町営住宅で

は不足の点も多く、また地震への備えと安心・安全な面を考えますと、その維持管理面からも

課題があると思っております。このため現在、策定中の町営住宅長寿命化計画におきましては

耐用年数を経過し、老朽化が著しい住宅団地につきましては、敷地の高度利用が図れるところ

を除き、原則、用途廃止候補とし、跡地活用を図る考えでおります。 
 今後は特に中山間地域の住宅整備の跡地活用につきましては、地域の土地利用や空き家対策

等、総合的な見地から地元の皆さまと十分な話し合いを重ねて、よりよい整備指標を見つけて

いく必要があると考えております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ７番、井上光三君。 
〇７番議員（井上光三君） 

 こういった地域では、子どもを確保するためには住宅をぜひ必要だと。例えば午前中、永井

議員の質問の中に空き家に関する、空き家バンクのこともありましたけども、今、穂積地域で

は子どもを受け入れるために空き家対策を地域でやっていました。これまではそれが効果を奏

していまして、何人かそういうものを受け入れていますけども、今、空き家があっても古くて

入るにはかなりのリフォームがいると。そういうこともありますので、また中部地区では今の

住宅があるけども、なかなか古くて、老朽化していて、こんなところはちょっと入れないよと

いうことがありますので、ぜひそれはしていただきたいということですが、もう１点、ちょっ

とお伺いしますのは、例えば空き家があって、地域の人がここは貸してくれるというところが

あっても、入るにはリフォームが必要だと。そのリフォーム代等は、なんとか町でこういった

状況ですから、そういうものも工面するようなことができるのか、できないのか。そのへんを

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） 

 空き家へ入居する人たちのために、そのリフォーム代を町で出せるかという話ですが、これ

は個人の財産になるものでありますので、それこそ受益者負担の原則で、それぞれの個人でご

負担いただかなければならない、こんなふうに思っております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ７番、井上光三君。 
〇７番議員（井上光三君） 

 まちづくりは、中山間地は放っとけということではないと思いますけども、かなり不便に感

じているところもたくさんありますので、これからまたいろいろとお願いします。 
 時間がありませんので、２番にいきます。 
 小学校の児童数確保には、地域内の保育所の園児確保も含めて検討する必要があるという意

見があります。現在、平林地区中部地区の保育所は閉鎖されています。保育所が開かれる条件

について、町の方針を伺います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 子育て支援課長、秋山俊男君。 
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〇子育て支援課長（秋山俊男君） 
 井上議員のただいまのご質問にお答えいたします。 
 保育所の再開要件につきましては、平林へき地保育所、それから小室山へき地保育所とも園

児が４名以上、継続的に確保されることであれば、地域や保護者など関係者と十分協議を行っ

た上で判断することとしており、現在それが１つの目安となっております。 
 今後もこのことを目安とした上で、園児に対する保育サービスや保育所運営など、総合的に

検討し判断したいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ７番、井上光三君。 
〇７番議員（井上光三君） 

 今、町のほうでは４名以上になれば検討するということですので、またあとのほうで、その

確保についてはお伺いしますので、次に移ります。 
 今度は４番ですね。現在、小中学校は通学区域により入学する学校が指定されていますけど

も・・・３番ですか。失礼しました。３番です。 
 小規模校への児童の確保、また同地区の保育所への園児の確保等、これまで町が積極的に関

わることがありませんでした。町としての方針を伺います。これは今、先ほどと関連しますけ

ども、積極的に関わることがありませんでしたというのは、ちょっとこの通告に出した文書が

こういう形になってしまいましたけども、地域の人から見ると地域にお任せのような感じがし

たんです。園児を確保するとか、児童数を、入学生を一人でも多く確保しようというのが、地

域に任されていたような感じがするんですが、ここのところをちょっと町の方針を伺います。 
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） 

 ただいまの質問に答弁をさせていただきます。 
 保育所におきましては、基本的に保護者の就労形態に合わせまして希望を募ることから、ど

この保育所でも入所することが可能となっております。また、特定の保育所に園児を確保する

ことはありません。義務教育においては就学にあたって学校を指定することとなっており、区

域外への就学は保護者の希望等によりまして、変更できることとなっております。したがいま

して、町といたしましては特定の学校への就学に関わる指導は行っておりません。 
 なお、児童の減少は人口の減少と合わせて富士川町全体の課題として考えております。これ

まで暮らしやすい、住みやすい町を目指して子どもの医療費無料化の年齢拡大や予防接種の助

成、保育料の軽減、児童センターの新設、町営バスの中学生以下の無料化などの施策を実施し

ております。 
 今後も保育所や学校の環境整備に努め、児童を含めた人口を増やす取り組みを行ってまいり

たいと考えております。 
 以上であります。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ７番、井上光三君。 

〇７番議員（井上光三君） 
 今の答弁ですと、個々の学校なり保育園なりの確保等については、なかなか町では難しい状
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況だと。ただ、やはりまちづくりとしては、子育て支援等をしっかりした形で町全体として考

えるということだと思いますけれども、なかなかこうした、先ほど言いましたような地域は非

常に厳しい状況にありますので、町全体として一体となったことで事業をしていただきたいと

思います。 
 ４番、現在、小中学校は通学区域により入学する学校が指定されていますが、それぞれにお

いて特色ある学校づくりが行われております。学校を選択できる制度も検討する必要があると

の意見もありますが、これは前にもこの一般質問の中でもそういう質問があったかと思います

けども、非常に難しい部分は分かりますが、町の考え等を改めてお伺いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 教育長、堀口広秋君。 
〇教育長（堀口広秋君） 

 ただいまの質問に答弁いたします。 
 小中学校への入学にあたりましては、学校教育法施行令によりまして、管内に小学校または

中学校が２校以上ある場合は、当該就学予定者の就学すべき小学校、中学校を指定しなければ

ならないとされ、規則におきまして就学すべき小中学校を指定しております。 
 ただし、家庭の事情や保護者の希望によりまして、指定区域外への就学につきましては、施

行令第８条に保護者の申し立てにより、その指定した小学校または中学校を変更することがで

きることとなっております。こうしたことから、現在におきましても区域外就学の申請により

まして、学校選択は可能となる弾力的な運用をしております。 
 以上でございます。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ７番、井上光三君。 

〇７番議員（井上光三君） 
 制度としてはそういうことができるということですので、現状としてはなかなか難しい状況

にあると。例えば、これは学校なり保育園なりではなくて、そこの保護者なり地域の人がその

学校の案内資料をつくって、各保育所に配布するというようなことは、地域の人なり保護者な

りがつくったものであれば可能なんでしょうか。ここの学校はこういうことをやっていますか

ら、ぜひ来てくださいということができるのか、できないのか、お願いいたします。 
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） 

 学校長が主体にやることについては若干、問題等がありますけども、ＰＴＡの方々が活動と

してやることについては、問題ないと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ７番、井上光三君。 
〇７番議員（井上光三君） 

 分かりました。それでは５番に移ります。 
 最後ですが、小規模校にはメリットもあり、デメリットもあります。小規模校だからできる

という特色を生かした学校づくりが必要です。地域でもこうした学校の存続を願っていますが、

一方では小規模校における教育を問題視するなど、学校統合について検討すべきとの意見もあ
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ります。地域内の保護者の中にも学校の行方について、不安に感じているところがあり、町と

して、小規模校の存続要件をどのように考えているか、お伺いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 教育委員長、中込文江さん。 
〇教育委員長（中込文江君） 

 ご質問にお答えをいたします。 
 小規模校の存続につきましては、学校は地域と非常に密接に関係しているということ。また

地域や保護者の意向、地域の実情を十分にふまえることが大切であると考えており、特に存続

の要件は考えておりません。 
 なお、保護者の希望や児童の実情によりまして、小規模校での教育を必要とする現状もあり

ますし、また反面、地域の方や保護者の方の中には、多人数の中での集団教育による切磋琢磨

した学習環境のほうが、子どものためになるという考えを持っていらっしゃる方もおります。 
 こうしたことから、児童の適性に応じた小規模な学校も必要であることも考えながら、管内

の学校の適正な配置について検討することも必要ではないかと考えております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ７番、井上光三君。 
〇７番議員（井上光三君） 

 存続の具体的な要件は考えていないということですが、これはもう一度、確認したいのです

が、例えば先ほど保育所は４名が１つの目安というふうな話がありましたけれども、小学校の

場合は人数ではそこまでは考えてい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） 

 教育委員長、中込文江さん。 
〇教育委員長（中込文江君） 

 そのとおりです。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ７番、井上光三君。 
〇７番議員（井上光三君） 

 今、人数では考えていないということ、それからまた教育委員長の答弁の中には地域と密接

な関係がある学校だからということですので、これまで各地域ともいろいろな取り組みを行っ

てきたということです。ただ、今になって、ここにきて、なかなかその取り組みが実際に取り

組んでいるけども、２、３年経ったら、町でこの学校は潰しますよと言われては困ると、そう

いう意見もございますので、ぜひこれからも、教育長からのお話がありましたように、地域と

いろいろ連携をしながら、ぜひやっていただきたいというふうに思います。 
 時間内におさまりましたので、ちょっと早口でお聞き苦しい点があったと思いますけども、

以上で私の質問は終わりたいと思います。ありがとうございました。 
〇議長（望月邦彦君） 

 以上で通告５番、７番、井上光三君の一般質問を終わります。 
 続いて通告６番、５番、市川淳子さんの一般質問を行います。 
 ５番、市川淳子さん。 
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〇５番議員（市川淳子君） 
 私は、第１次富士川町総合計画について質問をさせていただきます。 
 先般、富士川町の各戸に第１次富士川町総合計画概要版が配布されました。ここに持ってき

ましたけども、この総合計画は行政側が各区に出向き、自分たちが住んでいる地域の問題点を

何回ものワークショップをしながら洗い出して、ここの計画に反映させるという本当に画期的

な手法でつくり上げた総合計画であると、私は思っております。今回、この計画の中に示され

ている内容と町の姿勢について伺ってまいりたいと思います。 
 まず１番、この総合計画の未来への視点の中で、ここで生きると町が活きるという言葉が記

されております。町が活きるという文章の中に、町の未来をみんなで考え、地域力を高め、き

らりと光る個性と魅力ある町をつくっていきますと書かれております。この地域力とはなんな

のか、どういう力を高めようとしていくのかをお伺いします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 企画課長、齋藤和彦君。 
〇企画課長（齋藤和彦君） 

 それでは、市川議員のただいまのご質問にお答えをしたいと思います。 
 総合計画の策定では、町内全地区において３回にわたりまして町民対話集会を開催して、地

域の課題や解決策を探り、それらを計画の中に反映してまいりました。 
 中でも地域の課題を解決するために、実施した第２回の町民対話集会では、地域でできるこ

と、地域がやるべきこと、地域がやりたいことをテーマとして実施しました。この結果、各地

区において、その地区特有の課題解決策が話し合われ、地域の皆さんの提案により、地区実行

計画として、とりまとめることができました。 
 この地区実行計画が地域の皆さんの手によって実行に移されることで地域をみんなで考え、

みんなでつくり上げていく意識が高まり、その取り組む姿勢こそが地域力であるというふうに

考えております。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ５番、市川淳子さん。 

〇５番議員（市川淳子君） 
 私がなぜ、今回このような質問をしたかと申しますと、この総合計画は先ほど述べましたけ

ども、行政みずからが地域の住民の中に入っていって、直接意見を聞いて、そしてファシリテー

ターの役をした職員が、たぶんこれはかなり勉強したんではないかなと思いますけども、その

住民の方々のたどたどしい意見をきちっと形にして、１つの文書にして、それを皆さまに知ら

しめて、こういうことを言いたいんではないか、こういうことをやりたがっているんではない

かということを直接、文書にしてやって、そして本当にそれは画期的なやり方だったと思いま

す。だから、私はこの総合計画に書いてある意味を、これはみんなでしっかりと共有して、こ

れからの実施計画に反映していかなければ意味がないということで、今回はこの言葉の意味か

ら始めさせていただきました。 
 今、課長が地区実行計画というものをその地区でつくり上げながら、それを地域の人たちが

実行していく、これこそまさに地域力ということになるのではないかというお話でした。私は

委員会で、中部の地区に行きましたけれども、山間の地域は特にこの地域力というものを非常
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に感じました。みんなで、この住んでいるところをなんとかしなければいけない。先ほど井上

議員も話しましたけども、学校の問題もそうです。みんなでいろんなものを考えていかなけれ

ばいけないという、まさにこの地域力なんではないかなと思いました。 
 ２番に移ります。重点施策であります、安心して永住できる地域づくりについて伺ってまい

りたいと思います。 
 重点施策とは富士川町の総合計画の一番先に挙げてある将来像、つまり暮らしと自然が輝く

交流の町の実現に向けて、６つの基本目標がありますけども、それらを達成するために重点的

に取り組むテーマでありまして、総合計画全体の各種施策を先導していく根幹になるというも

のであると記されておりました。合併して、新しい町になった富士川町の総合計画の根幹をな

すテーマとして、この安心して永住できる地域づくりを挙げた理由はなぜか、どんな思いが込

められているのかをお伺いしたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 企画課長、齋藤和彦君。 
〇企画課長（齋藤和彦君） 

 それでは、ただいまのご質問にお答えをしたいと思います。 
 総合計画は総合計画審議会へ諮問をし、その答申を受けて策定をしてきたところであります。

審議会では、町民意識調査の結果や町民対話集会で出されました地域の課題や解決策を審議し

ていただいて、そのキーワードとして出されたものが防災、それから医療、コミュニティなど

でありました。この結果、審議会の答申では、安心して永住できる地域づくりが重点施策とし

て位置づけられております。 
 町ではこの答申を受けて、すべての町民が安心して安全に暮らせるまちづくりを最重要課題

と位置づけまして、将来像を実現するための重点施策として総合計画に掲げたものであります。 
 以上でございます。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ５番、市川淳子さん。 

〇５番議員（市川淳子君） 
 この安心して永住できる地域づくりの中にサブテーマというか、地域コミュニティ強化によ

る自助・共助・公助の展開という言葉になっております。先ほど、未来への視点の中でもそう

ですけども、町民の方たちは、私も審議委員になっていましたけども、町民の方々ですね、こ

の安心して永住できる地域づくりというのは、たぶん、この富士川町が好きなんですね。ここ

にいたいという、どこかいいところがあれば出て行きたいという、そういうふうな町民は少な

いと私は思っています。だから安心して永住ですよね、永住というところがすごいキーポイン

トだなと思っているんですが、永住できる地域づくり、これを目指そうと。重点施策に、すべ

ての施策にこれが生かされるような形で、これから２９年度でしたか、２９年度までこの計画

を実施していこうと。具体的にしていこうということで、私は非常に重点施策のこのテーマは

いいテーマではないかなと思っておりますけども、最後、３番に移ります。３番目で、ちょっ

といろいろ質問させていただきたいと思います。 
 施策の大綱で、基本目標の筆頭にみんなで考え、一緒に築くまちづくりを挙げております。

また２番目には豊かな人材と文化を育むまちづくりとなっており、施策の方向の中には住民参

加の促進、学校教育、地域教育の充実、人々の交流を促進とコミュニティの再生となっており
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ます。さらに６番目の基本目標には活力を生み出す都市基盤が整ったまちづくりを掲げており

まして、そこでまた住環境の整備が施策の方向に掲げられております。こうした施策をどのよ

うに実施計画に反映されていくのか、反映していこうとしているのか、非常に期待するところ

でありますけれども、行政側が住民とどのように向き合っていくのか。今後、その姿勢が非常

に重要であり、カギとなってきます。 
 特に富士川町の中でも、過疎や少子高齢化が進んでいる地域の声を行政はどのように汲み取

りながら活力ある地域に再生していこうとするのか、町長の考え方をお伺いしたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 市川淳子議員の、総合計画の中で地域再生にどのように取り組んでいくかという質問にお答

えいたします。 
 総合計画の基本目標では、第１番目にみんなで考え一緒に築くまちづくりを掲げました。こ

れは地域の課題を解決するために住民の参加機会を拡大し、地域の住民と行政が一体となって

知恵やアイデアを出しながら、協働によるまちづくりを進めていこうとするものであります。

この実現に向けまして、各地区の町民対話集会で話し合われた地区実行計画に対して、町とし

てどのような関わり方や支援ができるかを検討し、実施計画に反映してきているところであり

ます。 
 今後もこの地区で町民対話集会を開催して、地区実行計画のフォローアップをしながら地域

の声を把握して、地域と行政の協働によるまちづくりを進めてまいりたいと考えております。 
 まちづくりの基本は、やはり人と物であると思っております。地域にあるものをどうやって

生かすか。地域の人たちをどういうふうに関わりを持たせるのか。当然、この人の中には公務

員もいます。公務員も与えられた仕事をするだけではなくて、最終目標は住民の幸せをどう考

えるかということが公務員の使命だと思っております。公務員も最大限活用しながら、そして

先ほどもちょっと言いましたが、お年寄りによるまちづくりということは可能だと思います。

富士川町の町民全員を使いながら、いい町をつくっていきたい。そして先ほど永井議員からま

ちづくりにはよそ者と若者と、もう１人いました。これは知恵があっても行動しない人はいら

ないんです。知恵は知恵のある人の１０分の１でもいいから、行動力のある人がこの町でリー

ダーをとっていただければ、いいまちづくりができると思っています。そんな思いも込めなが

ら、みんなで考え、一緒に築くまちづくりを一番目に掲げました。 
 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） 
 私は今回の総合計画の特徴は、住民の方々から意見をお伺いして、それをこういう形にした

というのがあるんですが、町長が町長になられて、先ほど齊藤欽也さんの質問に一番先に、み

んなで考え、一緒に築くまちづくりを自分は目指していくんだという答弁がありましたよね。

それと町民が考えている各地区へまわって、町民がこういう町にしたいと。自分たちの地域は

こういうふうにしたいんだというのは、同じですよね。ぴったり合っているなと。別に行政側

が主導して、そういうふうに町民たちに思ってくださいと言っているわけでもなく、町長もそ
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う思い、この行政側がそう思っていて、町の人たちもそう思っている。総合計画も、こういう

総合計画ができました。これは非常に理想的な形ではないかなと思っています。 
 以前は、例えば総合計画というと町になんか企業を誘致して、企業の払った税金を町民のサー

ビスに利用しましょうというような形で、企業誘致を一生懸命するような時代もありました。

でも、今はもうそういう時代は過ぎまして、先ほど町長はモデルのない時代に入ったと。これ

は本当に象徴的な言葉だなと思いました。本当にモデルがない今の時代です。高齢化も進んで

います。過疎化も進んでいます。少子化も進んでいます。全部、その条件はこの町にあります。

でもこういった条件がすべてあって、でも特徴を持ったまちづくりというのは、日本全国みん

な模索していてモデルがないと。ここで富士川町がどういうふうな施策をとりながらやってい

くかというのは非常に大事というか、画期的なことをやっていかなければならないなと私は

思っていますけれども、先ほど私は町長の答弁を聞きながら思いました。この総合計画という

のは非常に抽象的ですよね。当然だと思います。今から実施計画をしていくんですからね。そ

れは当然なんですけども、この人と人とをつなぎ合わせようとしている、この総合計画であり

ますよね。コミュニティ。そういうものというのは非常に見にくい。形に表せられないですね。

何々を建てましたとか、例えば窓口無料化、そういうことというのは形に表われてくるものな

ので、非常に町民の方たちには示しやすい。こういうことはやりましたという、町の特徴にな

りやすい。ところがものではないもの、町民の意識を変えていかなければならない、あるいは

町民の意識を育んでいく変化というのは非常に評価がやりにくいんですよね。こういうものに

対して、町長はどういうふうな町民の変化をどんなところでキャッチしながら、まだこれが足

りない、もうちょっとだというところをどういう形で町長は感じ取ろうとなさっているのか、

お願いします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 今の質問も、どういうところを捉えればいいのか非常に難しく思っていますが、私、先ほど

まちづくりには物と人と言いました。そのものは新しいものをつくることもあるんでしょうけ

ども、既存のものをどうやって生かしていくか。今日もいろいろ質問が出ています。観光の問

題もそうです。私、小さな観光も１つあると言ったのは、どんな小さなものでもそのものをど

うやって生かすかという、やはり人間力、地域力、先ほど質問が出ましたけども、そういった

ものではないかなと。それはどんなことを進めるにも、やはり行政だけで考えるよりも今、新

しい公共という言葉も出ています。そういう中で住民の皆さんが一緒に考えていただく。です

から関わっていただくということが一番のあれではないかなと。これまでは役場がどうやって

くれるのか、ああやってくれるか、そして考えるのも役場で考えて私たちは任せておけばいい

やという、そういう時代でありましたけども、これからの少子高齢化、そして人口も逆ピラミッ

ド型になっていく、地方分権も始まっていく、まさにモデルのない時代に入ってきているとこ

ろです。 
 そういう中で、日本全国の１，７００の自治体が模索をしているわけでありますけども、富

士川町とすれば、既存のものをどうやって使っていただける人間をつくっていくか。先ほど、

１番にはみんなで考え一緒に築くまちづくり、２番目には人づくりを掲げさせていただいてい

ます。この富士川町をこれから担っていただく、子どもたちのためにはいい保育環境、教育環
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境を提供しながら、そしてこのどこへ出てもふるさと富士川町を思ってくれるような人材育成

をやっていきたいなと思っております。 
 また地域のいろんな意見につきましては、これまで同様ですね、ワークショップもまたいろ

んな面でやっていきたいと思いますが、私も車座座談会をいろんなところでやりながら、地域

の隅々の声をサイレントマジョリティ、声なき声も吸い上げながら町政に反映できればいいか

なと考えております。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ５番、市川淳子さん。 

〇５番議員（市川淳子君） 
 昨年の１２月８日に、これはたぶん生涯学習課で企画されたことだと思うんですけども、町

民会館の公民館活動の活動発表会、ありましたね。それは私も参加させていただきましたけど

も、富士川町の普段している公民館活動を富士川町のほかの地区の公民館の関係者をお招きし

て、そこで発表してもらうというような企画でありました。こういうことは富士川町の地域間

の交流ができて、とてもよかったんではないかなと私は思いました。とてもいい企画だったな

と思いました。先ほど町長が人づくりという話を今、されましたね。この活動内容をパワーポ

イントで紹介してくださったんですが、とても分かりやすく紹介してくれたんです。平林とた

しか米の公民館の発表だったんですけども、たぶん私が思ったんですが、そのパワーポイン

トは見事だったんです、町長。写真あり、パッと文字が出てくる。たぶん、これは職員がおつ

くりになったんだろうと思うんです。発表された方は年配の方でしたので、たぶんそんなこと

はできなかったと。それを職員の方がたぶん地区の方に聞いて、それをああいうパワーポイン

トで仕上げたと。それは地区の人に発表していただいて、見事に交流できたと思うんですが、

非常にこのことを見たときに、私は職員が地区の方に寄り添っているなと感じたんです。地区

の人たちは、そういう力はないんです。ないけれども、職員のそういう力が入ることによって、

それが米、平林だけではなくて、いろんな地区の人たちにそれを知ってもらう。うちの地区

でもああいうことができるかもしれない。これがある１つにすれば、コミュニティをつくるこ

とになる起爆剤になるんではないかなと思いました。 
 それからこの前は増穂の文化ホールの主催で、演劇のワークショップがあったんです。演劇

の成果発表会が行われました。本当に素人、本当に町民の方々が素人で寸劇まではいきません

でしたけども、ある程度のストーリーをつくって、そこでやったんですが、このときも職員の

サポートがすごかったんです。これは、私はどんな役割をしたんだろうと思ったときに、各個

人を職員がつないでいるなと思ったんです。さっきの企画は各区を職員がつないでいる。今回

のこれというのは各個人を、中条の人、あるいは鰍沢の本町の人、そういう方を、各区をつな

いでいる。それもやっぱり職員が一生懸命やってくれていたんですね。 
 私は町長が先ほど座談会ですか、それで町民の声を聞こうと、行っていますという話だった

んですけども、今、私はこのすでにこれができていて、職員は少しやっているのかなと思って

います。でもまだまだ、町長は思っている、あるいはこの総合計画で示されているような人と

人とのコミュニティをこの町でつくっていって、自助・共助・公助を深くするんだということ

にしてみれば、これはまだまだやらなければならないことがいっぱいあると思うんですが、私

は最後にちょっとお聞きしたいんですけども、職員なんですよね、問題は。私はすごく、この
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２つの例をとってもそう思ったんですが、今ここにいらっしゃる課長さんたちは、これは平成

２９年の計画ですので、たぶんここにはもういらっしゃらないかなと思いますけども、私たち

もそうですよね。任期がありますので。この総合計画を若い職員の方たちに徹底して、この流

れている、これが打ち出そうとしているまちづくりを徹底して、町長は職員に教育をしていた

だきたいんですが、いかがでしょうか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 まず最初にありました職員と地域との関わり、これは今回、各区でつくっていただきました

災害対応マニュアルも各区に２人ぐらい職員をはり付けながら、実際の細かい作業は職員が地

域の皆さんと一緒につくり上げていっています。この各地区へはり付ける職員については、今

後も地域、災害も含め、地域の実態を把握する必要があると思いますので続けていこうかなと

思っております。 
 それと公務員がなかなかこの地域へ出ていかないというふうな話もありましたが、今、全国

でいろんな模索をする中で、飛び出せ公務員ということで、役場の中にいるばかりではなくて

地域へ飛んでいけということも今、非常にやっておりますので、富士川町もそういった現場へ

飛び出す公務員、そして住民と一緒になってする公務員をつくり上げていきたいなと思ってい

ます。 
 そして総合計画の教育ですが、当然、職員はこれをつぶさに見ていただいて、これがまちづ

くりの、富士川町のこれから進めるバイブルですから、この一字一句をすっかり頭の中へ入れ

て、２９年まではこの方針でいっていただきたい、そ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） 

 町長部局と教育のほうはちょっと違うとかという話だったんですけども、教育委員会のほう

で先ほど教育委員長が学校というのは地域と密着していて、非常に地域のコミュニティの場に

もなるということで答弁いただきましたけれども、先ほど井上議員から小規模校の話が出まし

た。教育だけの問題ではなくて、そのコミュニティのことも含めると、これは教育委員会だろ

うと、その行政だろうと、これは全部同じ。住んでいる人はここからこっちが教育委員会で、

ここからこっちが役場という意識はないですから、そういうことで考えていけば、ぜひともそ

の小規模校の人たちにしてみれば、今、自分たちが、この学校がどうなるんだろうかというの

は、これは死活問題ですよね。そういうことを考えて、さっき飛び出せ公務員ですけども、公

務員の方が地域の方たちの問題を自分たちの問題として政策に提言できたり、あるいはそうい

う問題を話し合う機会をぜひつくっていただきながら、私たち議員もそこに混じりながら、こ

の町を少しでもよくしていきたいなと思います。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６番、５番、市川淳子さんの一般質問を終わります。 
 ここで暫時休憩します。 
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休憩 午後 ２時０６分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午後 ２時１６分 
〇議長（望月邦彦君） 

 休憩を解いて、再開します。 
 一般質問を続けます。 
 続いて通告７番、３番、秋山貢君の一般質問を行います。 
 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 それでは、通告に従いまして質問させていただきます。 
 まず１点目ですけれども、新病院設置についてということで（１）３月には新病院設置に向

けての最終的な結論がなされるのかということで、志村町長は町民の皆さんに対して、これ以

上先延ばしすると、地域医療再生計画自体の適用を受けられなくなるおそれがあると。３月に

は今後の方向性の最終決断をしなければならなければならないと公言していらっしゃいました。 
 １月３０日に開催しました第２回目の２町の新病院設置協議会で、久保会長は月に２回くら

い、医療機能部会などを行いたいと考えを述べていました。しかしながら、２月には一度も開

催されませんでした。やむを得ない理由があったとしても、日程的に新病院設置が限りなく不

透明になってきているのが現状だと考えます。日程的に無理ならば、このことは今後の方向性

を判断する上で重要な要因になり得ると考えます。 
 町長はかねてからの説明どおり、さまざまな事情があるにせよ、３月にはその時点での状況

で判断し、町民との約束を履行し、新病院設置に向けての最終的な決断をする必要があると考

えますが、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） 

 秋山貢議員の新病院設置についてのご質問にお答えをいたします。 
 地域医療再生計画に基づき、昨年末、峡南北部の医療圏域における医療提供体制の整備充実

を図るために市川三郷町と本町において、新病院設置協議会が設置をされました。２回目の協

議会におきまして３つの部会を設置し、それぞれの部会における協議項目を割り振ったところ

であります。経営統合にあたっては、まず医療技術者の確保と、鰍沢病院と市川町立病院を活

用した医療形態がポイントとなりますので、現在、山梨大学医学部附属病院からの経営統合後

の姿を示していただき、医療機能部会で検討していただいているところであります。 
 過日、部会が開かれましたが、県、医大のご協力をいただく中で３病院の院長に入っていた

だいて、将来の医療提供体制がどうなるかというところを今、ご審議いただいているところで

あります。しかし、地域医療再生計画の期限まで２年と迫った今、３病院統合の最終的な決断

は、この３月末まで行われ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。 
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〇３番議員（秋山貢君） 
 私が、この一般質問の通告の締め切りが２月２７日でありました。その後、病院問題に関し

ての状況は劇的に変化し始めました。まず３月７日の２町の新病院設置協議会、医療機能部会

が開催されました。峡南北部地域における病院の再編についての、山梨大学、佐藤素案が提案

されました。富士川町のホームページから、そのときの会議資料がダウンロードできますので、

関心のある方はぜひご確認ください。 
 その内容については、持ち時間の４０分で説明する時間はありませんので、省略させていた

だきますけれども、その席上、私は佐藤先生に質問させていただきました。山梨大学医学部の

案ということであれば、将来にわたって継続性が担保され、町民が安心する地域医療が保障さ

れると考えるが、なぜ山梨大学の案ということにできないのか、そうお聞きしました。すると

佐藤先生はこの地域だけ医者を担保しろと言われても、なかなか難しい。これはもう自明の理

です。大学案として出した場合には大学として責任を負うということですから、嘘をつけない

ということですから、完全に約束できるのであれば出しますけど、完全に約束できない。して

はいけないと思った。確実な案として約束できるなら約束したいですよ。ここをやったとした

ら、ほかの自治体病院も同じようにそれを求めてくると思いますけど、それができるんでした

ら、こんなに苦しい思いはしないで済むと思います。こうお答えになりました。 
 今までは県と一緒に中核病院ができれば、指導医３人と研修医３人の計６人を配置しますと

言ってきた方がこの地域だけには派遣できないことは自明の理、すなわち説明するまでもなく

明らかな正しい道であるとおっしゃっておりました。裏を返せば万一、医師を派遣できなくて

も県も山梨大学も佐藤先生も誰も責任を負わなくて済むように出された案だということです。

もともと医師を継続的に確保するために病院統合を検討してきたはずです。なぜ佐藤先生はそ

んなことをと、私はとても不思議に思いました。 
 翌３月８日の山梨日日新聞を見て、私は得心いたしました。その記事は医師適正配置を協議、

県関係機関に打診へ。山梨県は山梨大学医学部や県立中央病院、公立病院の開設者である市町

村長らを想定し、医師適正配置などを連携して考える協議の場づくりを検討している。山梨県

は地域医療を担う地域の公立病院の医師確保が優先的に行われる必要があり、県全体で各地域

に研修医が定着するシステムづくりに努めたいといっている。 
 私が考えますに、佐藤先生はこの計画が進んでいるために、峡南の北部だけに医師を派遣す

ることは約束できないとおっしゃっていたんです。また３月９日には、地域医療機能推進機構

法の施行日が平成２６年４月１日で閣議決定されました。いよいよ全国ネットワークの病院運

営が動き出します。富士川町と市川三郷町で設置した地域医療体制調査検討委員会がはじめて

開かれたのは、平成２２年１０月１３日でした。その時点ではＲＦＯ、独立行政法人年金健康

保険福祉施設整理機構が平成２４年、今年ですね、９月３０日は解散予定でありました。鰍沢

病院は存続できるのか。医師の確保はどうする。峡南北部の医療崩壊を食い止めるにはどうす

ればよいのか。２町で１年半、議論してきましたが、ここにきて病院を取り巻く環境は激しく

動いております。県の医師配置適正化計画には、山梨大学医学部だけでなく県立中央病院も参

加しています。山梨大学医学部による地域医療再生の土台である医師の継続的確保が限りなく

不確実であることが判明した今、富士川町としてこれ以上の協議は続けるべきでなく、いった

ん休むことも１つの方法だと考えます。今の状況から富士川町として何をすべきか、それは県

の医師配置適正化計画の対象病院に鰍沢病院を入れる運動をすることではないのでしょうか。
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先ほど町長は問題を先送りしないと、そうおっしゃっていましたので、ぜひここで大英断を下

し、最後の最終の時期だと考えますので、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） 

 今の秋山議員の中で１つ、確認をしておきたいのがあります。指導医３名、研修医３名を派

遣しますが、これは新しい病院をつくったからではなくて、医大のほうに寄付講座をつくった

場合に、年間６千万円のお金を渡す寄付講座をつくった場合に指導医３名、研修医３名、計６名

を送りますと。ただ、その１つの条件がこの峡南北部へ中核病院をつくること、それが１つの

条件であります。これは寄付講座をつくったときに６名ということであります。また中核病院

となれば、今度はこの寄付講座はつくらなければいけませんけども、それとは別に研修医が来

ますので、そのときに指導医は一緒に付いてくる、これは人数が何人になるか分かりませんけ

ども、そういうものがありますので、６人が確約されたというのは、この地域から寄付講座を

つくってはじめての約束でありますので、６人がすでに約束されているものではないんです。

そこはご理解をいただきたいと思います。 
 そして、今、市川三郷町と一緒に新病院の設置に向けた協議を進めていただいて、それぞれ

の部会のほうでも議事を進めていただいておりますが、ＲＦＯから推進機構に今度動くという

ことでありますけども、これまで厚労省、あるいはＲＦＯ、そしてまた全社連等々話をする中

では、その考えは今までどおり変わっていないと。赤字病院をずっと抱えるわけにもいかない。

いずれ鰍沢病院は駐車場になるか、更地になるか。すぐ赤字だからといってやめることはない

と思いますけども、いずれそういうことになるという話は承っております。 
 また今後、総務管理部会のほうも厚労省と、その件について話をしていくと思いますので、

それも今月中には実施をされると思いますので、それらを総合しながら、果たして、この経営

統合した新病院でいい医療体制ができるのか、そこの見極めも今年度中にしていきたい、こん

なふうに思っております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 私の聞いたところでは、今度、その２６年４月１日の推進機構に向けて、今度は準備会も４月

には予定されていくだろうと。それからまた、ＲＦＯの新しい理事さんも決まっていくだろう

ということで、今までは売却を専門にする機構だった。これからは運営を含めて、売却もあり

ますけども、運営を含めてやっていこうという体制に厚労省を含めて変わっていくということ

も聞いております。それはそれで、次の２に移りたいと思います。 
 富士川町として、今現在、考えられる単年度負担金の上限はいくらぐらいと想定しているの

かということで、総務省が平成１９年１２月に示した公立病院改革ガイドラインでは、公立病

院改革の究極な目的は改革を通じて、公・民の適切な役割分担のもと、地域において必要な医

療提供体制の確保を図ることにあるといっております。 
 具体的には各公立病院がその地域で担うべき医療を的確に実施していけるよう、必要な医療

機能を整備するとともに経営の改革を進め、持続可能な公立病院を築きあげることにあります。

当然、医療の質の向上と健全経営を両輪として病院経営が進められるべきであります。しかし
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ながら一方で、経営効率化を軽視すると病院の経営が成り立たず、結局、地域の医療提供体制

に支障が生じてしまうことにもなり兼ねないことに、注意が必要だといわれております。 
 現在、進めている新病院は富士川町と市川三郷町の共同経営です。病院の経営統合により２町

に応分の負担が生じることとなります。今後、自治体病院だからといって、無制限に税金投入

を続けることは財政的に困難であります。多額の税金投入が、引いては行政サービスの低下と

なって、直接的に町民の生活に暗い影を落とすかもしれません。富士川町として今現在、考え

られる単年度負担金の上限額はいくらぐらいと想定しているのか、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） 

 現在、新病院設置協議会におきまして、新病院の規模および医療提供体制、運営形態等につ

いて協議を進めていただいているところでありますが、現段階では全体像が明確にされていな

いため、経営予測ができない状況であります。 
 今後、新病院の全体像が明確になった段階で経営シミュレーションをすることになりますが、

その中で赤字補てんにはならないように、今後の病院運営をやっていただきたい、それは最も

願っているところでありますが、万が一、赤字が、最初のうちは出てくると思います。いずれ

医者が確保されれば、独自運営ができるようになっていくんではないかなと思いますが、ただ

経費の節減、一緒にやることによっての効率化等々を考えますと、やっていただきたいと思う

んですが、仮に赤字が出て、どのくらいまでその負担を想定しているか。想定は今のところし

ておりませんけども、うちの財政も裕福な財政ではありません。町の厳しい財政状況を考えま

すと、いろんなものを削っても１億円から１億５千万円くらいは覚悟しておかなければならな

いのかなというふうに考えています。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 財政課からこの財政シミュレーション、平成３２年度までの財政シミュレーションをいただ

きました。平成２３年度の決算ですね。今からですけども、これがどのくらいになるかという

目を向けると、年当初２５億９，６００万円あった基金残高が年度末には２０億９，６００万

円になる見込みです。実に１年で５億円の取り崩しです。基金積立額はゼロ円です。では３病

院を統合するであろう、平成２６年４月当初の基金残高はいくらぐらい見込まれているかです。

１５億８，９００万円です。２３年の当初残高から１０億７００万円の減です。４年間で１０億

円の減で、年平均２億５千万円の減額です。先ほど富士川町として、今現在、考えられる単年

度負担金の上限額を１億円から１億５千万円とお答えいただきました。 
 平成２６年度の一般会計歳入は７６億７，７００万円。歳出は７４億９，７００万円。２７年

度への繰越金が１億８千万円です。病院への負担金は、基金から捻出する以外はないと考えま

すが、間違いありませんか。 
 平成２６年度の一般会計歳入は７６億７，７００万円。歳出は７４億９，７００万円。２７年

度への繰越金が１億８千万円です。この２６年度というのは、３病院が統合して２６年度から

開院するという前提の年であります。そうすると一般会計のほうは補正も含めて、これはいっ

ぱいいっぱいシミュレーションをしてあると思いますので、例えば病院への負担金が１億５千
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万円かかるとしたら、この基金から捻出する以外はないですねということをお聞きしたいです。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 今回、行いました１０年間の財政シミュレーションでありますけども、２３年度決算見込み

を出しながらやっておりますが、これが若干、早い時期につくってありますものですから、今、

この２３年度決算もこの数字とはまた実際が変わってきます。シミュレーションですから。そ

ういう中で、今、２３年度も５億、基金を取り崩すことになっておりますけども、そこのとこ

ろは経費の節減も含めて、これは全部戻るような状況ではないかと考えております。 
 あとのシミュレーションも当面の２９年までのものについては、今、考えられるものを歳入

と全体の歳出を考えながら、そうはいっても基金もある程度、残しながらということでシミュ

レーションをしておりますが、当然今後、そういった状況になれば物件費、維持補修費、そう

いうところを削減しながら、そちらのほうにも充てていくことになると思いますので、すべて

が基金を取り崩してということでは、当然、基金の中も取り崩したり、積んだり、その運用を

していかなければならないと思っておりますが、先ほど言ったようにうちの財政を考えると、

最大出しても１億円から１億５千万円かなと、こんなふうに考えております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 再々質問ですけれども、地域医療体制調査検討委員会が新日本有限責任監査法人に依頼して

作成した病院統合のシミュレーションの数字を当てはめてみると、山梨大学から医師６人が参

加して峡南病院の機能を集約し、２病院を統合し、鰍沢病院の主たる機能を持たせたケースで

は１年目が３億４００万円の赤字です。しかし、このケースでは前提としての市川三郷町立病

院は３０床の医療療養病床に転換する前提条件でありました。佐藤素案では一般病床４０床、

それから医療用病床２０床、合計６０床にするので現在の入院機能の８割は残すことになりま

す。限りなく今の市川三郷町立病院の姿と変わらなくなり、医療スタッフの確保も当然必要に

なり、新病院として非常に非効率な体制になってしまうのではないかと危惧いたしております。 
 シミュレーションにある５年間の赤字額、合計９億３千万円を２町で負担すると４億６，

５００万円です。これは先ほど町長は物件費とか、いろんな一般会計のほうからも支出をおさ

えなければいけないということでありますが、仮にこの赤字額を基金から支出すると、基金残

高が平成３０年度で１７億３，７００万円から１１億２，４００万円に減ります。なおかつ、

この２６年の４月、病院統合といいますと運転資金というものが必ず必要になります。なぜな

ら、医療機関というのは支払われる診療報酬が大体３カ月前にいくんですね。患者さんは窓口

で負担しますけども、それは私であれば３割、２割、１割、こういう負担になるんですね。で

すから、それだけで病院の職員の給与や医薬品などの病院の必要な経費を賄うことはできない

んですね。 
 過日、３月８日の市川三郷町議会の一瀬正議員が一般質問の中で、市川三郷町立病院の平成

２３年度の３カ月間の必要経費を試算すると、約３億９千万円になると言われておりました。

１５４床くらいの社会保険病院の３カ月の支出の資料を調べてみました。これは、一瀬議員は

市川町立が１００床ですから、鰍沢はその１．５倍ということで、大体５億９千万円ぐらいか
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かるんではないかなとおっしゃっていたんですけど、私のほうで調べたところ、多いところで

は９億円を超えるところがありました。少ないところでは６億６千万円でした。規模や診療科

など違いがありますので、単純には比較できないんですけど、新病院が大体３カ月で６億円の

運転資金が必要となってきますと、市川町立の新病院で医療費合計で約１０億円が３カ月分、

運転資金が必要になるんですね。また富士川町では、負担する金額は５億円、当然半分ずつと

いう解釈になると思うんです。とすると１月、約１億７千万円、当面必要です。 
 しかしながら、民間でもそうですけど、当然、運転資金というのは３カ月ぎりぎりであれば、

資金ショートしたときに大変になってくるんですね。どうやって借りるのか、一時借り入れに

するのか、それは分からないですけども、だから病院経営というものは実際には５カ月、６カ

月、長期であれば１年という単位で運転資金を確保しております。 
 また平成２３年３月３１日現在、鰍沢病院には国有物品ですね。これがストック金額で総額

１３億７，５００万円、医療機器などがあります。これは買い取るときには国のものなので、

一緒にたぶん付いてくるとは思うんです。しかしながら、これらの機器の更新という、これは

当然、順次、更新するんですね。耐用年数とかありますからね。それからそのほかに病院独自、

全社連で取得した財産があります。これはＲＦＯの財産とはまた別個なんですね。そうすると

当然、これらのものは２町で購入しなければいけないんです。病院が取得した価格というのは、

たぶん何億円という金額になってくると思うんです。こういった医療機器。 
 さらに病院の建物は３５年から４０年ごとに更新するといわれております。ちょうど市川三

郷町立病院は、昭和４９年１１月開院ですので、今年３８年を経過します。ですからちょうど

建て替えという時期にきていて、今度建て替えをどうしようという話が出ているわけでありま

す。 
 市川町立が６０床の病床を、機能を持ったまま建て替えすると、シミュレーションの感覚で

計算すると約１９億円の建て替え費用が見込まれるんですね。富士川町が約９億５千万円、鰍

沢病院の規模の建て替えはシミュレーションにも出ておりますけども、４７億３千万円といわ

れております。その半分で２３億５千万円を今後、もうすでに鰍沢病院は１０年経過していま

すからね、あと３０年であります。では積み立ては、鰍沢病院のお金くっついてくるか、もれ

なく付いてくるか、付いてこないんですね。あれは全社連のものですから。今後、これだけの

財政負担があるものを町が耐えられると考えているのか、財政担当にお聞きいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 今度、今、予定しております新病院は佐藤素案もそうですが、私どもも一部事務組合をつくっ

て、そこで経営をしていこうということですから、町の財政は赤字のときにどうするかという

とは、今後残るにしても、病院事業会計でありますので、そういった診療報酬の医療費が入っ

てこない段階は一時借り入れということでやっていくことになりますので、町からの負担はそ

のときにはないものと考えております。 
 町の財政もそうですが、補助金にしても交付金にしても年度末に入ってくるものですから、

当然、年度の中間には基金を取り崩したり、そしてまた基金を運用したり、足りないところは

一時借り入れをしたり、しのぎながら、１年を通して精算をしていくということになります。 
 赤字の部分、そして機器購入の部分というのも今後、考えられるわけですが、赤字の部分は
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うちの町で出せるのは、先ほど言った数字でありますけども、それ以外の部分はいろんな補助

金も活用しながら、またやっていかなければならないと思いますが、何しろこの地域に医療が

今、こういう状態だということから、この医療再生計画というのが出てきました。富士川町は

これまで病院経営をしておりませんから、全然、手を携わらないということであれば、それも

１つの案かもしれませんけども、住民の皆さんからいけば、この地域から医療がなくなっては

困るというのが一番の問題でありますので、そうやって、かつて経営していたところでできな

いのであれば、行政も手を出していかなければならないかなということで、この市川三郷町と

一緒に設置協議会を立ち上げたところであります。 
 いずれにしても、病院はお金を出すのが駄目ということであれば、これはすぐ抜けてもいい

です。ただ、その場合に両病院、３つの病院とも今の状態だと、あと何年もつか分からないと

いうことでありますから、３病院の統合という話が進んできたわけでありますけども、それで

議会の中からも３病院統合が望ましいというご意見をいただく中で、私どもも市川三郷と交渉

に入っているということです。 
 今後もそこの部分が変わらない限りはやっていかなければいけない。そしてこの病院の最終

判断も医療の提供体制も当然あります。ただ、今まだその後の姿が見えませんから、これでい

けるということになれば、厚労省とも交渉しながら病院の購入金額も決まってくると思います。

購入するにしても、地域再生医療基金の中から購入する予定でいますから、それ以上のことを

いわれると、とても手が出せないという状況になりますので、それも１つの判断材料になって

くると思います。 
 ですから、ただ単に市川三郷と、今の段階ではいけるのかどうなのかという判断を年度末ま

でにし、その後いろんな交渉がまた出てきますので、そういう中で鰍沢病院の簿価といいます

か、帳簿上の価格は７０億円とも８０億円も記されているような話も聞いておりますが、うち

のほうでできるのは、医療再生基金の中で購入するということを考えていますので、それ以上

の大きな金額を言われても、とても富士川町、あるいは市川三郷町で手が出せる状況ではない

んではないかなと考えています。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 私が言いたいのは、例えば町営住宅に住んでいる家族が一戸建ての家を造ろうと。では間取

りはどうしよう、外観はどうしよう、一生懸命家族で夢と希望を話し合って形にしていく。で

もそこで普通の家であれば、当然それが実現できる資金計画をどうするか、一緒に話をしてい

くんですね。間取りや外観をどうするばかりを話しても実現できないんですね。では、そのお

金をどういうふうに調達しようと、当然考えることだと思うんですよ。今まで県が主体的にやっ

てほしいといってきたけども、なかなかしてくれなかった。でも私はこの峡南北部の地域の志

村町長をはじめ久保町長、そして委員長、議長がこれだけ取り組んで苦労してきた。県が、で

はここはもう医師の適正配置計画、県が主導権を持って医大ばかりではなくて、中央病院を含

めて市町村を交えて協議の場をつくっていこうと。僕はこういう流れになったと思うんですよ。

だから決して調査検討委員会も協議会も僕は無駄ではなかった。これがあったからこそ、県が

重い腰をあげて、はじめてそうやって主体的にやってきたと思うんですよ。ですから、さっき

町長が言ったけども、お金がなければとか、やりたくなければやめてもいいという、そういう
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問題ではないんです。やっぱり病院をどうするかと。一緒に財政的な裏づけを当然、考えてい

かなければ夢と希望で間取りを決めたって実現できないなんて、かえって家族ががっかりして

しまうんですよ。だから私は、そういうことを一緒に考えていかなければ駄目ではないかとい

うことを言っているんです。 
 では、次に３番目に移ります。 
 市川三郷町との新病院の経営に伴い、富士川町はどのような経営形態を考えているのかをお

伺いしますということで、平成２０年９月の山梨県議会では、県立中央病院の経営のあり方に

ついて議論されておりました議員の一人は、現状の県立中央病院は地方自治法や地方公務員法、

地方公営企業の３法が適用されるため、制約が多すぎる。３法適用のまま健全経営を目指すこ

とは困難である。これらの法律の制約があることから、県内の公立病院の医師派遣も難しい。

したがって、経営形態は非公務員型であり、一般地方独立行政法人が最も適していると考える

と発言しました。それに答えて知事は、地方独立行政法人化は自主的・自立的な経営が行われ、

責任が明確になる独立した法人格を持つことで、県の関係部局との協議が大幅に省略され、現

場のニーズに即した意思決定が可能になる。大幅な看護師の増員が必要な７対１の看護基準導

入、医師採用も前向きに検討できるなどのメリットがある。優れた経営形態として検討に値す

ると答えました。最終的には公務員型に落ち着きましたけれども、地方独立行政法人化されま

した市川三郷町との新病院の経営に伴い、富士川町はどのような経営形態を考えているのか、

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） 

 自治体病院の経営につきましては、その特徴として不採算部門を持つために人件費や材料費

などの経費を比較して、収益を得にくいという構造的な問題が１つあります。また民間病院に

比べて人件費率、材料費率が高いことから自治体病院における経営を圧迫している要因の１つ

になっていることは承知をしております。新病院の設置に伴う経営形態につきましては、医療

機能部会の中で検討をしていただくことになっております。その中で検討され、協議会におい

て方向を示すことになっておりますので、富士川町としてどうこうというよりも、医療機能部

会の中でしっかりと検討していただきたい、こんなふうに考えています。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 私は、これは一瀬議員が町長に質問するのをお聞きいたしました。町長はどういう姿勢で、

この病院統合に向いていくんだと。一瀬議員は３病院統合に反対であると。医療の病院をその

まま残してほしいということをおっしゃったんですね。私もできるだけ、市川町立の今のまま

の機能を残していきたいと、そういう気持ちは同じであると。そういう感じの答弁をなさって

いました。やはり、それが町益というものを大事する町長であり、議員だと思うんですよ。そ

れが今になってはいけませんけども、やはりそこは町を代弁して町益を考えているんですね。

そうであれば、富士川町として、こんな地方公営企業法の全適なんていうのは、長隆先生とい

う方がおっしゃるんですけども、改革がきちんと行われる保証がないわけで、公的病院改革ガ

イドラインでは全適を否定的に捉えているところである。全適にするとか、しようとかという
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話ではない。改革プランなんて認められないと考えられる、これが全適だよとおっしゃってい

るんですね。やはりそうであれば、町としてどういう姿勢で臨むかというものは、協議会で決

めるということではなくて、町として財政的な負担、それから運営を臨機応変に柔軟に、病院

長のリーダーシップがとれる、こういった形態を考えるんだと。こういう積極的な姿勢がぜひ

ほしいと思います。 
 時間がないので、次の２の地域包括支援センターと利用者、地域住民と地域包括支援ネット

ワークについてということで、（１）に入ります。 
 昨年９月に、町営殿原団地で介護中の母親への傷害致死事件が発生いたしました。地域包括

支援センター職員は事件当日の午前中も自宅を訪問し、母親の身体条件について長男と面談し

ておりました。平成１９年３月以降、毎月１回、職員が定期的に訪問していましたが、新聞で

報道されていたような親子ゲンカや長男が暴力をふるっていた状況は、見受けられなかったと

聞いております。 
 この件に対し、新聞報道のとおりの日常的な暴力があったとすれば、地域包括支援センター

として、なぜ気がつかなかったのか。どうすれば状況が把握できたのか。地域住民との関わり

は今のままでよいのかなどの検証と再発防止策を検討したのか、お伺いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 福祉保健課長、深沢茂樹君。 
〇福祉保健課長（深沢茂樹君） 

 秋山貢議員のご質問にお答えさせていただきます。 
 昨年９月に町内で発生した介護中の母親に長男が暴行を加え、死なせてしまった事件につき

ましては非常に痛ましい事件となってしまいまして、高齢者介護に関わる行政を担う者といた

しまして、大変遺憾に思うところでございます。 
 新聞報道では長男が日常的に暴力をふるっていたということですが、警察関係者への話では

日常的な暴力行為はなかったと聞いておりますが、３月中に公判が開かれるということですの

で、司法の場において、その事実関係が明らかにされるものと思われます。 
 当該家庭に対する包括支援センターのこれまでの対応でありますが、長男が平成１９年３月

に母親のデイサービス利用の相談に訪れ、介護保険の認定申請を行い要支援２の認定を受け、

社会福祉協議会のデイサービスについて週２回の利用がはじまり、包括担当職員が月１回、定

期的な訪問を行い、長男、母親と面談し心身状況の把握を行っていました。 
 また長男から支援センター窓口や電話による相談も常時、受けている中で介護支援を行って

おりまして、介護にあたる長男および母親とは良好なコミュニケーション形成ができていると

いう認識を持ちながら対処してきたところであります。 
 実際に母親の身体状況を目視・確認できる社協のデイサービスにおいても、介護にあたった

職員からは外傷等の形成は見受けられず、暴力行為の所見はなかったという報告がありました。

このように包括支援センターと社会福祉協議会が関わり、介護支援に努めてきたところですが、

当該親子の心情までを十分把握することができず、こうした痛ましい結果となってしまったこ

とにつきましては、包括支援センター職員として支援に対する関わり方に力不足の点があった

ことは否めません。 
 この事件の背景には男性が一人で介護をしており、悩みを心に秘めて抱え込んでしまった状

況や地域社会とのつながりが希薄化され、周囲に見えにくくなっていることに加え、仕事を持
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たない中での介護という、経済的な問題などが重なる中で引き起こされてしまったことがうか

がえます。 
 特にこの世帯の属する地区では自治会組織が廃止され、近所付き合いもなくなってしまった

ことと、担当職員も虐待リスクを察知するための近隣住民等への聞き取りを行わず、情報把握

に努めなかったことも問題の一端であったと認識しております。高齢者虐待防止への取り組み

につきましては、これまで介護事業所、担当ケアマネージャーと包括支援センターとの定期的

な連絡会議をもち、実際にデイサービス等を受け持つ介護事業所に対して、外傷・行動面など

に見られる高齢者虐待サインのチェックによる早期発見や、虐待を察知した場合の包括支援セ

ンターへの速やかな情報提供の徹底を周知しているところです。 
 また、情報提供や虐待を察知した場合の対応として包括支援センター、担当ケアマネージャー、

介護事業所、家族を交えたサービス担当者会議を開き、当事者に虐待に対する認識と理解を求

め、介護負担の軽減等が図られるよう、サービス調整による支援を行っております。地域福祉

を担われている民生委員さんにつきましても、事件発生後の民生委員会の折に事件経緯の説明

を行い、改めて地域の見守りと情報提供をお願いしたところであります。 
 次にこれからの取り組みになりますが、隣り近所の状況を把握しやすい地域住民との連携協

力が一番必要であるため、高齢者虐待への理解と対応について、地区での学習会等を通して意

識啓発に努めるとともに、虐待行為は家庭内の見えにくい部分に潜んでいるため、介護行政に

携わる職員として、虐待サインを的確に察知できるよう緊張感を持ちながら資質向上に努めて

まいります。 
 現在、高齢者のいる全世帯を対象に実態調査を実施しておりますが、この中で介護状況から

１対１の介護世帯等の把握により、虐待リスクも浮かび上がってくるものと思われますので、

虐待を未然に防げるような支援に結び付けてまいりたいと思います。また、峡南管内町の包括

支援担当者が共同して、高齢者虐待防止マニュアルの策定を進めているところです。 
 今後、高齢者虐待の予防と早期発見・早期対応・再発防止のため、包括支援センター、関係

機関、地域団体等が相互に連携しあう包括的な支援体制ネットワークを組織し、高齢者の安全

に取り組んで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。時間１分半ほどです。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 丁寧な説明で時間を使っていただいてありがたいんですけども、この前にもこういったケー

スがあるんですね。平成２３年２月４日の日に長女の方と同居していたら、お母さんが暴力で

妹の家に避難していたということで、この町の生活ハウスを利用していたんですね。この殿原

の事件、それから青柳でも１月に息子さんとお母さんが同居している中で、民生委員さんが８月

から関わって、１２月にこの生活環境ではこの冬は越せないよと。だから包括のほうで行って

確認してほしいということをお願いしたにもかかわらず、なかなかそこへ行っていただけな

かったと。でもこの地域包括センター業務マニュアル、これは厚労省が平成１７年に出したも

のなんですけど、ここにはこう書いてあるんです。例えば民生委員を通して家族との接触、身

体障害者福祉センターの相談員と一緒に居宅訪問をしての、日常生活上のニーズの把握など書

いてあるんですね。それからまた、地域包括支援センターにはどのようなサービスを利用して

よいか分からない住民に対して、１カ所で相談できるサービスの調整に対する機能を発揮する、
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いわばワンストップサービスの拠点としての機能をすることも期待されていると、こうあるん

ですね。やはりこれから地域包括ケアシステムというものを、包括センターが中心になってやっ

ていくのであれば、こういうふうな、せっかく連携するといっていながら、その判断を個の職

員に委ねることなく、課で情報を共有して組織として、そういった民生委員さんたちの思いに

寄り添って応えていく、こういったことをやっていかないと、いくら口でやります、ネットワー

クいたしますといっても、現実問題がそうではないんですね。ぜひ、そのへんはそういう方向

で、個で判断することなく組織で共有して課長さんの考えているとおりのことを包括支援セン

ター職員一人ひとりにぜひ徹底していただきたい。これで私の質問は終わります。 
〇議長（望月邦彦君） 

 以上で通告７番、３番、秋山貢君の一般質問を終わります。 
 以上で、一般質問を終わります。 
 本日の日程は、全部終了しました。 
 本日は、これにて散会とします。 
 ご苦労さまでした。 

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

 平成２４年第１回富士川町議会定例会第３日目の本会議に、議員各位には大変お忙しいとこ

ろ、ご出席いただきまして誠にありがとうございます。 
 これから、平成２４年第１回富士川町定例会第３日の会議を開きます。 

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

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

配布したとおりです。 
 本日は質疑の日程になっておりますが、補正予算案１２件については質疑終了後、討論、採

決を行いますのでよろしくお願いします。 
 また質疑の回数は、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。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第２ 承認第１号 専決処分の承認を求めることについて（平成２３年度富士川町一般会計

補正予算（第７号）） 
   日程第３ 承認第２号 専決処分の承認を求めることについて（平成２３年度富士川町簡易水道

事業特別会計補正予算（第３号）） 
   日程第４ 承認第３号 専決処分の承認を求めることについて（平成２３年度富士川町水道事業

会計補正予算（第３号）） 
 以上の３議案は補正予算案でありますので、一括して議題とします。 
 これから、承認第１号から第３号までの質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑なしと認めます。 
 以上をもって、承認第１号から第３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５ 議案第１号 富士川町住民基本台帳カードの利用に関する条例の一部を改正する

条例について 
   日程第６ 議案第２号 富士川町防災会議条例の一部を改正する条例について 
   日程第７ 議案第３号 富士川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条

例について 
   日程第８ 議案第４号 富士川町特別会計設置条例の一部を改正する条例について 
   日程第９ 議案第５号 富士川町税条例の一部を改正する条例について 
   日程第１０ 議案第６号 富士川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 
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   日程第１１ 議案第７号 富士川町手数料条例の一部を改正する条例について 
   日程第１２ 議案第８号 富士川町公民館条例の一部を改正する条例について 
   日程第１３ 議案第９号 富士川町社会体育施設条例の一部を改正する条例について 
   日程第１４ 議案第１０号 富士川町介護保険条例の一部を改正する条例について 
   日程第１５ 議案第１１号 富士川町営住宅管理条例の一部を改正する条例について 
   日程第１６ 議案第１２号 富士川町有住宅管理条例の一部を改正する条例について 

 以上の１２議案は条例の一部改正案でありますので、一括して議題とします。 
 これから、議案第１号から第１２号まで一括して質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 ６番、齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 それでは、まず第１号の住基カードの利用に関する条例について、一言質問をしたいと思い

ます。 
 住基カードの利用、４月１日からできるというお話でありましたけども、実際には古いカー

ドについては、４月１日からの利用ができないと。システム上、どうも古い住基カードの中に

データを入れることができないと。古いカードは、私が聞いたところでは７月以降でなければ

使えないというふうなお話を伺いましたけれども、その経緯についてご説明を願いたいと思い

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） 

 それでは、齊藤議員の質問にお答えします。 
 古いカードに書き込みができないということで、合併前の平成１５年から今年の１月までに

財団法人の地方自治情報センターへ委託して、住民基本台帳カードを作成してきたところであ

ります。今回のコンビニ交付を導入するにあたり、１月末の運用試験を行いました。そうしま

したら、２種類のメーカーによるカードで発行していることが判明いたしました。これは平成

１５年から平成２２年１２月までは共同印刷社製のカードで、平成２３年１月以降から現在ま

ではＮＴＴデータ製のカードということになっております。 
 このうち共同印刷社製のカードは、現時点では書き込みをすることができないことが１月末

の運用試験で判明いたしました。このため共同印刷社製の住基カードをお持ちの方が窓口に来

庁をしたときには、事情を説明してコンビニ交付のアプリケーションを入れた、今、新規カー

ドを発行しております。現在のところ、共同印刷社製の住基カードをお持ちの方が来庁した人

数ですけども、３８名の方が来庁しております。現在、町では即日交付をしているカードはＮ

ＴＴデータ製のカードで書き込みをしておりますので、現在はまったく問題ありません。 
 共同印刷社製のカードへのコンビニ交付のアプリケーションを入れる対策としまして、７月

の住基法の改正に伴うシステムを改修に伴いまして、財団法人 地方自治情報センターが全国

の市町村にすべてのカードが読み込めるカードソケットを無料で配布することとなりました。

これがまもなく配布される見込みですので、県内のコンビニ交付をしている先行６団体、これ

は富士吉田市、韮崎市、笛吹市、甲州市、南アルプス市、富士河口湖町と同時にシステム改修

を行いまして、５月ごろには書き込みができる予定であります。 
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 以上です。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ６番、齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 了解しました。 
 続いて８号の、公民館条例について、１つお尋ねしたいと思います。 
 改正条例の内容を見ますと、本町１区から３つに区を統合し、北、中、南ということですけ

ども、公民館の設置というところを見ますと、実はすべて鰍沢となっています。どこの公民館

なのかというのが、３つが鰍沢という地点になっていると分かりづらいんですけども、公民館

条例を見ましたら、実は増穂地区は長沢なら長沢、最勝寺、青柳となっていまして、ここも実

は番地は入っていません。ただ地区に１つしかないので、特定は可能なのかと思うんですけど

も、鰍沢地区の場合には公民館の場所がすべて鰍沢となっている。どこがどこの公民館なのか

が明確にならないんですけども、その点はどのように考えているのかお伺いしたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 生涯学習課長、望月親人君。 
〇生涯学習課長（望月親人君） 

 それでは、お答えします。 
 改正前の条例に合わせたということと、それから現在、区の合併によりまして、地区公民館

をどこにするか、各区で協議をしております。まだ、地区公民館の位置が決定していませんの

で、こういった改正方法でありましたけども、必要であれば地番まで入れた条例改正も考えた

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） 
 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。 
 １２番、小林進君。 

〇１２番議員（小林進君） 
 今の齊藤議員の質問に関連でございますけども、旧鰍沢町の区の編成が２４年度からなされ

るということでありますけども、新しい公民館は当然、造るのか、どこかが代用するんだと思

いますが、今までの地区公民館の運営はどうなさるのか。今まで、旧増穂さんの場合は長沢区

の公民館があった。しかし、その中に組の集会場があるのかどうかはともかくとして、これか

ら再編する中で旧鰍沢町の場合は７つの区が、仮に中区にすれば、７つの区が一緒になって新

しい公民館をそうやって造らなければならないと思いますけども、今まで使っていた公民館が

集会場になるとするならば、その維持管理は組がするのか。それとも区の中でやってくれるの

か、維持管理。現在の例ですけども、鰍沢のもとの４区。緑町、八幡町の。緑町が公民館にな

りました。そして東沢の集会場、もとの八幡町の公民館は集会場になっていますけども、その

維持管理は４区の中でやってくれたんです。今後は、それがどういうふうになるのか、見解を
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お願いします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 生涯学習課長、望月親人君。 
〇生涯学習課長（望月親人君） 

 お答えします。 
 今まで６つの公民館が今度は３個になるわけです。北地区公民館につきましては、今までも

１区ですから問題はないわけですけども、中区の地区公民館につきましては、これまで４区の

３つあった公民館が１つということになります。原則的には、各区に地区公民館は１カ所です。

ですからこれまで３カ所あったうちの２カ所につきましては、地区の集会場という位置づけに

なります。管理運営につきましては、これまでどおり各地区でお願いするわけですけども、公

民館の活動補助につきましては、３年間ぐらいは今までどおり各公民館活動費として３地区公

民館分を３年間ぐらいは継続して補助していこうという考えでおります。 
〇議長（望月邦彦君） 

 １２番、小林進君。 
〇１２番議員（小林進君） 

 ３地区公民館というのが理解できません。１つの例とするならば、鰍沢、中区、７つの区が

１つになって公民館を１つ造る。そうすると残りの、おそらく造るということだから、今、７つ

のどこか１つにするには、残りのものの集会場になると思いますね。そこの３つというのは、

どこの３つですか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 生涯学習課長、望月親人君。 
〇生涯学習課長（望月親人君） 

 今の７つというのは、旧鰍沢の時点のですよね。今、中区というのは本町２区、３区、４区

が合わさって今度は長くなりますね。これまではこの２、３、４に１カ所ずつ、３カ所の地区

公民館がありました。これが今度は１つになります。中区の地区公民館、そうすると残りの２つ、

今まで新町になって地区公民館といっていた２カ所は集会場になります。ということです。公

民館の再編によって集会場になった分については、３年間だけは活動費を補助して継続したい

ということです。 
〇議長（望月邦彦君） 

 １２番、小林進君。 
〇１２番議員（小林進君） 

 ３回目だから、これ以上言えないと思うけども、解釈が違うんです。僕が言ったのは、今ま

での地区公民館が集会場になる。集会場になった、その維持管理は今までの区でやっているこ

となんだと。それが今回は改正になったときには、地区公民館の補助金うんぬんは組でやるの

かということであります。３年間が２つだけのことだ。今まで７つあった。３つは、今ある、

２区、３区、４区の公民館はみてくれるということです。この前にあった組。組にある集会場

の維持管理、今までは組費の中からやってくれていたんだと。それも今回、ずっとやってくれ

るのかということを聞いているけども、３つ、３つというから。 
〇議長（望月邦彦君） 

 生涯学習課長、望月親人君。 
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〇生涯学習課長（望月親人君） 
 今までも集会場につきましては、管理運営費は町は一切払っておりません。ですから、あく

までも組なり、班なりの管理になります。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３回までとなっておりますので、以上で終わります。 
 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） 
 引き続き、小林議員と同じようにこの公民館の条例の一部改正ということで、この公民館条

例というのは当然に根拠法というものがありまして、この条例は社会教育法第２１条第１項の

規定に基づき、公民館の設置および管理運営に関し、必要な事項を定めるというふうになって

おりまして、では社会教育法、公民館の設置者、第２１条第１項ということで公民館は市町村

が設置するとなっております。今現在、設置するというのは費用も含めて、運営費も含めて市

町村が設置するということなんですね。現在の富士川町の形態というのは、先ほど集会場とおっ

しゃいましたけども、例えば小林地区の公民館にしても、町長のおっしゃるとおり１世帯当た

り１万円の補助を出して、地区で建てていただくというふうになっていますけども、本来的に

はこの公民館というのは、市町村が設置する法律になっているんですね。社会教育法は。であ

れば町が補助金を出して、地区が設置するということは本末転倒ではないかということが実は

教育振興基本計画の会のときに、ある議員さんが問題提起なさったんですね。私も大変恥ずか

しながら調べさせていただきまして、やはりその議員さんがおっしゃるとおり、公民館という

のは設置するということを市町村がすべきことなんですね。だから、市町村がすべきものを地

区で補助金を出して地区で建ててくださいというのは、これは違うんだと思うんですよ。 
 先ほどから出ている集会場、集会場の位置づけというのはどの法的根拠があって集会場と富

士川町では理解しているのか。例えば小林の地区公民館は町から補助金を出して、区の方も負

担して、それから県のコミュニティの事業の補助金をいただいて建てて、名義は富士川町になっ

ているわけですね。本来的に地縁団体の登記をすれば、小林区で登記できるんですね。もし、

町の考えであれば富士川町ではなくて小林区で登記すべきなんです。それが富士川町で登記さ

れているんですね。それで駅前のところの公民館を新築しましたけど、あれは集会場というこ

とで、費用は全額コミュニティの補助金を出して、町が建ててあげたと。そういった地区公民

館は本来的には、富士川町で公民館は市町村が設置する社会基本法になっているのに、そうで

はないと。それから集会場に関しては、公民館ではないから富士川町が全額出して設置してい

ると。これが社会教育法の公民館の設置者、この法令と合っていないんではないかと、こうい

う提議をされて私もそう思うんですけども、町の見解をお願いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 生涯学習課長、望月親人君。 
〇生涯学習課長（望月親人君） 

 お答えします。 
 ちょっと先に整理しますけども、社会教育法第２１条の１項で公民館は市町村が設置する。

それから３項で運営上、必要があるときには分館を設けることができるというふうに規定をさ

れております。これを受けまして、町の公民館条例の第２条で社会教育法第２１条の１項によ
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る公民館を設置する。 
 ３条で公民館は中央公民館と称し、富士川町青柳町の３８８ですか、町民会館に置くと定め

ております。 
 ４条で、ここで中央公民館のほかに分館と地区公民館を置くというふうに、ここで地区公民

館が出てくるわけです。この地区公民館が社会教育法でいう公民館になるのかというのは、

ちょっと不明な部分もあるんですけども、ただ公民館条例の中に規定をしていくということで

すので、町が設置したものと解釈はできると思います。 
 集会場につきましては、町が建設したものもありますけども、今回のこの地区公民館につき

ましては、すべて各地区で建設をして所有をしているものですので、そこに対して町が補助す

るということについては、なんら問題はなかろうと思います。ただ、１つ問題になりますのは、

ただいまの質問にもありましたように、小林公民館です。当初は町が補助金を出して区のほう

で建設をする、地区のほうで建設をするという予定でした。これが宝くじの助成事業を、コミュ

ニティ助成金をいただくということで、町が事業主になりました。実績報告をする中で、町の

登記が必要でした。ですから、登記簿上は町の所有となっています。この扱いにつきましては、

今後、改築を予定している公民館もあります。そのときに少しでも補助をいただくということ

で、コミュニティの助成金を申請するとまた同じような問題が出てきます。 
 結論は、今どうしたらいいのかというのが結論が出ませんといいますか、難しい問題です。

もうしばらく検討をさせていただきたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 先ほど、この地区公民館が社会教育法にいう公民館にあたるかは明確ではないとおっしゃい

ましたけど、この富士川町の公民館条例のまず第１条が、この条例は社会教育法第２条第１項

の規定に基づきでありますから、この社会教育法の第２１条第１項というのは、公民館は市町

村が設置するといっているので、富士川町の中央公民館であろうと分館であろうと、これは社

会教育法の２１条１項の公民館なんですね。この条例自体がそう定義していますからね。であ

れば、やはりそこはちゃんと整理して、もしそういった地区公民館という自治会でやる公民館

は、この社会教育法に公民館類似施設とあるんですね。４２条に。公民館に類似する施設は何

人もこれを設置することができるという規定があるんです。であれば、ほかの自治体では、例

えば町の公民館は２１条第１項、それから自治体の集会場とか公民館は社会教育法の４２条と

いうふうにすみ分けをして、そういったところであれば、例えば町の建設補助金を出すとか、

自治会の建設費の分担金を出すとか、そういったことを法的根拠に基づいて出せるんですね。

やっぱり、そういうふうに明確に、この法律の根拠を定義づけて、地区の公民館はこういう位

置づけだから、町の分担金も補助金も出させるんだよと、そういうことをしっかり法的根拠に

基づいて整理する必要があると思うので、課長さんおっしゃるとおり、すぐには難しいと思い

ますけど、ただ時間を決めて、例えば来年度中には結論を出して、正式にやるということが確

約できるのか、その点についてお願いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 生涯学習課長、望月親人君。 
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〇生涯学習課長（望月親人君） 
 ちょっとこの場で、いつまでにということは申し上げにくいんですけども、なるべく早い時

期に検討をして方針を定めたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 ぜひ、まだ３月ですからね、来年１年をかけて整備をして、２５年度からこういう方向でい

くよということをぜひ町民の皆さんに納得できる提案の仕方をお願いして、私の質問を終わり

ます。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ほかに質疑はありませんか。 
 永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 ５号の税条例の一部改正のところを質問したいと思います。 
 個人の町民税の税率の特例というところで、以前、これに関して説明していただいたわけで

すけれども、これは自治体の復興防災対策費の財源確保というようなご説明があったと思いま

すけれども、期限が平成２６年６月から平成３５年６月までと、この１０年間ということで決

められているわけですけれども、これはこの１０年間が終わったら、またもとに戻るというふ

うに考えてよろしいですか。 
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） 

 それでは、お答えをさせていただきます。 
 附則２４条の個人の町民税の税率の特例、この部分が１０年間、それを過ぎたらいかがなる

ものかということですけども、これは１０年間ということで決めてございますので、１１年目

になりますと、もとへ戻るということになろうかと思います。しかしながら、退職所得の分離

課税の部分につきましては削除しておりますので、これにつきましては、また条例等の改正が

必要になってくると。ですから、自動的に戻るということにはならないと思います。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 そうすると、この復興防災対策費、全体ではいくらぐらいになるというふうに考えてよろし

いんでしょうか。 
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） 

 現在１月末で住民税の納税義務者、この方、７，８６３人おりますので、均等割５００円が

増えますと、税収のほうが約４００万円の増収になるわけです。これが１０年間ということで

すので、４千万円ということになります。 
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〇議長（望月邦彦君） 
 永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 先日いただいた、この説明資料によりますと、これは平成２６年からということですけども、

平成２４年度から森林環境税が県民税の中に加わるということで、そうすると来年からそれは

始まるわけですから、平成２６年からはプラス県民税が１千円ということで、町民税が５００円

で１，５００円アップというふうに考えてよろしいでしょうか。 
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） 

 先立ってお配りしました資料の中に表をつくってございますけれども、ご覧をいただきます

と、２４年の６月から県民税分の均等割について１，５００円ということですので、町民税と

合わせて４，５００円。２６年の６月以降につきましては、町民税の均等割が５００円。それ

から県民税の均等割、さらに５００円ということになりまして、５，５００円ということにな

るわけでございます。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ８番、永井寛子さん。３回質問されておりますので。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 終わります。ありがとうございました。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ほかに質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑なしと認めます。 
 以上をもって、議案第１号から第１２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１７ 議案第１３号 平成２３年度富士川町一般会計補正予算（第８号）について 
   日程第１８ 議案第１４号 平成２３年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）に

ついて 
   日程第１９ 議案第１５号 平成２３年度富士川町老人保健特別会計補正予算（第１号）について 
   日程第２０ 議案第１６号 平成２３年度富士川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

について 
   日程第２１ 議案第１７号 平成２３年度富士川町介護保険特別会計補正予算（第４号）について 
   日程第２２ 議案第１８号 平成２３年度富士川町介護サービス事業特別会計補正予算（第２号）

について 
   日程第２３ 議案第１９号 平成２３年度富士川町奨学金特別会計補正予算（第１号）について 
   日程第２４ 議案第２０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４号）に

ついて 
   日程第２５ 議案第２１号 平成２３年度富士川町下水道事業特別会計補正予算（第３号）につ

いて 
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   日程第２６ 議案第２２号 平成２３年度富士川町営農飲雑用水特別会計補正予算（第２号）に

ついて 
   日程第２７ 議案第２３号 平成２３年度富士川町活性化事業特別会計補正予算（第３号）につ

いて 
   日程第２８ 議案第２４号 平成２３年度富士川町水道事業会計補正予算（第４号）について 

 以上の１２議案は平成２３年度の補正予算案でありますので、一括して議題とします。 
 これから議案第１３号から第２４号まで、一括して質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 それでは一般会計の補正予算で、継続費の補正が出ています。マスタープランの作成業務と

いうことで、補正なんですけども、継続費というのが議員の皆さんも当然、ご理解なさってい

ると思うんですけども、会計年度独立の原則の単年度主義では特例的な扱いということで、こ

の継続費をいったん議会が議決いたしますと、各年度の年度額は義務的経費ということで、こ

の部分については当然、議会は削減することができないということになっていますので、この

へんは慎重に審議していく必要があるかと思って、あえてお聞きするんですけども、こういう

ふうに金額が補正されているということであれば、その数字の根拠というものと日程的なもの

がある程度、担当課では出ていると思うので、その点についてご説明をお願いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 建設課長、堀内尚巳さん。 
〇建設課長（堀内尚巳君） 

 それでは、ただいまのご質問にお答えいたします。 
 都市計画のマスタープランにつきましては、平成２３年度の当初予算にそこにお示しします

とおり、補正前の金額で３カ年で１，６００万円を計上させていただいたところでありますが、

今回、２３年度中に業者のほうが決まりまして、プロポーザルの選定で業者選考をしたわけな

んですけども、そのプロポーザルの関係で業者のほうが決まりまして、改めて業者から見積も

りをとりまして、１，４０７万円ということで契約に至りました。 
 そのため、補正後ということで減額させていただくわけなんですけども、３カ年の年割の金

額も補正させていただいておりますのは、私どもの課のほうで立ち上げが、都市計画のマスター

プランの作成にあたりまして、立ち上げが遅くなったということもあります。このへんにつき

ましては、昨年度、災害の関係とかもありまして、なかなかそのへんで時間がかかりましたの

で、そちらのほうに立ち上げることが、ちょっと日程的に遅くなったということがありまして、

今年度の事業年割の金額が本来でしたら、当初の予算の中では現況を把握しまして、そして課

題のところまでまとめて、とりあえず初年度、２３年度終了する予定でおりましたけども、そ

こまで至らずアンケートの調査、現況の把握はもちろんですけども、実施しまして、アンケー

トの調査の配布をしたり、それから住民会議等をするにあたっての募集をかけたり、そういう

ところまでということでなりましたので、それ以降の部分につきまして、２４年度のほうに送

らせていただいたということで、それぞれ年度にあたりましては中間報告を受ける予定で、今、

年度末、３月ですけども、業者のほうから中間報告書をまとめて提出させる予定になっており

ます。 
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 以上でございます。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 そうすると、２３年度の残りの分の事業と当初の２４年度の計画を来年度やっているという

ことで、この２５年度というのはどういうふうな予定になっているのか、お願いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 建設課長、堀内尚巳さん。 
〇建設課長（堀内尚巳君） 

 ２５年度につきましては全体の構想の策定、それから地域別の構想、今、考えておりますの

は３地区。都市部と、それから中山間地域を２つに分けてという考え方でおりますけども、そ

この地域別の構想の策定、実現化の方策の策定、調整と計画書のまとめ、それから計画書の印

刷というようなことで考えております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 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。 
 ６番、齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 それでは１点、確認したいんですけども、まず収入のところで雑入、これは６ページですけ

ども、補正の。一般の。ここに自治総合センター助成事業（夏まつり）２００万円減とありま

して、たぶんこの内容というのが商工振興費、１８ページですけども、ここで２００万円減と

いう、私はそのように理解していますけども、助成事業といわれるといただけるものかなとい

うふうに思っているんですけど、どうもこれを見るとそういう性質ではないというような感じ

なんですけども、この点ちょっと説明を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） 

 お答えします。 
 この関係は、商工会が主催していますＲ５２の補助金の関係でございまして、町のほうも歳

出的には２００万円という形で毎年予算を盛っています。それも今まで県の補助金とか、あら

ゆる、そういうふうなイベントに使える補助金をいただいて、２００万円を商工会のほうにＲ

５２という形で支援をしてきたわけですけど、２３年度もそれがいただけるものという形で当

初挙げている、歳出のほうも２００万円という形で考えていたわけですけども、今年、なんか

いただけないということで、Ｒ５２のほうには１００万円だけ補助金をしたということでござ

います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ６番、齊藤欽也君。 
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〇６番議員（齊藤欽也君） 
 予定したようにいかなかったということなんですけども、当然、予定したということはそれ

なりの手続きを踏んでいるだと思うんですよね。それがいかなかったということは何か理由が

あるということだと思うんですけど、その点お話をいただければありがたいんですけども。 
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） 

 補助金が２年連続して、いただけないということで、ちょっとご理解を願いたいと思います

けど。同じお祭りに対して２年連続、続けていただくということができないということで、今

年はちょっと収入として残念でしたということでございます。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ６番、齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 要するに確認ミス的な話でということになるんですか。そこだけ、お願いします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 商工観光課長、矢崎仁君。 
〇商工観光課長（矢崎仁君） 

 こういったらあれですけども、いただけるものはもらいたいということで、当初いたんです

けども、やはりそのへんを確認しましたら駄目だったという、その手続きはいたしましたけど

も、その枠に入らなかったということでございます。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ６番、齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 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。 
 ８番、永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 先ほど秋山貢議員が質問された次のページで繰越明許費の補正ですけども、私は一般質問で

地球温暖化対策実行計画策定事業について質問したわけですけども、あえてまたここで、もう

一度、質問させていただきます。当初２２０万円ほどの予算を組んでいたわけですけれども、

今年度、間に合わないということで繰り越しになったところですね。町長の、なぜ遅くなった

のかという答弁の中では、アンケートが遅かったというような話だったわけです。これは本来、

この年度の中で策定をすべきことだと思いますけれども、アンケートの回収が遅かったという、

そういうことは想定、どの程度、遅かったのかちょっと分からないんですけども、スケジュー

ルが甘かったのかという考えもありますけども、いかがでしょうか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町民生活課長、依田正一君。 
〇町民生活課長（依田正一君） 

 永井議員のご質問にお答えします。 
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 一般質問の６番のところですか、繰越明許をお願いしたと。前にアンケートでございました

けども、アンケートも１つの中に入っております。それは一般の方、それから地域協議会と意

見をもらった中で、お話をした中で、今後、富士川町を担っていく中学生にもどうかと。それ

に私たちも中学生もそうだなということで学校のほうへ、鰍沢中学校、それから増穂中学校の

ほうへもお願いをしました。その集計にも手間取りました。そして素案ということで出してあ

る中で、あと最新の状況、統計調査の状況とかそういうものも含めまして、資料は最新のもの

がいいということもありましたものですから、遅くなったというか、資料を収集するについて

も遅くなりまして、それから今現在に至っているわけでございます。 
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、いくつか問題があったということですけれども、最新の情報ということはコンサルに委

託していますよね。そこらへんで問題があったということなんでしょうか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町民生活課長、依田正一君。 
〇町民生活課長（依田正一君） 

 コンサルにつきましては、今まで統計調査、今年になってからもありますけども、素案の段

階で、例えば国勢調査だとすれば、平成１７年、２２年、２３年ですか、国勢調査の結果も出

まして、そういうふうな最新の情報ですので、コンサルも中に入ったときに、最新の情報とい

うことでコンサルが遅くなったということではありません。 
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） 

 ちょっとよく分からないわけですけども、１３０万９千円という、この金額はあと残された

部分はどこの部分でしょう。 
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） 

 繰越明許費でありますので、２３年度に契約金の前払いといっては、４０％くらいは先にお

支払いをして、あと作成後に残りの金額、ここにあります１３０万９千円を完成後にお支払い

するということになっております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ８番、永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 これで３回やりましたので終わりますけども、私も一般質問をしたように、やっぱり最初か

ら策定に関しては、町のほうに安易な計画があったように思うので、私は一般質問をしたわけ

ですけれども、ぜひこういう基本的な策定ですから、しっかりやっていただきたいと思います。

終わります。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ほかに質疑はありませんか。 
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 １２番、小林進君。 
〇１２番議員（小林進君） 

 財政課長さんにお伺いします。僕の聞き違いかどうか知りませんけども、確認の意味でお願

いします。 
 ５ページ、収入で土地売却代金、土地開発基金から１，４１８万７千円。それから売り払い、

普通財産から１，３４８万円。歳出のほうを見ますと９ページ、土地開発基金購入費が１，

４０３万３千円。これは場所を言ってもらいたいんですけど、僕が聞き違いで言ってくれたの

かどうか知りませんけども。場所を。 
〇議長（望月邦彦君） 

 財政課長、川住資農夫君。 
〇財政課長（川住資農夫君） 

 小林議員さんの質問にお答えします。 
 土地開発基金のほうの売り払いの土地でございますけど、これは長沢の新東地区と鰍沢の起

し、この２筆でございます。これは昨年の１２月に町の土地の整備をするということで、売り

払いの公募をした土地でございまして、この２筆が土地開発基金の土地、そしてあとの普通財

産の土地というのは、もともと鰍沢町と増穂町で持っていた普通財産の土地が３筆ございまし

て、それも合わせて今回、売り払いのほうをしたいということで、ここへ載せてございます。 
 以上でございます。 

〇議長（望月邦彦君） 
 １２番、小林進君。 

〇１２番議員（小林進君） 
 僕はこの金がうんぬんではなくて、前にも僕、言ったんだけども、説明の段階で大きいもの

はやっぱり場所等を言ってもらいたい。そうすれば質問しません。今後、各課長で結構ですけ

ども、説明のときに、金額が大きいものに対してはひとつよろしくお願いします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ほかに質疑はありませんか。 
 ９番、神田智君。 

〇９番議員（神田智君） 
 今の小林さんの関係ですけども、この５ページの不動産売却収入２，７６０万１千円という

のは、これは役場で分譲した土地がありますね。あの収入代金ということですか。９筆だか、

各地区へ分譲して、その結果というのはどうなっているんですか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 財政課長、川住資農夫君。 
〇財政課長（川住資農夫君） 

 それでは、神田議員さんにお答えさせていただきます。 
 ただいま言いましたように、土地売払代金の土地開発基金の土地につきましては長沢、先ほ

ど言いましたように１２月１日から公募をかけた土地でございまして、そのときに７筆ありま

した。そのうちの３筆の希望がございまして、今回、売り払いをさせていただくわけなんでご

ざいますけど、そのうちの３筆のうち、この２筆については、今言いました土地開発基金で購

入した土地、１筆につきましては普通財産の土地でございます。 
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 それで場所につきましては、長沢の区画整理組合がございましたけど、そこに前から保留地

があって、町の土地になっている部分がありましたので、そこの新東地区でございますけど、

そこが今回１筆と鰍沢の起しというところでございまして、これは鰍沢の新田、あそこに鰍沢

病院に抜ける広い道があるんですけど、その西のほうの土地でございます。デイリーストアの

西のほうの土地でございます。 
 あと１筆につきましては、やはりこれも鰍沢の東田というところですか。これは鰍沢児童セ

ンターの南のほうの土地でございます。 
 それから普通財産の土地につきましては・・・それで３筆ですから、あと２筆というのは、

やはり鰍沢地区の普通財産の土地、これも東田でございます。それと長沢の延命のところの普

通財産の土地、計５筆の売り払い代金ということでお願いしたいと思います。 
 以上でございます。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ９番、神田智君。 

〇９番議員（神田智君） 
 そうすると、その土地は不動産鑑定士が鑑定して、その工事価格どおりに売れた、それとも

値段的にはどうなっているんですか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 財政課長、川住資農夫君。 
〇財政課長（川住資農夫君） 

 公募した１筆につきましては希望者が１人しかございませんでして、それにつきましては鑑

定価格で売り払いをしております。もう２筆につきましては、これはすべて鑑定価格で売り払

いのほうはしておりますけど、あと２筆のほうにつきましては希望者が複数いましたので、一

般競争入札をさせていただきまして、決定をさせていただいております。それについては当然、

その工事価格を下回らない金額で入れていただいておりますので、それより大きい金額で売り

払いをさせていただく予定でございます。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ほかに質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑なしと認めます。 
 以上をもって、議案第１３号から議案第２４号までに対する質疑を終わります。 
 これから、議案第１３号から第２４号まで一括して討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 以上をもって、議案第１３号から第２４号までの討論を終わります。 
 これから日程第１７ 議案第１３号 平成２３年度富士川町一般会計補正予算（第８号）に

ついてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
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 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第１３号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第１８ 議案第１４号 平成２３年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算

（第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１４号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第１９ 議案第１５号 平成２３年度富士川町老人保健特別会計補正予算（第

１号）についてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第１５号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第２０ 議案第１６号 平成２３年度富士川町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第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１６号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第２１ 議案第１７号 平成２３年度富士川町介護保険特別会計補正予算（第

４号）についてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第１７号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第２２ 議案第１８号 平成２３年度富士川町介護サービス事業特別会計補正

予算（第２号）についてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第１８号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第２３ 議案第１９号 平成２３年度富士川町奨学金特別会計補正予算（第

１号）についてを採決します。 
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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１９号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第２４ 議案第２０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４号）についてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第２０号は原案のとおり可決されました。 
 これから程第２５ 議案第２１号 平成２３年度富士川町下水道事業特別会計補正予算（第

３号）についてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第２１号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第２６ 議案第２２号 平成２３年度富士川町営農飲雑用水特別会計補正予算

（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２２号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第２７ 議案第２３号 平成２３年度富士川町活性化事業特別会計補正予算

（第３号）についてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第２３号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第２８ 議案第２４号 平成２３年度富士川町水道事業会計補正予算（第４号）

についてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第２４号は原案のとおり可決されました。 
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 ここで暫時休憩します。 
休憩 午前１１時０４分 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
再開 午前１１時１５分 

〇議長（望月邦彦君） 
 休憩を解いて、再開します。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第２９ 議案第２５号 平成２４年度富士川町一般会計予算について 
   日程第３０ 議案第２６号 平成２４年度富士川町国民健康保険特別会計予算について 
   日程第３１ 議案第２７号 平成２４年度富士川後期高齢者医療特別会計予算について 
   日程第３２ 議案第２８号 平成２４年度富士川町介護保険特別会計予算について 
   日程第３３ 議案第２９号 平成２４年度富士川町介護サービス事業特別会計予算について 
   日程第３４ 議案第３０号 平成２４年度富士川町奨学金特別会計予算について 
   日程第３５ 議案第３１号 平成２４年度富士川町簡易水道事業特別会計予算について 
   日程第３６ 議案第３２号 平成２４年度富士川町下水道事業特別会計予算について 
   日程第３７ 議案第３３号 平成２４年度富士川町営農飲雑用水特別会計予算について 
   日程第３８ 議案第３４号 平成２４年度富士川町箱原農業集落排水事業特別会計予算について 
   日程第３９ 議案第３５号 平成２４年度富士川町鹿島財産区特別会計予算について 
   日程第４０ 議案第３６号 平成２４年度富士川町カラマツオ外三十山恩賜林保護財産区特別会

計予算について 
   日程第４１ 議案第３７号 平成２４年度富士川町活性化事業特別会計予算について 
   日程第４２ 議案第３８号 平成２４年度峡南地区ことばの教室共同設置特別会計予算について 
   日程第４３ 議案第３９号 平成２４年度峡南地区充指導主事共同設置特別会計予算について 
   日程第４４ 議案第４０号 平成２４年度富士川町水道事業会計予算について 

 以上の１６議案については平成２４年度の予算案でありますので、一括して議題とします。 
 なお、本件は特別委員会に付託しましたので、質疑は大綱のみに留めてください。 
 議会運営にご協力をお願いします。 
 これから、議案第２５号から第４０号まで一括して質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 それでは大綱ということで、一般会計の予算書の８ページ、ここに継続費が出ておるんです

けども、説明の中では平成２４年度は観光、交流センターの建設ということで１億９，６５０万

円。それから管理費で８５０万円。これがトータル２億５００万円ということで、継続費総額

９億５，７００万円。そのうちの２億円と。あと残りの２５年、２６年度で７億５千万円の継

続費ということですけども、資料でいただきますと、財源としてはまちづくり交付金３億円、

地方債４億９千万円、一般財源１億６千万円ということで、今年度の予算よりもはるか大きな

７億５千万円を議会とすれば、町当局とすれば計画的・総合的にこういった大規模工事をやり

たいから、継続してお金を使わせてほしいという意向だと思うんですけど、われわれ議会とす
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れば２億円の予算処理を出してきて、９億５千万円の白紙委任を与えるような感覚だと思うん

です。議会とすれば。そうであれば、やはりこのへんはしっかり、どういった２５、２６の計

画のもと、この事業をなさるのか。その点について、これだけのものが出ていれば、ある程度、

詳細のものは、日程的なもの、事業の内容について説明していただけると思うんですけども、

いかがですか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 建設課長、堀内尚巳さん。 
〇建設課長（堀内尚巳君） 

 それでは秋山議員さんの継続費の関係につきまして、ご説明をさせていただきます。 
 ２３年度の予算の中で詳細設計を組んでということで、今まで進めてきたところであります

が、実は９月の上旬に町民の意見をまとめた提言書をいただきまして、それから実施設計の業

者の選定ということで、プロポーザルを実施いたしました。その中で、業者と見積もり調整と

か、いろいろやってきたわけなんですけども、その詳細設計の中で大きく関わる建物の動線、

それからそういうことに大きく関わる、町民の皆さまからも提言書の中で大きな意見として取

り上げ、お願いしたいということで要望が挙がっておりました横通り線からの進入ということ

につきましては、すでに平成１７年度に概略設計の中では、もう横通り線からの進入ができな

いということと、それから建物の配置につきましても東川に配置するという案で、ＮＥＸＣＯ、

ならびに国のほうと協議を進めてきたところなんですけども、やはりあそこが、防災ステーショ

ンも整備をされ、それから中部横断道とともに道の駅もということでありますので、一朝有事

の場合には災害の拠点施設となり得る施設でありますので、やはり一方の国道、甲西道路から

の進入だけの道路ということになりますと、やはりそういう場合を考えますと難がありますの

で、大変なところだったわけなんですけども、横通り線からの進入につきまして関係機関と協

議をさせていただいて、横通り線からも左折のレーンということで、インにつきましてはよい

という話になりました。そのため建物の配置につきまして、かなり動線が変わりました。 
 それから建物につきましても、当初は東側ということだったんですけども、やはり中部横断

道からの視認性の問題、それから横通り線からの視認性の問題、それから動線の問題、それか

らパーキングとの連携による施設の安全性の面からも、やはり西側に建物を設置することがよ

いということで、これは庁内検討会の中でもそういう意見でありましたし、それからプロポー

ザルの中で、２つの案として西側、東側の案を皆さんに提供して、それで専門的な業者さんか

らも意見を挙げてもらったわけなんですけども、やはりそういう意味からも西側のほうに設置

するほうがいいということでしたので、その建物の西側へ建てることについて、関係機関と協

議を重ねてきました。ですが、やはり概略設計の中で東側ということで一度決まっております

ので、なかなかそのへんを覆すのは大変だったんですけども、国も上部機関もすべて、町がそ

ういうことであれば、その一帯整備の中で建物を造ることなんで、できるだけその道の駅に人

が入るような、交流できるような施設として支援したいということで、ご協力いただけること

になりまして、西側に建物を建てることになりました。 
 このことによって、調整期間がかなり長くかかりましたので、詳細設計につきましては２３年

度中に終了する見込みで考えていたわけなんですけども、今回、２３年度の中で繰越措置をさ

せていただきました。 
 今回、その２４年度の事業の中で３年度の継続事業ということで、まちづくり交付金事業が
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２６年度で終了するということになりますので、どうしても３年間で建物を建てていくという

ことであります。 
 そういう中で、まだ詰めていく、関係機関と詰めなければならない、細かい点はたくさんあ

るわけなんですけども、そういうことを考えますと、詳細設計につきましても、まだ繰り越し

をさせていただいて、かなり精度の高い金額ということにはなっていないところもありますが、

概算で積み上げて今回、継続費ということで３年間、盛らせていただきました。９億５，７００万

円につきましては、この中でできるだけ精査をしながら、建築躯体それから電気、設備、それ

から外構というようなことで整備をしていきたいと考えております。 
 ですけど、先ほど申しましたように、詰めていくことがまだまだたくさんありますので、希

望とすれば、６月ごろまでに詳細設計を終わらせて、なんとか入札ができるのが１０月ごろま

でに終了して、１１月ごろから業者を決めて、１２月ぐらいから建設に入りたいということで、

年割額のほうも決めて、業者のほうから積み上げさせていただいて、年割額を決めております。

それとともに、まちづくり交付金の補助金をいただくということがありまして、このへんも山

梨県下の事業の中で、どうしても２４年度にすべてのものが集中しているということもありま

して、私どものところの道の駅の整備は３カ年の事業ということもありますので、２４年度に

つきましては、最大２億円ぐらいの事業費で考えてほしいという、県のほうで要請がありまし

て、一応、予定どおりいったとして、３カ月ぐらいの工事費ということになりますと、そのぐ

らいの金額ということになりますので、２４年度は１億９，６５０万円ということで工事費を

年割額、割らせていただいております。そのほかに管理費として８５０万円。合計で２億

５００万円ということで計上させていただきました。 
 こういうことになりますと、やはり２５年度につきましては躯体の関係、電気設備等、集中

しますので、あと残りの部分につきまして２５年度ということで、４億６，０２０万円。２５年、

２６年度につきましては、残りの外構工事を主に、これにつきまして２億８，５００万円とい

うことで、個別にどのくらいの事業費か、９億５，７００万円の個別の事業費、どのくらいに

なるかといいますと、建築主体が４億４千万円、電気設備工事が１億１，３００万円、機械設

備工事が８，７００万円、外構工事が３億円、設計の管理費これが１，７００万円。合計で９億

５，７００万円ということで積ませていただいております。 
 しかしながら、これはまだ詳細設計が固まらないというところもありますし、それからあと、

まだ詰めていく、関係機関との調整、それから開発工事の問題というようなところもあります

ので、できるだけこの金額、マックスで捉えて超えないようには努力する予定ではいるんです

けども、年割額の補正、ならびに全体額のそういう補正関係等はあり得ると考えております。 
 それからこの財源の内訳ですけども、２４年度につきましては国庫補助金が４０％、６，

４００万円。それから、あと残りは補助裏として１億２，０１０万円、これが起債でございま

す。それから、あと残りの２億９０万円というのが一般財源ということで、２５年度もやはり

補助金は４０、あと残り、起債の関係が２通りを借りております。補助裏分として公共事業投

債、これが９０％の充当です。それから単独分として一般単独事業債、これが７５％の充当と

いうことで、これはやはり３年据え置きで２０年償還という起債になりますけども、これで組

ませていただいております。 
 以上であります。 
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〇議長（望月邦彦君） 
 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 まちづくり交付金が３億円ということで、２６年度に終了ということですけども、あえてこ

の継続費にしなければ、交付金の関係でいただけないということであれば、まだまだ詳細設計

も先になると。それから本当に概略で、例えば建物にしてもまだ４億４千万円だから、これは

あと倍かかるわけですね。そういうふうに詳細が固まらないのに継続費等を出して、議会へこ

れを通してほしいというのはこれはなかなか厳しい話で、やっぱり単年度ごとの会計の原則に

従って、議会は審議すべきだと思うんですよ。継続費でなければ、この事業がまちづくり交付

金がいただけないということであれば、長期的に、総合的に難しいと。大規模工事が。それは

合理的理由だと思うんです。でもそうでなければ、まちづくり交付金も単年度ごとの予算でも

いただけるということであれば、やはりこれだけの規模で、まだ概略で詳細設計も今からやる

んだと。交付金もいただくけれども、起債も、町債４億９千万円とあるわけではないですか。

一般財源も投入するわけではないですか。やっぱり、そんなまだ不確実な状況において、この

９億５，７００万円をすべて一括、いいですよということは、僕は議会としてはならないと思

うんですよ。それは水掛け論なので、また、よく分かりましたので、自分なりに消化して、ま

た判断していきたいと思います。 
 先ほど、こういった建築主体工事、それから電気とか外構とかいろいろ機械設備というのは

分かれているような工事の説明をいただきましたけども、私はこの工事というのは、一括発注

というのは、今、分離発注なさっていますね。分離発注と一括の発注、どっちが経費が少なく

て済むかというと、僕は一括発注して、それから例えば分離発注をなぜするかというと、当局

はいつも地元の企業さんを育てていく、それから雇用を確保するために、できるだけ分離発注

して地元の企業さんがとれる機会をとりたいという考えで、分離発注ということも考えている

みたいですけど、私が平成２２年度の富士川町の入札、これ分離発注している、例えばデイサー

ビスセンター、かじかの湯改修工事、これは分離発注されているんですね。建設、機械設備、

電気設備、建築主体、これが例えばこの機械設備は雨宮工業さんというところ、それから電気

設備は五光電工、それから建設主体が大森建設さん、こうなっているんですね。では、本当に

地元企業がとっているかというと、必ずしもそうではないんですね。であれば、こういった工

事は一括発注して、それから下請けに地元企業さんを使ってくださいという、こういう条件を

出しながらやるというのも１つの方法だと思うんです。ぜひ、こういった大規模の工事になっ

てくると分離発注して、経費もかかってしまうということがあると思うので、一括発注という

ことを検討していただけるか、課長いかがですか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 継続費の設定と発注の仕方の質問にお答えをします。 
 今回、こうやって継続費を組ませていただいたのは、予算は単年度でまた組んでいくわけで

ありますけども、全体の契約をひとつしていかなければならない。継続費を組まなければ債務

負担の設定をさせていただきながら、同じ９億５千万円で、また予算計上をしていかなければ

ならないと思いますので、債務負担行為にするか、継続費にするかは、どちらを選択するかに
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しても、総額は変わらないわけであります。そういう中で、いろんな工事の関連もありますか

ら、一緒にできるものは当然、一緒にしていく部分もありますし、本体をやったあとに外構工

事というのが出てきます。先に外構をやって、そのあと本体を入れるわけにもいきませんので、

できるものは分けてもいかなければならないものもあります。そして、こうやって大きな工事

になりますと、県外、あるいは町外の業者が一括して、この長期間にわたって、あの地で工事

をするのもいかがなものかなということもありますから、当然、経費の削減ということも考え

ながらやっていくわけであります。 
 今回のこの９億５，７００万円を計上させていただいたのも、当初の計画ですと、あそこの

３階建ての道の駅ということでありましたけども、利用する人の利便性、そしてまた、果たし

て２階、３階までいくのかなというところも考慮しながら、やや屋根の高い１階建てというふ

うな形になります。当初、もっと大きな金額でありましたけども、ここまで叩いて叩いて、１０億

円をきって、先ほど課長が言いましたように、これをマックスとしながら、ものごとを進めて

いく。 
 当然、発注のほうも、これをやたら経費がかかるようになりますと、この金額がのしてくる

わけでありますので、うちのほうも年割をくれながら、こういった工事を着手していくという

ことであります。また、発注は詳細設計が出た段階で、どこがどういうふうにできるのかは中

身を精査しながら発注をしていきたいと思っています。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 町長の答弁で、必ずしも継続費にはこだわらないと。債務負担行為というやり方でも、継続

してできると。債務負担行為であれば、単年度に議会の議決をいただいてできるわけですから、

必ずしもこの継続費という扱いではなくて、僕はぜひ債務負担行為ということでお願いしたい

と思います。 
 以上で、私の質問を終わります。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ほかに質疑はありませんか。 
 ６番、齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 １点だけ、編成方針のところに徹底した行政改革の着実な実行に向けて、事務事業の合理化

と効率化を図り、そして事務事業評価を実施し、事業の妥当性・有効性・効率などを全般にわ

たって精査し、予算編成をしたということで、補助、町内のいろんな各種団体、あるいは各種

事業の補助金等を一生懸命、見直していらっしゃると。苦労されているというふうなお話も伺っ

てはいるんですけども、これらを実施していくにあたって、基本的にどういう考えでやられて

きたのか。あるいは具体的にいくつか、もしあればお話を伺いたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 町の予算を編成していくにあたりまして、まず地方財政計画というのを参考にしていきます。
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編成当初におけば、まだ地方財政計画がはっきりしていない段階でありますけども、いろんな

ところから情報をとりながら、また今の国、あるいは都道府県、基礎自治体の財政状況という

のはおおむね分かります。地方財政計画の中でも、大変、東日本大震災における内需拡大は見

込めるものの、これから社会保障関係費が増大をしていくと。そして、これは富士川町を指し

ているわけではありませんけども、地方全体においても公債費の伸びが増えていくと。そうい

う中で地方財政は徹底した行革をやっても厳しい状況である。 
 ただ、２４年度については先ほど言った東北地方の内需拡大等、国の収入、地方の収入、関

連した企業の部分が若干上がるだろうと。しかし、社会経費は伸びていく。そして、それらの

他の経費も伸びていく。大変厳しい状況の中で、国のほうは２３年度と同額程度の交付税を確

保する中で、予算編成しろと。地方財政計画の伸び率というのが一番参考になるわけでありま

すけども、そういうのも含めながら、この富士川町におきましても、徹底した行財政改革を進

めながら、そして事務事業の合理化によって、行政の効率化も図る中で、なるべく健全な財政

を算出していく。当初のあいさつでも言わせていただきましたけども、今年は実質、新総合計

画のスタートの年になります。２２年から計画はしておりますけども、あの計画に則っていく

部分ですので、そういう大変厳しい中でもしっかり町民の求めるニーズには対応していく。そ

の対応をするために厳しい中にあっても、行財政改革を進めていかなければならないというこ

とであります。 
 いろんなところで新しい公共とか、住民の地域力を活用してとかいっておりますけども、こ

れからは役場が全部を網羅できるわけでもありません。モデルのない時代とも言わせていただ

きましたけども、人口が減ってきます。そして働き手が少なくなり、高齢者が増えてくるんで

す。税収も、私も何回か言わせていただいていますけども、富士川町のピーク時、旧増穂、旧

鰍沢のピーク時から比べると３億円近く、税収が減ってきています。そういう中であっても、

住民がこの町に暮らしてよかった、住んでよかったと思えるような町にしていくために徹底し

た行財政改革をやりながらの予算編成だと思っていただければ、ありがたいと思います。 
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） 

 できれば、例えば補助金なんかについては、こういう、例えば５％減とか、あるいはある程

度、目標を持って実施してきたのかどうか、そのへんをちょっとお伺いできれば。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 今年度の後半から補助金の見直しもさせていただいています。全部の補助金をしっかり出し

て、そのうち２８でしたかね、当面、していかなければならない。この補助金は奨励のために

やる補助金とか、事業の補助のためにやる補助金とか、いろいろ目的があります。そして今回、

補助金の見直しをする中で、当初の目的に沿ってやっているのか、その団体の親睦的に使用さ

れているのか、そしてまた補助金の額よりも繰越額のほうが大きい団体があるかとか、そこの

団体が町の金を使って基金に積み上げてはいないかとか、その基金がちゃんと使える基金では

いいですね。ただそういった部分を精査させていただく中で、補助金の見直しもさせていただ

いています。 
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 普通建設事業の中はいくら抑えても、例えば１０億円の事業を抑えても、そこの一般財源と

いうのは２億円ぐらいなんですね。１億５千万円から２億円ぐらい。ただ物件費、修繕費、そ

して扶助費、これはほとんど１００％、町の一般財源になります。そこをなんとか抑えていか

なければ、財政が硬直化してしまうということから、今回は補助金に手を付けさせていただき

ましたけども、当初の目的をもう終わった補助金については、きれいさっぱり廃止をさせてい

ただく部分も出てくるでしょうし、先ほど言った補助金の額よりも繰越金のほうが多いところ

は、補助金のほうを減らさせていただくということも今後、出てくると思いますが、メリハリ

のついた、そういった補助制度もつくっていく中で、なるべく一般財源の確保という意味で、

いろんな工夫をさせていただきたいと思っています。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ６番、齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 私の質問は終わります。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ほかに質疑はありませんか。 
 ９番、神田智君。 

〇９番議員（神田智君） 
 私はローソンの建設について、ちょっとお聞きしたいんですけども、去年の３月に鰍沢の南

のほうの三角地をローソンに貸すということで、今年の予算にも載っていますけども、白子１号

線の一応、つくった、その三角のを貸すということでございますけども、ちょっと聞くところ

によりますと、去年の８月、町から商工会のほうに意見書を出しまして、そして今年、２３年

９月に商工会は白紙の意見書を出したという話を聞きまして、それから２３年の１０月に区長

会で話をし、鰍沢の区長からも反対の意見はないということで、それでおおむね、そこへ建設

しようということでございますけども、やはりこれだけ鰍沢、青柳の商店街、非常に後継者不

足ということで、空き店舗があるということで、その町の土地を貸すことによって、収入を得

ることはいいですけども、町自体がそれを貸して収入を得る。それによって、こちらの商店街

の売り上げが少なくなるとか、そういう横のところの関連性というか、まず町がそういう事業

をしたところがあるかどうか、ちょっと聞きたいんですけど。 
〇議長（望月邦彦君） 

 予算が大綱として計上されているかということですね。 
〇９番議員（神田智君） 

 １７ページの町有地貸付、ローソン、ここにはローソンと書いていないけど、１７４万円で、

これは違う土地の貸付ですか。一応、オープンは秋ごろの予定という話ですので、ちょうど貸

付ということですけども。 
〇議長（望月邦彦君） 

 財政課長、川住資農夫君。 
〇財政課長（川住資農夫君） 

 今の１７ページの町有地の貸付料につきましては、この部分についてはローソンは入ってご

ざいません。ＮＴＴ、東電、あるいはＣＡＴＶ等の電柱、そして法務局の敷地、あとは県営住

宅の駐車場等々の経費を、収入を載せてございますので、この部分にはローソンは入っており
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ません。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ９番、神田智君。 
〇９番議員（神田智君） 

 今年の秋には予定ということで話を聞いたんですが・・・。 
〇議長（望月邦彦君） 

 予算に関係することについて、質問してください。 
〇９番議員（神田智君） 

 秋にオープンすれば、当然、土地を貸すんだから町に収入が入るということでしょう・・・。 
〇議長（望月邦彦君） 

 暫時休憩します。 
休憩 午前１１時４８分 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
再開 午前１１時４９分 

〇議長（望月邦彦君） 
 休憩を解いて、再開いたします。 
 ９番、よろしいですね。 
 （はい。の声） 
 ほかに質疑はありませんか。 
 ４番、齊藤正行君。 

〇４番議員（齊藤正行君） 
 すみません、私は一般質問の午後、欠席をさせていただいて、ちょっと聞いていないんです

けども、昨日も議会の現地視察に行って来たんですけども、今回この予算の中に中部小、西小

の耐震診断、あるいは設計業務等が入っているわけですね。その中で、今、小規模校という中

で、生徒が非常に少ないという中で、町民からいろんな意見は出ていると思います。 
 そこで基本的に、学校がどうなるかという部分について、そういうことも含めた中で、整備

を、直すということであれば、それはそれでまた予算を盛っていくんだと思いますけども、そ

れはそれでやるということについては仕方がないのかもしれませんけども、考え方として、ぜ

ひ、これからのどういうふうにしていくかという考え方についてだけ、教育長さん、ご意見が

あったらお願いしたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 教育長、堀口広秋君。 
〇教育長（堀口広秋君） 

 ただいまの質問にお答えいたします。 
 今回の当初予算にも中部小学校の耐震設計が載っておるわけでありますけども、富士川町全

体の学校の配置のあり方について、現在、教育委員会の中におきましても、委員さんの中で議

論として出ております。新年度に入りましたら教育委員会の中で、富士川町の学校の配置のあ

り方についての検討委員会を立ち上げていきたいと考えております。 
 以上です。 
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〇議長（望月邦彦君） 
 ４番、齊藤正行君。 

〇４番議員（齊藤正行君） 
 今、かなりの人がいろんな意見を持っていると思いますので、反対、賛成という部分があり

ますので、しっかりそのへんの議論もした中で、建物にお金をかけるということについての協

議も一緒に合わせてしていただきたいと思います。 
 終わります。 

〇議長（望月邦彦君） 
 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２５号から第４０号までに対する質疑を終わります。 
 以上で、本日の日程は全部終了しました。 
 本日は、これにて散会とします。 
 ご苦労さまでした。 

 
散会 午前１１時５２分 
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平成２４年第１回富士川町議会定例会（４日目） 

 
平成２４年３月２７日 
午後 １時３０分開議 
於 議 場 

 
１．議事日程 

 
日程第１ 諸般の報告 
日程第２ 承認第１号 専決処分の承認を求めることについて（平成２３年度富

士川町一般会計補正予算（第７号）） 
日程第３ 承認第２号 専決処分の承認を求めることについて（平成２３年度富

士川町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）） 
日程第４ 承認第３号 専決処分の承認を求めることについて（平成２３年度富

士川町水道事業会計補正予算（第３号）） 
日程第５ 議案第１号 富士川町住民基本台帳カードの利用に関する条例の一部

を改正する条例について 
日程第６ 議案第２号 富士川町防災会議条例の一部を改正する条例について 
日程第７ 議案第３号 富士川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を

改正する条例について 
日程第８ 議案第４号 富士川町特別会計設置条例の一部を改正する条例について 
日程第９ 議案第５号 富士川町税条例の一部を改正する条例について 
日程第１０ 議案第６号 富士川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につ

いて 
日程第１１ 議案第７号 富士川町手数料条例の一部を改正する条例について 
日程第１２ 議案第８号 富士川町公民館条例の一部を改正する条例について 
日程第１３ 議案第９号 富士川町社会体育施設条例の一部を改正する条例について 
日程第１４ 議案第１０号 富士川町介護保険条例の一部を改正する条例について 
日程第１５ 議案第１１号 富士川町営住宅管理条例の一部を改正する条例について 
日程第１６ 議案第１２号 富士川町有住宅管理条例の一部を改正する条例について 
日程第１７ 議案第２５号 平成２４年度富士川町一般会計予算について 
日程第１８ 議案第２６号 平成２４年度富士川町国民健康保険特別会計予算について 
日程第１９ 議案第２７号 平成２４年度富士川町後期高齢者医療特別会計予算につ

いて 
日程第２０ 議案第２８号 平成２４年度富士川町介護保険特別会計予算について 
日程第２１ 議案第２９号 平成２４年度富士川町介護サービス事業特別会計予算に

ついて 
日程第２２ 議案第３０号 平成２４年度富士川町奨学金特別会計予算について 
日程第２３ 議案第３１号 平成２４年度富士川町簡易水道事業特別会計予算について 
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日程第２４ 議案第３２号 平成２４年度富士川町下水道事業特別会計予算について 
日程第２５ 議案第３３号 平成２４年度富士川町営農飲雑用水事業特別会計予算に

ついて 
日程第２６ 議案第３４号 平成２４年度富士川町箱原農業集落排水事業特別会計予

算について 
日程第２７ 議案第３５号 平成２４年度富士川町鹿島財産区特別会計予算について 
日程第２８ 議案第３６号 平成２４年度富士川町カラマツオ外三十山恩賜林保護財

産区特別会計予算について 
日程第２９ 議案第３７号 平成２４年度富士川町活性化事業特別会計予算について 
日程第３０ 議案第３８号 平成２４年度峡南地区ことばの教室共同設置特別会計予

算について 
日程第３１ 議案第３９号 平成２４年度峡南地区充指導主事共同設置特別会計予算

について 
日程第３２ 議案第４０号 平成２４年度富士川町水道事業会計予算について 
日程第３３ 議案第４２号 富士川町人権擁護委員候補者推薦につき議会の意見を求

めることについて 
日程第３４ 同意第１号 富士川町公平委員会委員の選任につき議会の同意を求め

ることについて 
日程第３５ 同意第２号 富士川町教育委員会委員の任命につき議会の同意を求め

ることについて 
日程第３６ 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３７ 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３８ 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３９ 議会運営委員会の閉会中の継続調査申出書について 

 
 

２．出席議員は次のとおりである。（１６名） 
 

 １番  鮫 田 洋 平        ２番  長 澤   健 
 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 
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３．欠席議員 

 
な  し 

 
 

４．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 
（１７人） 

町       長 志 村  学 教 育 長 堀 口 広 秋 
総 務 課 長 志 村 廣 文 企 画 課 長 齋 藤 和 彦 
会 計 管 理 者 井 上  修 財 政 課 長 川住資農夫 
税 務 課 長 増 原 俊 郎 町 民 生 活 課 長 依 田 正 一 
福 祉 保 健 課 長 深 沢 茂 樹 子育て支援課長 秋 山 俊 男 
農 林 振 興 課 長 堀 口  進 建 設 課 長 堀 内 尚 巳 
商 工 観 光 課 長 矢 崎  仁 上 下 水 道 課 長 保 坂 繁 仁 
文化ホール事務局長 秋 山 千 秋 教 育 総 務 課 長 川 手 貞 良 
生 涯 学 習 課 長 望 月 親 人 

 
 

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 午後 １時３０分 
〇議長（望月邦彦君） 

 本日は、第１回富士川町議会定例会第４日の本会議に議員各位には大変お忙しいところ、ご

出席いただきまして、誠にありがとうございます。 
 また本会議、委員会にと慎重にご審議をいただき、第１回定例会も本日が最終日となります

が、ご審議のほどよろしくお願いします。 
 ただいまから、平成２４年第１回富士川町議会定例会第４日の会議を開きます。 

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

 この際、議案の審議に先立ちまして諸般の報告を行います。 
 議長から報告します。 
 本日の議事日程は、お手元に配布したとおりです。 
 本日の会議に説明員として出席通知のありました者の職氏名は、先の会議で一覧表として配

布しておきましたとおりです。 
 なお本日、追加案件として人事案３件、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、町長 志村学君より発言を求められていますので、これを許します。 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 商工会への、富士川町商工振興事業費補助金についてご説明申し上げます。 
 去る３月１９日の予算特別委員会におきまして、富士川町商工振興事業費補助金４７７万円

の積算内容についてのご質問をいただき、商工観光課長からＲ５２ふじかわ夏まつりの補助金

１００万円と商工会事務局長の人件費補助３７７万円との答弁をさせていただきました。 
 商工会の事務局長ポストにつきましては、平成２１年度までは県商工会連合会人事により県

職員ＯＢが就任いたしておりましたが、役場と商工会との連携がしっくりいっておらず、商工

会から合併を機に役場との連携を図り、地域の商工業の発展のため事務局長ポストに役場職員

ＯＢの就任要請を受けたことから、県や商工会連合会と協議をする中で県職員ＯＢから役場職

員ＯＢに切り替えたところであります。 
 県職員ＯＢの場合、県から小規模事業経営支援事業費補助金として、事務局長の人件費に相

当する助成がされておりましたが、独自採用の事務局長の場合には人件費に対する助成がない

ということで、町のほうで富士川町商工振興事業費補助金として、事務局長の人件費を助成し

てきたところであります。 
 しかし事務局長の人件費分については、県から助成があるのではないかとの疑問の声に対し、

過日、商工会の諸帳簿等を調査いたしましたところ、引き続き県からの小規模事業経営支援事

業補助金の中で事務局長の人件費に相当する額が助成されていることが判明いたしました。 
 商工会では県からの小規模事業経営支援事業費補助金は、商工会一般職員分を人件費として、

事務局長の人件費分は事業費に細分していること。また町の商工振興事業費補助金についても

Ｒ５２ふじかわ夏まつり補助分と事務局長人件費分は振興事業運営費として助成したため、事

業費扱いと捉えた考え方もあり、結果として不適正と言わざるを得ない経理になってしまった
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ことに深く反省をしております。 
 こうした経営実態が判明したことから、町といたしましては平成２２年度分の富士川町商工

振興事業費補助金のうち事務局長の人件費分３７７万円については返還させることとし、平成

２３年度分につきましては、補助金の精算の際、人件費分の助成を取り消した上で額の確定を

してまいりたいと思っております。また平成２４年度予算における事務局長の人件費分につき

ましては、執行停止として次回定例会において減額の予算補正をしたいと考えております。 
 今後におきましては、二度とこのような事案が起こらないよう担当課において定期的に商工

会の事務監査を実施してまいります。 
 なお、返還金につきましては、商工会の通常業務に支障が生じないよう協議をする中で時期、

返還方法等を決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） 
 以上で、志村町長からの報告を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第２ 承認第１号 専決処分の承認を求めることについて（平成２３年度富士川町一般会計

補正予算（第７号）） 
   日程第３ 承認第２号 専決処分の承認を求めることについて（平成２３年度富士川町簡易水道

事業特別会計補正予算（第３号）） 
   日程第４ 承認第３号 専決処分の承認を求めることについて（平成２３年度富士川町水道事業

会計補正予算（第３号）） 
 以上の３議案は補正予算案でありますので、一括して議題とします。 
 これから、承認第１号から第３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、承認第１号から第３号までの討論を終わります。 
 これから日程第２ 承認第１号 専決処分の承認を求めることについて（平成２３年度富士

川町一般会計補正予算（第７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、承認第１号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第３ 承認第２号 専決処分の承認を求めることについて（平成２３年度富士

川町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号））についてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
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 したがって、承認第２号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第４ 承認第３号 専決処分の承認を求めることについて（平成２３年度富士

川町水道事業会計補正予算（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、承認第３号は原案のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第５ 議案第１号 富士川町住民基本台帳カードの利用に関する条例の一部を改正する

条例について 
   日程第６ 議案第２号 富士川町防災会議条例の一部を改正する条例について 
   日程第７ 議案第３号 富士川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条

例について 
   日程第８ 議案第４号 富士川町特別会計設置条例の一部を改正する条例について 
   日程第９ 議案第５号 富士川町税条例の一部を改正する条例について 
   日程第１０ 議案第６号 富士川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 
   日程第１１ 議案第７号 富士川町手数料条例の一部を改正する条例について 
   日程第１２ 議案第８号 富士川町公民館条例の一部を改正する条例について 
   日程第１３ 議案第９号 富士川町社会体育施設条例の一部を改正する条例について 
   日程第１４ 議案第１０号 富士川町介護保険条例の一部を改正する条例について 
   日程第１５ 議案第１１号 富士川町営住宅管理条例の一部を改正する条例について 
   日程第１６ 議案第１２号 富士川町有住宅管理条例の一部を改正する条例について 

 以上の１２議案は条例の一部改正案でありますので、一括して議題とします。 
 これから、議案第１号から第１２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１号から第１２号までの討論を終わります。 
 これから日程第５ 議案第１号 富士川町住民基本台帳カードの利用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１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２号 富士川町防災会議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。 
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 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２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３号 富士川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改

正する条例についてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第３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４号 富士川町特別会計設置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４号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第９ 議案第５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５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６号 富士川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につ

いてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第６号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第１１ 議案第７号 富士川町手数料条例の一部を改正する条例についてを採

決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第７号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第１２ 議案第８号 富士川町公民館条例の一部を改正する条例についてを採
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決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第８号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第１３ 議案第９号 富士川町社会体育施設条例の一部を改正する条例につい

てを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第９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１０号 富士川町介護保険条例の一部を改正する条例について

を採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第１０号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第１５ 議案第１１号 富士川町営住宅管理条例の一部を改正する条例につい

てを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第１１号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第１６ 議案第１２号 富士川町有住宅管理条例の一部を改正する条例につい

てを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第１２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 議案第２５号 平成２４年度富士川町一般会計予算について 
   日程第１８ 議案第２６号 平成２４年度富士川町国民健康保険特別会計予算について 
   日程第１９ 議案第２７号 平成２４年度富士川町後期高齢者医療特別会計予算について 
   日程第２０ 議案第２８号 平成２４年度富士川町介護保険特別会計予算について 
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   日程第２１ 議案第２９号 平成２４年度富士川町介護サービス事業特別会計予算について 
   日程第２２ 議案第３０号 平成２４年度富士川町奨学金特別会計予算について 
   日程第２３ 議案第３１号 平成２４年度富士川町簡易水道事業特別会計予算について 
   日程第２４ 議案第３２号 平成２４年度富士川町下水道事業特別会計予算について 
   日程第２５ 議案第３３号 平成２４年度富士川町営農飲雑用水事業特別会計予算について 
   日程第２６ 議案第３４号 平成２４年度富士川町箱原農業集落排水事業特別会計予算について 
   日程第２７ 議案第３５号 平成２４年度富士川町鹿島財産区特別会計予算について 
   日程第２８ 議案第３６号 平成２４年度富士川町カラマツオ外三十山恩賜林保護財産区特別会

計予算について 
   日程第２９ 議案第３７号 平成２４年度富士川町活性化事業特別会計予算について 
   日程第３０ 議案第３８号 平成２４年度峡南地区ことばの教室共同設置特別会計予算について 
   日程第３１ 議案第３９号 平成２４年度峡南地区充指導主事共同設置特別会計予算について 
   日程第３２ 議案第４０号 平成２４年度富士川町水道事業会計予算について 

 以上の１６議案は平成２４年度の予算案でありますので、一括して議題とします。 
 なお、本予算案につきましては、去る９日の本会議で予算特別委員会に付託しましたので、

委員長から審査報告をお願いします。 
 質疑は、審査報告が終わったあとでお願いします。 
 予算特別委員長の報告を求めます。 
 委員長、永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
―――― 委 員 会 審 査 報 告 書 の 朗 読 ―――― 

〇議長（望月邦彦君） 
 以上で、予算特別委員長の報告が終わりました。 
 委員長、その場でお待ちください。 
 これから、予算特別委員長の報告に対して質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑なしと認めます。 
 以上をもって、議案第２５号から第４０号までの予算特別委員長の報告に対する質疑を終わ

ります。 
 委員長、ご苦労さまでした。自席へお戻りください。 
 これから、議案第２５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２５号の討論を終わります。 
 これから、議案第２５号を採決します。 
 本案に対する委員長の報告は、可決とするものです。 
 お諮りします。 
 本案は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 
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 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第２５号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２６号から第３９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２６号から第３９号までの討論を終わります。 
 これから、議案第２６号から第３９号までを一括して採決をします。 
 本案に対する委員長の報告は、いずれも可決とするものです。 
 お諮りします。 
 本案は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第２６号から第３９号まで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４０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４０号の討論を終わります。 
 これから、議案第４０号を採決します。 
 本案に対する委員長の報告は、可決とするものです。 
 お諮りします。 
 本案は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第４０号は委員長の報告のとおり可決されました。 
 ここで、暫時休憩します。 

休憩 午後 ２時０５分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午後 ２時０７分 
〇議長（望月邦彦君） 

 休憩を解いて、再開いたします。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第３３ 議案第４２号 富士川町人権擁護委員候補者推薦につき議会の意見を求めることに

ついてを議題とします。 
 町長から、本案について提案理由の説明を求めます。 
 町長、志村学君。 
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〇町長（志村学君） 
―――― 議 案 の 提 案 理 由 朗 読 説 明 ―――― 

〇議長（望月邦彦君） 
 町長から、提案理由の説明が終わりました。 
 これから、議案第４２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４２号に対する質疑を終わります。 
 これから、議案第４２号の討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 以上をもって、議案第４２号に対する討論を終わります。 
 これから日程第３３ 議案第４２号 富士川町人権擁護委員候補者推薦につき議会の意見を

求めることについてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第４２号は原案のとおり適任とすることに決定しました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第３４ 同意第１号 富士川町公平委員会委員の選任につき議会の同意を求めることについ

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

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

〇議長（望月邦彦君） 
 町長から、提案理由の説明が終わりました。 
 これから、同意第１号の質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑なしと認めます。 
 以上をもって、同意第１号に対する質疑を終わります。 
 これから、同意第１号の討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
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 以上をもって、同意第１号に対する討論を終わります。 
 これから日程第３４ 同意第１号 富士川町公平委員会委員の選任につき議会の同意を求め

ることについてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、同意第１号は原案のとおり同意することに決定しました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第３５ 同意第２号 富士川町教育委員会委員の任命につき議会の同意を求めることについ

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

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

〇議長（望月邦彦君） 
 町長から、提案理由の説明が終わりました。 
 本案は、地方自治法第１１７条の規定によって教育長 堀口広秋君の退場を求めます。 
 （ 退 場 ） 
 これから、同意第２号の質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑なしと認めます。 
 以上をもって、同意第２号に対する質疑を終わります。 
 これから、同意第２号の討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 以上をもって、同意第２号に対する討論を終わります。 
 これから日程第３５ 同意第２号 富士川町教育委員会委員の任命につき議会の同意を求め

ることについてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、同意第２号は原案のとおり同意することに決定しました。 
 教育長 堀口広秋君の入場を求めます。 
 （ 入 場 ） 
 ここで、教育長 堀口広秋君よりあいさつの申し出がありましたので、許可します。 
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 教育長、堀口広秋君。 
〇教育長（堀口広秋君） 

 貴重な時間をお借りしまして、一言ごあいさつを申し上げます。 
 先ほどは教育委員の人事案件に同意をいただきまして、ありがとうございます。 
 富士川町となりまして、ちょうど２年が経過したところでございます。この町の教育行政の

抱える課題もいくつか見えてきたところでもあります。これらの課題の解決、ならびに道筋を

つけるために一事専心、奮励努力をして職務にまい進してまいりますので、議員各位におかれ

ましては今後ともご指導いただけますよう、よろしくお願いいたします。ありがとうございま

した。 
〇議長（望月邦彦君） 

 以上で、あいさつを終わります。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第３６ 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３７ 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３８ 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３９ 議会運営委員会の閉会中の継続調査申出書について 

 以上の４議案は閉会中の継続調査案でありますので、一括して議題とします。 
 総務常任委員長、教育厚生常任委員長、産業建設常任委員長、議会運営委員長から会議規則

第７５条の規定によって、お手元に配布しました申出書のとおり、閉会中の継続調査の申し出

があります。 
 お諮りします。 
 各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることは可決されました。 
 以上をもちまして、本定例会の議事日程は全部、終了しました。 
 年度末の定例会であり、平成２４年度の予算をはじめ、提案された案件については慎重な中

にも熱心なご審議をいただき、ここに無事閉会できますことを厚く御礼申し上げます。 
 また町長以下、町の執行部の皆さまにおいては議案説明、質疑、答弁、委員会にご協力いた

だき、ありがとうございました。 
 議員各位におかれましては、住民の代表としてその重責を全うし、住みよいまちづくりのた

め、より一層のご尽力を賜りますようお願い申し上げ、平成２４年第１回富士川町議会定例会

を閉会します。 
 ご苦労さまでした。 

 
閉会 午後 ２時１８分 
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