
 
 
 
 
 

平 成 ２ ４ 年 
 
 
 
 
 

富士川町議会６月定例会会議録  
 
 
 
 
 

平成２４年６月 ８日 開会 
平成２４年６月１５日 閉会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

山梨県富士川町議会 
 

 １



 
 
 
 
 
 
 

平成２４年 
 
 

富士川町議会６月定例会 
 
 

６月８日 
 
 

 ２



 
平成２４年第２回富士川町議会定例会（１日目） 

 
平成２４年６月８日 
午前１０時００分開議 
於 議 場 

 
１．議事日程 

 
日程第１ 会議録署名議員の指名 
日程第２ 会期決定 
日程第３ 諸般の報告 
日程第４ 議案第４３号 富士川町男女共同参画推進条例の制定について 
日程第５ 議案第４４号 富士川町暴力団排除条例の制定について 
日程第６ 議案第４５号 富士川町個人情報保護条例の一部を改正する条例について 
日程第７ 議案第４６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４７号 富士川町印鑑条例の一部を改正する条例について 
日程第９ 議案第４８号 富士川町手数料条例及び富士川町子ども医療費助成金支

給条例の一部を改正する条例について 
日程第１０ 議案第４９号 富士川町心身障害児福祉手当支給条例等の一部を改正す

る条例について 
日程第１１ 議案第５０号 平成２４年度富士川町一般会計補正予算（第１号）につ

いて 
日程第１２ 議案第５１号 平成２４年度富士川町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１号）について 
日程第１３ 議案第５２号 平成２４年度富士川町簡易水道事業特別会計補正予算（第

１号）について 
日程第１４ 議案第５３号 平成２４年度富士川町水道事業会計補正予算（第１号）

について 
 
 

 ３



 
 

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  堀之内 美 彦       １０番  神 田   智 
１１番  深 澤 勝 雄       １２番  望 月 邦 彦 
１３番  井 上   勝       １４番  小 林   進 
１５番  保 坂   實       １６番  芦 澤 益 彦 

 
 

３．欠席議員 
 

な  し 
 
 

４．会議録署名議員 
 

 ３番  秋 山   貢        ４番  齊 藤 正 行 
 
 

 ４



 
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 

（１６人） 
町       長 志 村  学 教 育 長 堀 口 広 秋 
会 計 管 理 者 齋 藤 和 彦 総 務 課 長 志 村 廣 文 
企 画 課 長 鮫 田 和 博 財 政 課 長 田 辺 明 弘 
税 務 課 長 笠 井 千 尋 町 民 生 活 課 長 依 田 正 一 
福祉保健課長補佐 草 塩 重 幸 子育て支援課長 秋 山 千 秋 
農 林 振 興 課 長 堀 口  進 建 設 課 長 川住資農夫 
商 工 観 光 課 長 秋 山 俊 男 上 下 水 道 課 長 細 野 幸 男 
教 育 総 務 課 長 川 手 貞 良 生 涯 学 習 課 長 山 田  直 

 
 

６．職務のため出席した者の職氏名（３名） 
 

議会事務局長 矢 﨑  仁 
書    記 原 田 和 佳 
書    記 齋 藤  靖 

 
 
 
 
 
 

 ５



開会 午前１０時００分 
〇議長（芦澤益彦君） 

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

願います。 
 それでは、相互にあいさつを交わします。 
 起立願います。 
 相互に礼。 
 （ あ い さ つ ） 
 着席ください。 
 富士川町告示第３０号をもって招集されました、平成２４年第２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、ご健勝にてご出席を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２回富士川町議会定例会を開会します。 
 これから、本日の会議を開きます。 
 第２回定例会に先立ちまして、一言ごあいさつを申し上げます。 
 まわりの山々の緑も目にまぶしい季節となりました。梅雨入り宣言はまだのようですが、こ

のところ突然の雷や雨など不安定な気候が続いています。 
 気象庁の３カ月予報によりますと関東地方の夏は平年並みの暑さということであり、一安心

です。しかし電力供給に不安がある昨今、引き続き節電を心がけたいものです。 
 さて、海外経済の動向を見るとヨーロッパの低迷が続いているほか、中国は成長の勢いが鈍

くなっています。総体的に堅調といわれているアメリカについても、回復の速度は落ちている

ようであります。金融市場ではアメリカ経済に対する過度な期待の修正、スペインにおける財

政再建の遅れに対する懸念、ギリシャ政局の混乱などからリスクの回避の動きが見られます。

日本においては再び為替が円高に推移し、株価が下落傾向にあります。 
 国内については海外経済が減速傾向にある中で、輸出は明確に持ち直すまでには至っていな

いものの、タイの洪水の影響などが一巡したこともあり、昨年末にかけての減少傾向には歯止

めがかかっています。 
 雇用・所得環境の厳しさは残るものの、個人消費はエコカー補助金復活の効果などもあり、

足元にかけて堅調に推移しているようです。また東日本大震災の復旧・復興事業の進捗を受け

て、公共投資も増加に転じるなど内示には底堅さがうかがえます。 
 当議会においては過日の臨時会を経て新体制となりましたが、開かれた議会、信頼される議

会を目指して議会改革を進めているところです。 
 今定例会においても多くの住民の方に議会を知ってもらう機会として、１０日の日曜日に三

度目の休日議会を実施することになりました。また第１会議室においても議会中継をご覧いた

だけるよう、モニターを設置いたします。昨年に引き続き地区懇談会も開催しました。中部区、

青柳町区、穂積地区、最勝寺区、長沢区の５カ所で行い、延べ１４１人の方にご参加をいただ

きました。 
 今回は地域医療についてと平成２４年度町予算の２つのテーマを設けました。住民の皆さん

の関心が高い地域医療問題につきましては、多くの方からさまざまな考えをお聞きすることが
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できました。また厳しいご意見も多数いただきました。今後とも町民の皆さんの声に耳を傾け

ながら、議会活動を進めてまいります。 
 今定例会は、平成２４年度補正予算や条例制定などについて審議をお願いすることになりま

す。議員各位におかれましては、健康への十分な留意と活発な議論をお願い申し上げ、開会の

あいさつといたします。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   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、 
 ３番 秋山 貢君 
 ４番 齊藤正行君 
を指名します。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   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１５日までの８日間にしたいと思います。 
 これにご異議ございませんか。 
 （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１５日までの８日間と決定しました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   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

布したとおりでございます。 
 本日は提案説明に留め、質疑につきましては１１日の本会議で議事日程により審議をお願い

いたします。 
 次に監査委員から５月２２日に一般会計・特別会計の平成２３年度４月分、平成２４年度４月

分、水道事業会計の平成２３年度３月分、２４年度４月分の月例出納検査をした結果、相違な

いとの報告を受けておりますので伝達します。 
 次に一部事務組合関係では、５月２９日に中巨摩地区広域事務組合議会運営委員会が開催さ

れました。 
 次に県町村議会議長会等の関係では５月１６日に第１回町村議会広報編集委員長会議、５月

１８日に中北峡南地区議会議長会、５月２１日に第１回町村議会議長会議、５月２４日に自治

功労者表彰式および町村議会議員研修会、５月２９日から３０日まで第３７回全国町村議会議

長・副議長研修会、６月１日に第１回町村議会運営委員長会議が開催されました。 
 次に会議関係では４月２７日に全員協議会、地域医療を守る特別委員会、５月７日に地域医
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療を守る特別委員会、議会改革特別委員会、全員協議会、５月１０日に地域医療を守る特別委

員会、５月１５日に議会運営委員会、５月２５日に議会運営委員会、全員協議会、５月２８日

に議会運営委員会、地域医療を守る特別委員会が開催されました。関係議員にはそれぞれ出席

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

までした。 
 最後に先の山梨県町村議会議長会で、優良町村議会として、富士川町議会が表彰されました

ことをご報告いたします。 
 ここで、町長からあいさつの申し出がありましたのでこれを許します。 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 おはようございます。 
 まず先般、山梨県町村議会議長会におきまして、富士川町議会が優良町村議会として表彰さ

れましたことを心からお祝いを申し上げたいと思います。 
 それでは本日ここに平成２４年６月、富士川町議会定例会を招集いたしましたところ、議員

各位におかれましては、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に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。 
 さて、わが国の経済情勢でありますが、先般の政府の発表によりますと雇用情勢は東日本大

震災の影響もあり、依然として厳しいが輸出は持ち直しの動きが見られ、企業収益においても

下げ止まりの兆しも見られ、個人消費も緩やかに増加しているとし、景気は依然として厳しい

状況にあるものの、復興特需を背景として緩やかに回復しつつあるとの基調判断であります。 
 一方、先行きにつきましては、復興特需を背景に景気回復が期待されるものの、欧州の政府

債務危機を巡る不確実性が高まっており、金融資本市場の変動や海外景気の下振れによって景

気の下落ちするリスクが存在するとともに、電力供給の制約や原油高の影響、デフレの影響に

も注意が必要としております。 
 こうしたことから、政府は大震災からの復興に全力を尽くすとともに先行きリスクを踏まえ、

景気の下振れ回避に万全を期すとしております。このため、昨年の補正予算に盛り込まれた施

策を迅速に実行するとともに平成２４年度予算を着実に執行するとしておりますが、消費税増

税を柱とする社会保障と税の一体改革法案について、民主・自民・公明による修正協議が今日

から始まります。会期末が迫る中、２４年度の予算執行に必要な関連法案であります公債特例

法案など重要法案はそのままの状態であり、中部横断自動車道をはじめ本年度予定している事

業の執行が危ぶまれる状況であります。政局ではなく一日も早く正常な国会運営が行われるこ

とを期待するところであります。 
 それではここで、今定例会に提出いたしました主な案件と主要な事業への取り組み状況につ

いて申し上げます。 
 まず、峡南北部地域における医療再生についてであります。 
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 救急医療の確保や地域の医師確保など峡南地域における医療課題の解決を図るため、平成

２１年度に地域医療再生臨時特例交付金を活用する中で、社会保険鰍沢病院と市川三郷町立病

院が共同経営や連携を図ることにより医療従事者を集約化し、北部圏域の核となる病院を創出

することで住民が安全・安心を実感できる医療体制を構築するための地域医療再生計画を策定

したところであります。 
 計画の推進にあたっては、富士川町と市川三郷町が主体となった地域医療体制調査検討委員

会および市川三郷町・富士川町新病院設置協議会において、地域の３病院の経営統合に向けた

検討・協議を行ってまいりましたが、統合の協議がまとまらず本年４月に新病院設置協議会お

よび地域医療体制調査検討委員会が解散となりました。このため、今後は県が設置しておりま

す峡南地域医療連携協議会の専門部会である北部地域医療連携部会において、北部地域の望ま

しい医療連携のあり方について、検討を進めることとしたところであります。 
 その第１回目の北部地域医療連携部会が６月５日に開催され、今後の検討の進め方として

１０月をめどに５回の部会を開催する中で、各病院の役割分担および具備すべき機能、医療連

携の実施に向け各病院の施設・設備等の整備計画等を検討し、峡南地域医療連携協議会に報告

するとともに、平成２５年度の県当初予算に計上することとしております。 
 また脆弱な救急医療体制、自立度が低い医療提供体制、不十分な高度専門医療体制、深刻な

医師不足、低迷する病床利用率などの現状とともに、ＲＦＯ法の一部が改正され、平成２６年

４月にＲＦＯは独立行政法人地域医療機能推進機構に改組され、社会保険鰍沢病院は新機構に

移管された場合におきましても、経営状況によっては病院の縮小や診療科の廃止などの経営改

善や病院の閉鎖といった抜本的な体制が講じられる可能性があり、長期的に安定した地域医療

が確保されなくなるおそれがあるといった課題に対応するため、医療連携の必要性と今後の医

療連携の方向性について、協議が行われたところであります。 
 今後も県が主体となって地域医療再生計画の修正素案が作成され、医療連携部会で協議して

いくこととなりますので、県の動向を注視するとともに地域医療機能推進機構のもとでの鰍沢

病院の扱いなどについても、厚生労働省をはじめ関係機関に再度確認をしてまいりたいと考え

ております。 
 次に、夏の電力不足に対する取り組みについてであります。 
 この夏の電力供給は、震災直後の昨年の夏よりも厳しいものと予想されております。政府の

需給検証委員会によりますと、原発稼働率０を想定した電力９社の８月の需給状況は

２０１０年夏なみの猛暑で関西電力では１４．９％が不足、九州・北海道の２社でも電力の不

足が生じるとの見通しを発表いたしました。 
 こうした中で、本町が電力供給を受けている東京電力管内にありましては電力の予備率は４．

５％、節電においては数値目標を伴わない節電要請となっております。しかし本町では昨年度

に導入いたしました電気の使用料を監視する電力デマンドシステムを活用し、一昨年の最大使

用電力に対し、本庁舎などの事務部門では２０％、上下水道課など現業部門では１０％、役場

全体として１５％の抑制を図るなど、節電に取り組むこととしております。 
 次にデマンド交通運行事業であります。 
 デマンドバスは３年間の試行期間を経て本年７月の本運行に移行するにあたり、町民バスや

コミュニティバスの料金形態に併せ、見直しを行うことといたしました。改正内容は定時・定

路線運行時の料金につきましては、現行の３００円を町民バスと同額の２００円にするととも
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に、６５歳以上の高齢者、障害者を無料とするものであります。 
 またデマンド交通運行時の料金につきましては６５歳以上の高齢者、障害者は現行の料金

３００円を１００円とするとともに、山梨交通バスの追分停留所に接続するなど他の公共交通

とのネットワーク化を図ることとしております。 
 なお、生活路線である町営バス、またデマンド交通、コミュニティバスなど地域公共交通機

関と調整を図る中で、鰍沢地区への拡大について検討を進めることとしております。 
 次に、小中学校へのエアコン設置工事についてであります。 
 昨年度からの繰越事業であります全小中学校へのエアコン設置工事につきましては、４月

１６日に入札を実施し、現在、順調に工事が進んでおりますので、この夏は熱中症の心配もな

く、快適な学習環境のもとで授業が受けられるものと考えております。 
 次に、朝市寄り道マーケットについてであります。 
 昨年９月より毎月第２・第４日曜日に開催しております朝市寄り道マーケットにつきまして

は、消費者に新鮮で安全な食品を安く提供するとともに、鰍沢地区と商店街の活性化と町の観

光および物産を広く町内外にＰＲするとともに、農作物の販路拡大など農業の振興を図ること

を目的にこれまで１４回、開催をしてまいりました。 
 これまでの実績といたしますと出店数は平均約６０店、来場者台数は普通車で平均４５０台

のほか、観光バスでの来客も増えてきたところであります。朝市の主な出店品目といたしまし

ては、地元産の新鮮野菜やタマゴ、キノコ類のほか、ゆずやラフランスの加工品、またウス、

杵などの木工製品などがあり、さらには本町の観光産業のＰＲ品目をはじめ、県内外の農産物

や海産物、また軽飲食ブースを設けて町内外の方々が気軽に来場できるよう努めております。 
 今後も地域活性化につながるよう、朝市寄り道マーケットを開催してまいりたいと考えてお

ります。 
 次に、各区と役場を結ぶ担当職員の配置制度についてであります。 
 これからのまちづくりを進める上におきましては、町民と行政が協働した仕組みづくりが重

要であると考えております。中でも地域がやるべきこと、行政の支援があれば地域でできるこ

と、行政が進めることを明確にし、町民と行政が一緒に知恵を出し、汗を出し合うことが必要

であります。 
 こうしたことから地域の課題等を共有し、地域と行政を結びつけるパイプ役として地域を担

当する役場職員６０人程度を地域支援職員として各区へ配置することとし、現在、準備を進め

ております。 
 地域支援職員の主な活動としては地区の会議等に出席し、地域の課題や問題を解決するため

の対応、地域活動事業の支援、災害時における被災状況の把握や区長さんや自主防災組織との

連絡調整などであります。今後は配置した役場職員と地域の皆さんで協働し、それぞれの各区

においてさらに特色ある地域づくりが可能となるよう、仮称ではありますが地域力創造交付金

制度についても検討してまいりたいと考えております。 
 次に条例の制定についてであります。 
 まず富士川町男女共同参画推進条例につきましては、男女共同参画社会基本法に基づいて制

定するものであります。 
 男女共同参画を推進するための基本理念や基本的施策を定め、町や町の皆さま、また事業者

が一体となって取り組みを推進するため、富士川町男女共同参画推進委員会の設置や、富士川
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町男女共同参画プランを策定し、性別に関わりなく、すべての町民が個性と能力を発揮できる

機会を確保し、真の男女共同参画社会の実現を図ることを目的としております。 
 次に暴力団排除条例の制定についてであります。 
 山梨県では平成２３年４月に山梨県暴力団排除条例を施行いたしましたが、暴力団排除対策

は社会全体で取り組むことではじめて効果を発揮するものでありますので、住民に最も身近な

市町村においても暴力団排除条例を制定し、県条例を補完する必要があります。 
 こうしたことから、本町におきましても町民の安全かつ平穏な生活を確保し、社会経済活動

の健全な発展に寄与するため、条例を制定することとしたものであります。 
 最後に平成２４年度６月補正にかかる主なものについて、ご説明申し上げます。 
 まず明年１月から開催されます第２８回国民文化祭「ふじの国山梨国文祭」におきましては、

本町では１月２０日をメインとする和太鼓の祭典、４月２１日の山車巡行祭りを実施すること

としておりますが、出演をしていただく鰍沢ばやし保存会と鷹座巣小林八幡太鼓の小林区に対

し、太鼓購入に必要な経費を計上しております。 
 次に東日本大震災の教訓を踏まえた防災対策として、住民の安全・安心な生活を確立すべく

緊急通信手段の確保や防災資機材の整備、また地域においては災害対応マニュアルの作成など

防災対策の強化に努めてまいりましたが、災害対応の防災無線機を配備することとし、今議会

に必要な経費を計上しております。 
 また昨年の台風１５号をはじめ大雨による土砂災害が相次ぐ中、本町におきましても土砂災

害の危険性が指摘されている地域は少なくないことから新たに富士川、戸川、利根川、大柳川

などの浸水被害や崖崩れ、土石流等による土砂災害の被害が予想される地域を示した土砂災害

ハザードマップを作成することとし、所要の経費を計上しております。このマップ作成後は各

世帯に配布し周知を図る中、災害時における避難ルートの確認、また各地域の避難訓練等にも

活用していただくこととしております。 
 またこの春、大法師公園に桜の苗木を寄贈していただきました歌手の白井美知代さんが東日

本大震災の被災地にも桜の苗木を配布するということから、復興支援の訪問をするのに併せて

本町の子ども合唱団、ますほジュニアクワイアがありますが、これを同行させ、気仙沼市の皆

さまに子どもたちの歌声を届け、被災支援と友好を深めることとし、訪問に必要な経費を計上

しております。 
 さらに日韓友好の映画「道～白磁の人～」が明日から全国の映画館で放映されます。この映

画は戦時中、林業技師として韓国の山々を緑に戻す使命を抱いた青年、浅川巧が荒れ果てた山

の緑化推進に尽瘁する姿や、日本が韓国を合併し日本の風習や価値観を押し付ける中、朝鮮語

を学び朝鮮の文化や工芸品を見い出すなど、浅川巧が民族の壁を超えて生きた日韓友好の物語

であります。この原作者は中村高志、ペンネームは江宮隆之氏でありますが、本町の教育委員

長であります。自然や韓国との共存の仕方を見失いつつある今の日本人へ、時代を超えたメッ

セージともなるものであります。 
 本県の中学校ではこうした浅川巧の事跡を載せた教科書を採用していることから、文化ホー

ルでの上映の際に増穂中学校、鰍沢中学校の生徒にぜひ見せたく、映画鑑賞経費を計上いたし

ております。 
 また、一昨年来の地滑りにより林道が滑落しております柳川・箱原線について、地滑り防止

工事は県事業として実施いたしますが、林道の付け替えについての測量設計が必要なことから
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所要の経費を計上させていただいております。 
 さらに現在、土地区画整理事業を進めております山王地区は、富士川町の水道供給指定地域

外であり、この地区への給水を供給するためには給水区域の拡張が必要であります。この地区

は本町地区の簡易水道区域に接しており、本町地区簡易水道の給水区域を拡張することとし、

今年度の当初予算において、簡易水道事業特別会計に拡張する事業認可作成業務の経費を計上

したところであります。 
 一方、本町地区簡易水道事業と上水道事業の統合について県と協議を進めてまいりましたが、

このたび統合を視野に上水道事業において、山王地区を含めた上水道事業の給水区域拡張に了

解を得られたことから、簡易水道事業特別会計における給水区域拡張認可設計経費を減額し、

上水道事業特別会計に給水区域拡張変更認可設計にかかる経費を計上しております。 
 以上が主なる取り組みと所信の一端について申し上げましたが、今定例会に提出いたしまし

た案件は条例制定案件２件、条例改正案件５件、補正予算案件４件、併せて１１件の議案を提

出しております。 
 なお、提案理由につきましては議案ごとに申し上げさせていただくこととしておりますが、

よろしくご審議の上、ご議決あらんことをお願い申し上げます。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 これで、町長のあいさつは終わりました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第４ 議案第４３号 富士川町男女共同参画推進条例の制定について 
   日程第５ 議案第４４号 富士川町暴力団排除条例の制定について 

 以上の２議案は条例制定案でありますので、一括して議題とします。 
 町長から、本案について提案理由の説明を求めます。 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
―――― ２議案の提案理由朗読説明 ―――― 

〇議長（芦澤益彦君） 
 次に、議案第４３号および議案第４４号の補足説明を求めます。 
 まず、議案第４３号の補足説明を求めます。 
 町民生活課長、依田正一君。 

〇町民生活課長（依田正一君） 
 それでは議案第４３号 男女共同参画推進条例の制定についての補足説明をさせていただき

ます。 
 日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等が謳われ、男女共同参画社会の実現に向けたさまざ

まな取り組みが国際社会における取り組みと連携しつつ着実に進められ、平成１１年には男女

共同参画社会基本法が施行されました。 
 山梨県においても、平成１４年に男女共同参画推進条例が制定されました。国や県のこうし

た動きを背景に、富士川町では平成２２年４月から富士川町男女共同参画準備委員会を立ち上

げ、平成２３年に町民意識調査を実施しました。この調査と第１次富士川町総合計画に基づき、
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現状に即した富士川町男女共同参画推進プランを作成したところでありますが、プランに掲げ

る施策を着実に推進していくための根拠となる条例が必要であります。 
 条例の概要につきましては、条例は前文と２７条の条文で構成されております。 
 まず前文では、男女共同参画に関する現状と条例を制定する目的等について述べてあります。 
 第１条と第２条では、総則的な事項としてそれぞれ目的および用語の定義を規定しておりま

す。第３条から第１１条までは、男女共同参画の推進のために必要な基本事項として７つの基

本理念、町、町民、事業者、自治組織、教育に携わるものそれぞれの役割、性別による人権侵

害の禁止、基本計画の策定、公衆に表示する情報の表現の配慮について規定しております。 
 また１２条から２０条までは、男女共同参画計画の策定をはじめ町が実施する基本的な施策

等について定めており、第２１条から２７条までは男女共同参画の推進に関する必要な事項を

調査および検討するために、富士川町男女共同参画推進委員会の設置に関する事項を規定して

おります。 
 この条例は、平成２４年７月１日から施行いたします。 
 以上で、条例の補足説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 次に、議案第４４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４４号 富士川町暴力団排除条例についての補足説明を行います。 
 先ほど町長のあいさつの中で、条例の設置の趣旨等につきましては申し上げましたので、私

のほうからは、まずはじめに県内の条例の制定状況から説明させていただきたいと思います。 
 今年の３月には甲府市、笛吹市、韮崎市、上野原市、大月市の５の市ですね。それから町村

では昭和町と忍野村が制定いたしました。いずれも平成２４年４月１日から施行されておりま

すが、峡南５町を含め未制定の市町村もこの６月定例議会で制定の予定であります。 
 それでは皆さんのお手元の資料の中のページを開いていただいて、条例の内容について説明

をさせていただきます。 
 本条例は１条の目的から１８条の委任までの１８条で構成されており、附則において平成

２４年７月１日から施行することとなっております。 
 まず第１条の目的では、暴力団の排除を推進し町民の平穏な生活の確保と社会経済活動の健

全な発展に寄与することを目的として規定しております。 
 次に第３条の基本理念では、町内からの暴力団の排除を推進する上での基本理念について規

定しております。第４条、５条、６条では４条で町、５条で町民、６条で利用者の責務につい

て規定してあります。 
 次に７条から１３条では、暴力団の排除に関する基本的施策を規定しております。第９条の

公の施設の利用における措置では、公共施設が暴力団の興業等に利用されることを阻止するた

め、町や教育委員会、指定管理者が必要な措置を講ずることを規定しております。 
 次に１５条から１６条であります。暴力団員等に対する利益の供与の禁止を指定しておりま

す。 
 次に１７条では祭礼等における措置として、夏祭り等の行事から暴力団を排除するため、暴

力団を利用してはならないことや行事の運営に暴力団員等を関与させてはならないこと。暴力

 １３



団員等であることを知りながら露店・屋台等を出店させないことなど、行事主催者等の取り組

みを規定しております。 
 以上、議案第４４号 暴力団排除条例の補足説明を終わりにさせていただきます。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 以上で町長の提案理由説明、ならびに担当課長の補足説明が終わりました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第６ 議案第４５号 富士川町個人情報保護条例の一部を改正する条例について 
   日程第７ 議案第４６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４７号 富士川町印鑑条例の一部を改正する条例について 
   日程第９ 議案第４８号 富士川町手数料条例及び富士川町子ども医療費助成金支給条例の一

部を改正する条例について 
   日程第１０ 議案第４９号 富士川町心身障害児福祉手当支給条例等の一部を改正する条例につ

いて 
 以上の５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） 
―――― ５議案の提案理由朗読説明 ―――― 

〇議長（芦澤益彦君） 
 次に、議案第４５号から４９号までの補足説明を求めます。 
 まず、議案第４５号の補足説明を求めます。 
 企画課長、鮫田和博君。 

〇企画課長（鮫田和博君） 
 それでは、議案第４５号の補足説明をさせていただきます。富士川町個人情報保護条例の一

部を改正する条例。 
 この条例につきましては、先ほど提案理由にもありましたけども、民法の改正に伴いまして

個人情報の開示請求などの申請手続きにおいて、未成年者の未成年後見人として法人を選任す

ることができる改正が行われたことによるものであります。富士川町の個人情報保護条例にお

いては第１３条第１項第１号は開示を請求する者、第２９条第１項第１号は訂正請求をする者、

第３４条第１項第１号は利用停止請求をする者であり、いずれも条項中の居所の次に法人代理

人が法人である場合にあっては、その称号または名称および住所ならびにその代表者の氏名を

加える改正であります。 
 この条例の公布につきましては、施行の日からとなります。 
 例規集については第１巻、７２７ページからとなりますのでよろしくお願いをいたします。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 次に、議案第４６号から４８号までの補足説明を求めます。 
 町民生活課長、依田正一君。 
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〇町民生活課長（依田正一君） 
 それでは議案第４６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改正をする

条例について、補足説明をさせていただきます。 
 現行の条例では、市町村長は住民基本台帳カードの条例の定めるところにより条例の規定す

る目的のために利用することができるという住基法第３０条の４４第８項の規定を引用してお

りますが、今回、一部改正する法律の施行に伴い同条第８項の前に新たに４項加わるため、引

用している第８項が同条第１２項に項ずれをするため、改正するものであります。 
 施行日につきましては、法律の施行日が平成２４年７月９日であるため、この条例の一部改

正の施行日も平成２４年７月９日にいたしたいと思っております。 
 これは、例規集１巻の１０２０ページからでございます。 
 続きまして議案第４７号 富士川町印鑑条例の一部改正する条例についての補足説明をさせ

ていただきます。 
 印鑑の登録は富士川町印鑑条例により規定され、住民基本台帳および外国人登録原票の記載

に基づき、印鑑登録事務を現在行っております。住民基本台帳法の改正の施行に伴い、外国人

登録法の事務が廃止され、外国人住民に対しても日本人同様に住民票が作成されます。この法

改正に合わせて、条例の一部改正を行うものであります。 
 条例のほうですけども、第２条関係につきましては、外国人住民が住民基本台帳法適用対象

への追加および外国人登録法が廃止されることにより、第２条第２号を削ることになりますが、

同条に規定されている号が１号のみとなるため、同条第１号の規定を本文中で規定するための

改正であります。 
 第４条第３項第１号および１１条関係につきましてですけども、これは外国人登録法が廃止

されることに伴いまして、改正するものであります。 
 それから真ん中の下あたりですけども、第５条第１項第１号および第２号の関係につきまし

ては、外国人住民の通称を用いた印鑑の登録を認めた改正であります。 
 第５条第２項関係につきましては、非漢字圏の外国人に限り住民票の備考欄に記載されてい

る氏名の片仮名表記、またはその一部を組み合わせたもので表記されている印鑑の登録を認め

るための改正でございます。 
 ちょうど真ん中のところに第６条第３号および第７号関係につきましては、外国人住民の通

称および新設する、先ほどの第５条第２項において登録を認めた非漢字圏の外国人の氏名の片

仮名表記の印鑑登録原票に登録するための改正でございます。 
 下のほうになりますけども、第１２条関係につきましては外国人住民の通称および非漢字圏

の外国人住民の氏名の片仮名表記の変更、ならびに外国人住民でなくなったことを町長が知っ

たときは、職権により印鑑登録を抹消することができるとするための改正であります。 
 附則の施行日につきましては住基改正法、入管法等改正法の施行日を定める政令により平成

２４年７月９日から施行いたします。 
 それから附則の第２項関係につきましては、改正前の印鑑条例第２条第２号の適用を受ける

ものが改正後の印鑑条例第２条の規定に該当しないことにより、印鑑の登録を受けることがで

きないこととなるものに係る当該印鑑の登録を、職権で抹消できるものの規定を加えるもので

ございます。 
 最後に附則の第３項関係につきましては、外国人の印鑑登録者でこの条例の施行日に住民票
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が作成されるものについて当該住民票が作成されたことに伴い、印鑑登録原票に登録すべき事

項に変更が生じたときは、施行日において職権で修正することができる規定を加えております。 
 例規集につきましては１巻の１０２６ページからでございます。 
 続きまして議案第４８号 富士川町手数料条例及び富士川町子ども医療費助成金支給条例の

一部を改正する条例についての補足説明をさせていただきます。 
 富士川町手数料条例の一部改正の第１条関係につきましては、外国人登録法が廃止されるこ

とにより外国人登録に関する証明がなくなるための改正であります。 
 富士川町子ども医療費助成金支給条例の一部改正の第２条関係につきましては、外国人登録

法が廃止されることに伴いまして、外国人住民も住民基本台帳に登録されることとなるための

改正であります。 
 施行日につきましても、出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律の施行期日を定め

る法令によりまして、平成２４年７月９日から施行するものであります。 
 例規集のほうは１巻の３７５６ページからでございます。 
 以上で補足説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどをお願いいたします。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 次に、議案第４９号の補足説明を求めます。 
 福祉保健課長補佐、草塩重幸君。 

〇福祉保健課長補佐（草塩重幸君） 
 それでは議案第４９号 富士川町心身障害児福祉手当支給条例等の一部を改正する条例につ

いて補足説明をさせていただきます。 
 本件は３つの条例について一部改正を行いますが、これらは先ほどの提案理由にありました

ように、障害者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの

間において、障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律に基づき、児

童福祉法をはじめとする関係法律が改正されたことに伴うもので、改正の根拠が同一であるた

め、１つの改正条例案として提案をさせていただきます。 
 はじめに第１条、富士川町心身障害児福祉手当支給条例の一部改正は例規集第２巻、

８７１ページ以降に掲載されておりますが、同条例の支給要件を規定する第３条第２項中、入

所施設に関する部分について、引用しております社会福祉法第２条第２項において個々の入所

施設について一元化され、障害者入所施設と改正されたことにより一部改正するものです。 
 次に第２条、富士川町児童クラブ条例の一部改正は例規集第２巻、８３６ページ以降に掲載

されておりますが、同条例第１条の放課後児童健全育成事業について規定をしております児童

福祉法第３４条の７が改正によりまして第３４条の８に繰り上がったことに伴い、一部改正を

するものです。 
 最後に第３条、富士川町ひとり親家庭医療費助成に関する条例の一部改正は例規集第２巻、

９２８ページ以降に掲載されておりますが、同条例の養育者に関する定義を規定している第

２条第４項について、養育者から除かれるものとしての里親、小規模居宅型児童養育事業を行

うものについて定義をしております児童福祉法の引用個所が改正されたことに伴い、一部改正

するものです。 
 以上、補足説明を終わります。 
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〇議長（芦澤益彦君） 
 以上で町長の提案理由説明、ならびに担当課長、課長補佐の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１０時５８分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午前１１時１０分 
〇議長（芦澤益彦君） 

 再開します。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第１１ 議案第５０号 平成２４年度富士川町一般会計補正予算（第１号）について 
   日程第１２ 議案第５１号 平成２４年度富士川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

について 
   日程第１３ 議案第５２号 平成２４年度富士川町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて 
   日程第１４ 議案第５３号 平成２４年度富士川町水道事業会計補正予算（第１号）について 

 以上の４議案は補正予算案でありますので、一括して議題とします。 
 町長から、本案について提案理由の説明を求めます。 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
―――― ４議案の提案理由朗読説明 ―――― 

〇議長（芦澤益彦君） 
 次に、議案第５０号から５３号までの補足説明を求めます。 
 まず、議案第５０号の補足説明を求めます。 
 財政課長、田辺明弘君。 

〇財政課長（田辺明弘君） 
 それでは議案第５０号 平成２４年度富士川町一般会計補正予算の補足説明をさせていただ

きます。 
 表紙の裏をお開きください。 
 （以下、平成２４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、議案第５０号の補足説明を終わらせていただきます。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 次に、議案第５１号の補足説明を求めます。 
 町民生活課長、依田正一君。 

〇町民生活課長（依田正一君） 
 それでは議案第５１号 平成２４年度富士川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

の補足説明をさせていただきます。 
 裏面をお願いいたします。 
 （以下、平成２４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） 
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 以上で、補足説明を終わらせていただきます。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 次に、議案第５２号および５３号の補足説明を求めます。 
 上下水道課長、細野幸男君。 

〇上下水道課長（細野幸男君） 
 議案第５２号の富士川町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）の補足説明をさせていた

だきます。 
 予算書の裏面をお願いします。 
 （以下、平成２４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５３号の富士川町水道事業会計補正予算（第１号）の補足説明をさせて

いただきます。 
 補正予算書の裏面をお開きください。 
 （以下、平成２４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（芦澤益彦君） 
 以上で町長の提案理由説明、ならびに担当課長の補足説明が終わりました。 
 以上で、本日の日程は全部終了しました。 
 なお、６月１０日の開議時間は富士川町議会会議規則第９条第２項により、午前９時に繰り

上げて開くことにします。 
 お諮りします。 
 ６月１０日の開議時間を午前９時に繰り上げて開くことに、ご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、６月１０日の開議時間を午前９時に繰り上げて開くことに可決されました。 
 本日は、これにて散会とします。 
 ご苦労さまでした。 

 
散会 午前１１時２７分 
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開会 午前 ９時００分 
〇議長（芦澤益彦君） 

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

だきまして誠にありがとうございます。 
 これから、平成２４年第２回富士川町議会定例会第２日の会議を開きます。 
 町営住宅の件を日程に追加し、追加日程第１として議題とすることにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって町営住宅の件を日程に追加し、追加日程第１として議題とすることに決定しまし

た。 
 町長より説明をしたいという申し出がございました。 
 これを許します。 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 おはようございます。 
 去る６月８日の本会議終了後、昼間のテレビを見ましたら韮崎市の市会議員が市営住宅の入

居基準を超える収入を得ているにもかかわらず、１０年以上にわたって入居を続けているとい

うテレビ報道がありました。 
 午後になりまして、本町の議員さん方はすべて持ち家でありますから、その心配はなかった

わけでありますけども、職員にそういう者がいないかということで総務課長を通じながら調査

をいたしました。 
 ３名、収入基準を超えて入居しているというものが判明したわけでありますが、それと時間

を挟んで読売新聞からそういった取材がありました。そのままお答えしなさいということでし

ましたから、９日の日の読売には大々的に富士川町職員の収入基準を超過して入居している職

員が３名という報道がされましたが、本日のほとんど全紙にそのものが入っております。 
 富士川町の３人の職員が基準を超えているというのは、町の基準でいきますと町の町営住宅

管理条例では世帯の月収が１５万円以下だということになっているわけですが、これを超えた

者が３名入ったということであります。町では、入居世帯に収入申告書の提出を義務付けてお

りまして、それで収入を見て収入超過者には毎年、超過者認定の通知と自主的な退去を求める

通知を送っております。当然その３名にもそういった通知はいっているわけですが、１名につ

いては昨年、超過をしたというところで、あとの２名については５年以上、そういった通知を

受けながら入居をしているということであります。 
 町営住宅は低所得の町民の皆さんのために建設した住宅であります。職員が住むためにつく

るんであれば職員宿舎を造ればいいわけですが、職員も若いときには収入がありませんから当

然入居対象になりますけども、一定基準を超えたらやはり町民の皆さんに住んでいただくよう

に明け渡していくというのが筋ではないかなと。そういったモラルに欠けていると言われても

仕方がないというふうに私は思っております。 
 町では今後いろんな処分も含め検討してまいりますけども、当面、住宅のことですから今す

ぐというわけにはまいりませんけども、この３名の職員には別の住宅に引っ越すように指導し

てまいりたいと思っています。 

 ２２



 今回の件で町民の皆さん、議会の皆さんに大変申し訳ない、ご心配もお掛けいたしましたこ

とを心よりお詫びを申し上げまして、経過説明とさせていただきます。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 町営住宅の件につきまして、緊急質問をいたしたいので動議を求めます。 
 （異議なし。の声） 

〇議長（芦澤益彦君） 
 １名以上の同意がございますので、緊急質問を認めます。 
 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 先ほど町長が説明していただきましたけども、基準を超えて複数年経過している中で自主的

退去ができていないということはどこに原因があると思っているのか、答弁をお願いいたしま

す。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 建設課長、川住資農夫君。 
〇建設課長（川住資農夫君） 

 秋山議員のご質問でございますけども、毎年、収入超過、収入報告をさせていただいておる

わけなんですけど、それぞれその家庭の事情があるというように感じております。子どもの件

とかそういう形の中で、あるいは住宅のほうが探せないとか、そういう形の中でやむなく入居

を続けていたというように感じられます。今後もそういうことの中で、もう一度、その職員の

事情聴取をさせていただきまして、退去を促していきたいと考えておりますので、よろしくお

願いします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山議員。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 それぞれの事情があるのは分かるんですけど、例えば民間の借りている方が収入基準を超え

たときに、ではいろんな事情があるから居させてくださいということを言われれば、町として

それは当然に、事情があるからいいですよということで、今までもそういったケースがあると

いうことですか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 建設課長、川住資農夫君。 
〇建設課長（川住資農夫君） 

 一般の方という形でよろしいですか。民間の方につきましては、収入基準超過の者について

は条例でも明け渡しをしなければならないというんではなくて、町のほうは明け渡しをするよ

うにということの中で通知を出させてもらっているんですけど、それぞれまたその方たちの事

情というのは全部聞いてありませんので、ここでなんとも言えないんですけど、一応、そうい

う形の中で明け渡しを今後も続けていかなければならないと思っているんですけど、ちょっと

その事情については、詳しくは把握しておりませんので申し訳ありませんけども、この程度の

答えしかできませんけど、よろしくお願いします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
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〇町長（志村学君） 
 職員が５年以上にわたって居続けるという真意は、これから調査をさせていただきながら、

本人の考え方も聞きながらやっていきたいと思います。ただ韮崎の市会議員さんも悪いことは

分かったと。ただ、そこにもう社会的なつながりが出てしまったとか、今、うちの職員はちょ

うど子どもも小さい時期ですから、子どもの友だちの関係、あるいは学校の関係等々、いろい

ろな事情があると思いますが、ここについては３名それぞれ、また違う事情があるかもしれま

せんので、これから聞き取り調査をさせていただきたい。 
 それと一般の人たちにも同じような通知をしております。そういう中で、やはり超過をして

いるにもかかわらず、諸般の事情でなかなか出て行かないという人もいることは事実でありま

す。ただ、今やっているのは自主的な退去ということで通知を出しておりますので、強制力は

町のほうにありません。 
 それとあと金額は私ちょっと分かりませんけども、一定以上の高額所得者、これは退去命令

が出せることになっておりますので、今、うちの町の中にはそういった命令を出すほどの事例

はないと。自主的退去を求める事例の中に一般の人もおりますが、町の職員が３名、含まれて

いたということであります。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 条例というのは公務員も民間人も関係なく、すべての住民の権利を制限したり、義務を課し

たりするものなんですね。ましてや役場の職員というのは、その住民を指導する立場なんです

ね。その人たちが、いろんな事情があるからできなかったという弁解をすれば法治国家という

のは成り立たないと思うんですよ。やはりそこは町の職員たるものは条例を厳守して、住民の

模範となるというのはこれは当然のことですよ。それを原因もまだ定かではない。これから調

べていただいて、やはり原因が分からないと再発防止策なんて検討できないわけではないです

か。ぜひ原因を究明していただいて、再発防止策というものを議会に提示していただきたいと

思います。 
 以上で終わります。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 １４番、小林進君。 

〇１４番議員（小林進君） 
 先ほど課長さんの答弁、年に一度、入居者が前年度の申告をしますね。申告をすることによっ

て、当局で今年は仮に小林進さんの所得がこのくらいですから、今までの家賃より、このくら

い上がりますという通知がきますよね。高額所得者。たしかに高額所得者は退去しなければな

らないということになっていますけども、現実の問題として、これはわが富士川町ばかりでは

なくて、おそらく県下の市町村でこの問題は論議される議題だと思っております。 
 ご案内のとおり、入居するのに現実の問題として現在の入居基準で入れるのか。所得が、そ

れではほとんどの方が僕は入れないとみています。そして入居したあとが年に一度の申告で、

当然、給料の多い方には若干なりとも僕は家賃が上がっているという解釈をしているんですけ

ど、そのへんを先に課長さんのほうから現状どうなっているのか、説明をお願いします。 
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〇議長（芦澤益彦君） 
 建設課長、川住資農夫君。 

〇建設課長（川住資農夫君） 
 小林議員のご質問にお答えします。 
 毎年おっしゃるとおり収入報告を出させていただいております。それで収入超過１５万８千

円以上、超過すると収入超過者ということになりますけど、これは３年続けて収入超過になっ

た場合に認定いたします。それで３年続けて収入超過になったものについては、その通知を出

せていただくと同時に、家賃についても割り増し賃金を取っております。 
 以上でございます。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 小林進君。 

〇１４番議員（小林進君） 
 入っている方が僕は８割方、９割方、僕は今の基準からいくと全員がオーバーなんですよ。

現実は。おそらく課長もその認識だと思うし、町長もその認識だと思いますけどもね。この問

題は職員だから、また議員だからということで論議をされていますけども、町としても管理上、

非常に難題だと思います。おそらくこれは県下、また全国的にこの問題は波及する問題だと思

いますけども、現在の基準からいくと入れないような、おそらく全員が出て行かなければなら

ないような状況になるという認識を、発言をして終わります。ありがとうございました。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ６番、齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 １点だけ、町長にお尋ねしたいと思います。 
 今、小林議員の話にもありましたけども、この問題は行政に携わっている町職員が知りなが

ら自主的退去を放棄していたと。諸般の事情いろいろあるでしょう、先ほど言ったように。こ

こが一番問題なんであって、この社会的影響というのは行政を今後行っていく上において、い

ろんな問題、あるいは町民の意識に反映してくるんだろうなと、非常にそういう意味で大きな

問題だと思うんです。ですから単に早急に出て行くような手立てを講ずれば、それで終わりだ

よということではないんだと思うんですけども、その点について町長、これからどんなふうに

お考えになっていくのか、お伺いしたいと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 まさに町職員のモラルの問題だと私は認識しております。私も機会あるたびにコンプライア

ンスということは、課長会議等々でも職員にも数年間言ってきているはずなんですが、法治国

家ですから自分たちでつくった条例であれば、もしそれが不都合であれば直すことも可能なん

です。役場ですから。ですから今、小林議員からもありました入居基準ももう一度見直します。

ただ入居基準は、今それに沿って入居させていますから、たぶん合っていると思うんですけど

も、あとの所得申告に対して基準どおりした場合に、自主撤去の対象者がどのくらいいるかと

いうことは私も今、把握をしておりませんが、これから調査をさせていただきながら、もしそ

れが実態に合わない状態であれば、これは直していきたいなと思っております。 
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 ただ、今、齊藤議員さんの質問の町職員については、まさに町民の模範となる職種でありま

すので、コンプライアンス等の重視、町でそういった条例を決めたんであれば、住民にも守っ

ていただかなければなりませんし、それを率先して役場職員が身をもってやっていかなければ

ならないものだと思っておりますから、これはこれからいろんなところへも波及するかもしれ

ませんけども、その手本にもですね、この富士川町が浄化能力を出しながらやっていきたいな

と、こんな決意でおります。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 しっかりと自浄能力を発揮して対応していただきたいと思います。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 これで町営住宅の件は終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   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、お手元に配布

した一覧表のとおりです。 
 教育委員の改選により、中村高志教育委員長が新任されました。ご出席をいただき誠にあり

がとうございます。 
 ここで、教育委員長からあいさつの申し出がありましたのでこれを許します。 
 教育委員長、中村高志君。 

〇教育委員長（中村高志君） 
 このたび教育委員長に就任いたしました中村高志でございます。よろしくお願いいたします。 
 教育問題というのは１００年来、いろんな問題が毎年のように出てまいります。日本も山梨

県もそしてこの富士川町も含めまして、教育問題の課題というのが山積している状態です。さ

まざまな問題が子どもだけではなくて、地域をめぐっていろんな問題が起きている。これから

も起こっていくという非常に重要な時期に、教育委員長という大任を委ねられました。教育行

政、それから子どもたちの教育をどのように推進していくか。そして子どもたちの将来をどの

ように考えるかということを含めまして、お役に立ちたいと思っております。よろしくお願い

いたします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 これで、教育委員長のあいさつは終わりました。 
 本日は、一般質問の日程になっております。 
 質問回数について、申し上げます。 
 会議規則第５５条の規定により３回までとなっていますが、今定例会に限り質問の回数は無

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

て答弁時間を含め４０分以内とします。 
 一般質問の通告者と当局者は、質問ならびに答弁の要旨を具体的かつ簡潔にお願いします。 
 なお、本日は議会改革の一環として議場内でビデオ撮影を行い、会議室に中継しますのでご

了承願います。 
 また報道機関から写真撮影、傍聴者から児童の入場の申し出がありましたので、これを許可

しました。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   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、１番、鮫田洋平君の一般質問を行います。 
 １番、鮫田洋平君。 

〇１番議員（鮫田洋平君） 
 おはようございます。 
 今議会、一番はじめの一般質問で少し緊張しておりますが、通告に従いまして一般質問を始

めます。 
 今回は町の情報発信機能の強化について、大きく３つ質問させていただきます。 
 私が議員になって２年が経過いたしました。この間、志村町長は暮らしと自然が輝く交流の

町の実現に向けさまざまな施策を立案され、実現に向けて努力されてきたことに対し、まず敬

意を表します。 
 しかし多くの先進的な施策や行政サービスが、残念ながら町民の皆さまにまだまだ浸透して

いない感は否めません。本町の施策や行政サービスは、県内どこの市町村よりも充実している

内容だと感じております。 
 しかし、どんなに素晴らしい制度や施策を実施しても、どんなに利用しやすいサービスでも

町民の皆さまが知らなければ真価を発揮することはできません。町の施策や行政サービスが町

民に周知されていないことが多々あり、そのようなよい制度があったら利用したかったという

ような声を多く耳にします。 
 志村町長が掲げる町民主体の町政を推進していくためには、こうした情報を町民の皆さまと

共有するとともに、町が実施している施策、行政サービスを町民全員に周知していくことが最

も重要であると考えております。 
 そこで１つ目の質問ですが、町では現行の広報活動、広報戦略の見直しや新たな活動につい

てどのように考えているか、お伺いいたします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 企画課長、鮫田和博君。 
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〇企画課長（鮫田和博君） 
 それでは、広報活動についてのご質問にお答えいたします。 
 広報活動は、住民にとって町の施策などの行政情報を知る上で重要な役割を果たすものと考

えております。こうしたことから、町では毎月末に広報ふじかわおよびくらしのカレンダーを

発行し、ホームページにも掲載しております。また、ＣＡＴＶやＮＨＫの文字情報なども活用

しながら、住民に向けて行政情報の発信も行っております。 
 しかし、住民から町の施策などの行政情報が十分に周知できていないとの指摘があります。

今後は広報紙やホームページ上で住民からの意見を調査し、寄せられたその意見をもとに新た

な情報発信の方法などを検討してまいりたいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 鮫田洋平君。 

〇１番議員（鮫田洋平君） 
 今おっしゃっていただいたことを踏まえ、町民の皆さまにしっかり町政の情報が伝わるよう

に広報活動をさらに充実していくことを要望して、次の質問に移ります。 
 次にホームページの機能強化について、お伺いします。 
 平成２３年度の山梨県全体のインターネットの普及率は７６．６％です。インターネットの

普及率も毎年上がり、町のホームページも町政の発信機能の役割を普及率が上がるとともに果

たしてきていると認識しております。しかし、本町のホームページは知りたい情報にスムーズ

にたどり着けない。あるいは掲載情報が古いなど、使い勝手が悪いと一部で指摘されておりま

す。ほしい情報が最新で、なおかつストレスなく入手できることはインターネットで情報を収

集するものにとって、最も重要なことと考えております。 
 そこでホームページの使いやすさや掲載情報の更新など、今後どのような改善をしていく考

えがあるか、お伺いいたします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 企画課長、鮫田和博君。 
〇企画課長（鮫田和博君） 

 それでは、２番目のホームページの機能強化についてのご質問にお答えいたします。 
 町のホームページについては、全体の管理を企画課で、情報の入力および削除作業の管理を

各担当課で行っております。しかし、利用者から期限を過ぎた情報が削除されていない、知り

たい情報が入手しにくいなど、使いづらいという指摘を受けております。こうしたことから期

限を過ぎた情報は直ちに削除するように指示するとともに、使いやすさについて現在、検討を

行っているところであります。また、本年度中にはその検討結果をもとに改善を行い、その上

で改めてホームページ上で利用者からご意見を求め、さらに使いやすいホームページとしてい

きたいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 鮫田洋平君。 

〇１番議員（鮫田洋平君） 
 使いやすさの改善もいろいろされているということですので、これからも定期的なチェック
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の強化と最新情報の掲載をして、いかに情報を多く発信し、いかに多くの人の目に触れるかで

これからの定住人口の増につながっていく大事な部分だと思っておりますので、さらなるホー

ムページの強化をよろしくお願いいたします。 
 次の質問に移ります。 
 先ほど１つ目の質問の答えの中に新たな情報発信を考えているということでしたので、たぶ

んこの３つ目の質問につながってくるのかなと思います。 
 最近、テレビや新聞紙面でよく騒がれているソーシャルメディアの活用について、お伺いい

たします。 
 情報技術の進歩により、インフラ面では光ファイバーやＡＤＳＬなどのブロードバンドサー

ビスの利用環境が全国的に整備されると同時にパソコン、携帯電話、スマートフォン、タブレッ

ト等、ネットワーク接続末端の多様化・多機能化が進んでおります。 
 こうした中、個人や組織など誰もが参加できるソーシャルメディア、ブログやツイッター、

フェイスブックなどが震災時の災害・生活関連情報を配信したことで注目を集めました。最近

では自治体が災害・観光情報の発信など、ソーシャルメディアを導入する例や町民によるまち

づくり、地域活性化のツールとして活用する動きが広まりつつあります。 
 昨年の東日本大震災の被災地では、一般電話や携帯電話などの通信手段が長時間途絶えまし

た。このためインターネットを利用して双方向で情報のやりとりのできるブログやツイッター、

フェイスブックなどソーシャルメディアと呼ばれる、新たな情報伝達手段が大きな役割を果た

しました。 
 ソーシャルメディアは災害時だけでなく、平常時においてもさまざまな情報を提供・共有す

ることができ、日に日に利用者が増え続けております。いざというときの情報発信や町の施策、

事業、サービスなどの発信にも活用でき、大変有効な情報伝達手段と考えております。 
 ソーシャルメディアのアカウント取得は無料であり、やる気になれば今日からでも立ち上げ

ることが可能です。そこで町はこのソーシャルメディアの活用について、今後どのように取り

組んでいく考えがあるか、お伺いいたします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 企画課長、鮫田和博君。 
〇企画課長（鮫田和博君） 

 それでは、ソーシャルメディアの活用についてのご質問にお答えいたします。 
 近年、ツイッターやフェイスブックなどのソーシャルメディアを各種の情報手段として活用

している自治体もあります。ソーシャルメディアは手軽である反面、住民からの意見や問い合

わせの対応に組織上ある程度の時間を要することから、回答が遅くなるなどの混乱を招く要素

も持ち合わせております。 
 こうしたことから、先進自治体においても、多くは一方向の単なる情報発信源といった域を

出ず、ホームページのソーシャルメディア版といった活用に留まっております。しかし町とし

ては、ソーシャルメディアは町のあらゆる情報を発信できる有効な手段であることから、今後

は掲載項目などの検討を行い、利用していきたいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 鮫田洋平君。 
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〇１番議員（鮫田洋平君） 
 今のお答えですと、一応、町も導入をしていく考えはあるということで、はじめというか今

の段階では一方通行で発信をしていくということでよろしいでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 企画課長、鮫田和博君。 
〇企画課長（鮫田和博君） 

 そのとおりです。双方向の場合には、ちょっと回答に時間を要すということの難点がありま

すので、現在のところは一方向の方法で利用を考えております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 鮫田洋平君。 

〇１番議員（鮫田洋平君） 
 そのへんは今後、利用していく中で双方向にしていくという考えもお持ちですか。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 企画課長、鮫田和博君。 

〇企画課長（鮫田和博君） 
 現時点で、先進事例などを参考にしますと双方向のやり方というのは非常にいろんな課題が

ありますので、現在の時点では一方向の利用でと考えております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 鮫田洋平君。 

〇１番議員（鮫田洋平君） 
 ある町では導入後、毎年行われているイベントだったのですが、フェイスブックで告知をし

たところ参加者が２倍以上に増え、予想以上の来場者で巡回バスが大変混雑し、一時パニック

状態になったそうです。しかし参加者からの投稿があり、それを見た担当職員が即座にバスの

手配をし、参加者への早急な対応をしてスムーズな運行ができたという事例もあります。 
 すでにソーシャルメディアを活用し、成功している自治体は全国各地にたくさんあります。

成功事例を参考にしながら、町独自のソーシャルメディアの活用策を練っていただきたいと思

います。 
 これで、私の一般質問を終わります。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 以上で通告１番、１番、鮫田洋平君の一般質問は終わります。 
 続いて通告２番、２番、長澤健君の一般質問を行います。 
 ２番、長澤健君。 

〇２番議員（長澤健君） 
 それでは早速、通告に基づいて質問していきたいと思います。今回は大きく２つの議題と質

問させていただきます。 
 まずはじめに地域医療の町の今後の対応についてですけども、これも細かく６つに分けて質

問させていただきます。 
 まずはじめに、鰍沢病院の存続を求めるのは当然のことだと思いますけども、しかし１万６千
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人余りの、この小さな自治体である富士川町が単独で病院を買い取るというのは大きな負担に

なりますし、町で買い取るということは最終手段でありまして、慎重に話を進めるべきだと考

えております。市川三郷町との検証もしないまま、急きょ町で地域医療の懇談会を開いた意図

が見えません。町民からも単独での購入には慎重論が出ています。今回、６回の懇談会を行い

ましたけども、この懇談会での町民の印象をどう受け取ったか、当局の意見を伺います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 長澤議員の、医療存続で開いた懇談会での印象という質問についてお答えいたします。 
 今回、行いました懇談会は３病院の経営統合が白紙となったことから、峡南北部地域の医師

不足に伴う脆弱な医療提供体制、また救急医療の受け入れ困難な状況などの医療の現状と地域

医療再生計画の内容および、これまでの取り組み状況を報告したところであります。 
 その中で地域医療確保に向けての本町の考え方として、今後の地域医療再生計画の見直しの

内容やＲＦＯが改組されました地域医療機能推進機構の考え方などを再確認する中で、地域医

療確保のために、仮に本町が鰍沢病院を取得しなければならない状況となった場合でも取得を

検討する条件として３つの項目を提示させていただいたところであります。 
 この地区懇談会を通じまして、地域医療の現状をご理解いただいた上で内科診療を含め入院

治療、救急を受け入れることが可能な医療機能など、なんとかして地域医療を守ってほしいと

いう切実な思いと同時に、リスクを伴う病院経営への慎重な声もいただいたところであります。

しかし、ここに生まれここで生活する富士川町民にとって、命と健康を守るための地域医療の

充実、また確保を願うその熱い思いは、行政も町民も同じ思いであると深く認識したところで

あります。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 長澤健君。 

〇２番議員（長澤健君） 
 この３つの条件が整えば買い取るという話も出たわけですけども、その部分で町民の方々は

どのような考えを持っていると思ったか、伺います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 最悪、医療を守るためには箱物も必要になりますので、最悪の場合は町が買うということを

検討することもあるという中で、住民の皆さんには町が単独で取得をする場合にはむしろ旗を

立てるぞという人もいました。また一方、そんなことよりも今すぐ買うと宣言をしたらどうだ

というご意見もありました。意見はさまざまであると思います。 
 ただ、今の地域医療再生計画が鰍沢病院と市川町立病院の共同経営、または連携ということ

で進んできております。ただ、そこは本来は県が主体となって進めるべきでありますけども、

地域の問題ですから富士川町と市川三郷町で地域医療体制調査検討委員会をつくり、また新病

院設置協議会をつくりやってきたんですが、ご承知のとおり４月の末でこれが白紙になりまし

た。もう一度、地域医療再生計画をつくり直して、そして地域医療臨時特例交付金を使いなが
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ら、この地域の医療の再生を図っていくということになりますので、県の動向を見たり、ＲＦ

Ｏが改組された病院医療推進機構のもとでの鰍沢病院の扱いなど、そういうものを確かめなが

らやっていく。それでも、そうした場合に鰍沢病院をなんとかしていかなければならないとい

う状況が出たら、買うということはまだ一言も言っておりません。買うに向けての検討をする

と言っておりますので、そのへんはまだまだ全然、決めていないところです。前々から言って

いるように、そういうことを決めるときには、この問題は特に最初から議会の皆さんと一緒に

やっておりますので、まず議会の皆さんにお話をするのが筋だと思っております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 長澤健君。 

〇２番議員（長澤健君） 
 ぜひ、この町民の声にしっかりと耳を傾けながら、この病院問題に取り組んでいってもらい

たいなというふうに思います。 
 それでは、次の質問に移ります。 
 今、病院存続に向けて本当にやるべきことは何か。私はＲＦＯへ、社会保険病院鰍沢病院の

充実をお願いすることだと考えますが、当局の考え方を伺います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 地域医療の確保に向けての考えは、地区懇談会で申し上げましたとおりであります。地域医

療再生計画の見直しの内容、またＲＦＯが改組された地域医療機能推進機構の経営ビジョン、

運営方針などを再確認すると同時に、最終的には厚生労働省の考えが極めて重要だと考えてお

ります。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 長澤健君。 

〇２番議員（長澤健君） 
 今回、ＲＦＯの理事長が代わりました。ぜひ富士川町トップである町長が、この尾身理事長

に直接お会いして、ぜひこの富士川町としてこの地域を守ってもらいたい、病院を存続しても

らいたいという要望を伝えてもらいたいと思いますけども、いかがでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 病院の存続ということは、もう平成２１年からこの議会をはじめ、町民の皆さん全員でお願

いをしてきております。そういう中で、これまでも厚生労働省、ＲＦＯ、全社連の考え方がど

うもうちの町の要望とは違うなということから、地域医療再生計画を２病院の共同経営、ある

いは連携という言葉で、２５億円を使いながらきたわけであります。 
 今回もＲＦＯが改組された病院新機構のほうに新理事長さんが就任はされましたけども、そ

の本体を持っているのは厚生労働省であります。いわば指定管理といいますか、それにＲＦＯ

と、現在はですね、そして２６年４月以降はＲＦＯと全社連が合体した地域医療機能推進機構
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というところにいくわけでありますけども、この建物の大家さんはやっぱり厚生労働省なんで

すね。合っているかどうか分かりませんけども、例えばまほらの湯を今後どうしますかという

ときに、まほらの支配人に聞いても全然分からないと思います。やはり役場でどういうふうな

考えを持っていますかということを聞かなければならないと思いますので、私は先ほど言いま

したように、最終的には厚生労働省に意思確認をしていく、これが重要だと思っております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 長澤健君。 
〇２番議員（長澤健君） 

 そうは言っても、ＲＦＯの新理事長さんと一度お会いするということも必要かなと思います

けども、いかがでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 先ほどお答えさせていただきましたように県の地域医療再生計画の見直しの内容、この動向

をしっかり確認していくと同時に地域医療機能推進機構の経営ビジョン、そしてまたその傘下

に鰍沢病院が入るわけですから、そこの考え方を再確認すると。これまでもやっておりました

けども、再確認をしていくと。その上で厚生労働省の考え方を聞いていくということですから、

当然、全社連にも、現状はまだＲＦＯですからそこにも行くわけですが、まず厚生労働省としっ

かり相談をしながら、厚生労働省の考えを聞きながら次に進んでいきたいと、こういうことで

あります。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 長澤健君。 
〇２番議員（長澤健君） 

 ＲＦＯの尾身理事長にはお会いしないで、まず厚労省と話をするということですか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 そのとおりです。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 長澤健君。 
〇２番議員（長澤健君） 

 ぜひＲＦＯの理事長のお話も聞いていただきたいと思います。いろんな意見もあると思いま

すので、ぜひ、本当にこの地域医療を真剣に考えるであれば、いろんなお話を聞きながらじっ

くりと進めていってまいりたいというふうに思いますので、ぜひ要望したいと思います。 
 それでは、次の質問にいきたいと思います。 
 以前、単独で鰍沢病院の存続を望む３万１７４人分の署名が集まりました。この署名が国に

届いておりません。この署名はとても重いものだと思いますし、地域医療を真剣に考える住民

の思いではないでしょうか。ぜひこの署名もＲＦＯの尾身理事長に届け、町民の思いを伝える

べきだと思いますが、考えを伺います。 
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〇議長（芦澤益彦君） 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 社会保険鰍沢病院の存続と充実を願う会が集めた３万人署名は増穂町、鰍沢町の連名も含め

て平成２１年１０月に横内知事に提出しております。その後、平成２２年６月には富士川町議

会からの意見書も総理大臣、厚生労働大臣へ提出されておりますので、住民の思いはその傘下

であるＲＦＯにも十分、伝わっているものと考えております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 長澤健君。 
〇２番議員（長澤健君） 

 この３万人を超える署名というのはまだ生きていると思いますので、ぜひこの署名ももう一

度、国のほうに届けてもらいたいと思いますけども、いかがでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 私ども増穂町長、鰍沢町長の連名も添えた署名になっておりますが、この社会保険鰍沢病院

の存続と充実を願う会が集めた署名です。この方々が直接持ってきておりますから、私は１回

も受け取っておりません。直接、県に持っていっておりますので、その量も見たことがありま

せん。ただ、そのかがみには増穂町長と鰍沢町長の連名でハンコを押して出してあります。そ

れは今、私どもも聞き及んでいるところによりますと、県のところにあるというふうに伺って

おりますけども、国のほうもそういう署名があったということを十分、厚生労働省の人からも

聞いておりますから、そういった住民の存続を願う思いは伝わっていると思います。 
 ただ、うちの、これは先ほども言いましたけども、今、この峡南北部でやっているのは鰍沢

病院の存続でなくて、地域医療再生計画は鰍沢病院と市川町立病院の共同経営、あるいは連携

ということで、もう再生計画をつくってありますので、存続という言葉がないんですね。共同

経営、または連携ということでいっております。ただ、それがまた白紙になっていますので、

今後どうするかは、鰍沢病院だけを存続で本当にいくのか。それともこの間もちょっと例示さ

れましたけども、共同経営でもう一度いくのか。事後統合でもう一度いくのか。そういったこ

とが今後、県の医療再生計画の中で議論が進んでいきますので、その動向はしっかり確認して、

そういう中で鰍沢病院の役割、また富士川町の役割というものが出てくると思いますので、そ

の動向を見極めていきたいと、こういうことであります。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 長澤健君。 
〇２番議員（長澤健君） 

 われわれは富士川町民ですので、やはりまずは鰍沢病院の存続を一番望んでいると思います

ので、その町のトップである町長にはそういう部分から、極端な話がまた新たに署名活動をし

てでも、ぜひこの病院を残してもらいたいなと思いますけどもいかがでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
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〇町長（志村学君） 
 地域医療再生計画の新たな改訂版が出て、鰍沢病院は存続ということになれば、それはまた

新たな展開が出てくると思います。私はこの峡南北部、今３病院がありますけども、どの病院

も疲弊している状態であります。どの病院を残したいんではなくて、この地域でしっかりした

医療体制をとってもらいたい。ですから仮に鰍沢病院ではなくて峡南病院、あるいは市川町立

病院がしっかりしていれば、そこで医療が守られるわけです。ですから先ほど来、話が出てい

ます改正されたＲＦＯ、地域医療機能の新機構があそこに書いてあるとおり、しっかりやって

いただければ、地域再生交付金の２５億円もすぐ返してもいいと思うんです。法律が、書いて

あることとやることが違ったことの動きがあるんです。あの法律自体も見ても、片方ではしっ

かりやりますよ、目的が書いてあります。その次、何があるかというと譲渡しますよという法

律があるんですよね。あの法律ができるときの附帯決議もできるだけ売ってきなさいという附

帯決議が付いているんです。ですからそこをもう一度、再確認をしていかなければならない。 
 これをただ単に手をこまねいて見ていたんでは、もし鰍沢病院が本当に傾いてきたら、もう

一度起こそうとしても富士川町の力では無理です。ですから県の医療再生機構の動向を見なが

ら、新しくなるＲＦＯの今後の考えも聞きながら、そしてみんなでこの地域の医療を守ってい

きたいと。その中で医療を守っていくには箱物も必要です。先生方も必要です。その先生方が

治療する場所も必要です。そういうときに、鰍沢病院が必要であればそれはしっかり守ってい

きたいと、こういうことであります。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 長澤健君。 
〇２番議員（長澤健君） 

 私もＲＦＯのホームページを見させてもらいましたけども、決してこの地域の、ちっぽけな

鰍沢病院を見捨てるとは思えませんので、ぜひそのへんの動向もしっかりと見据えながら地域

医療の部分で、しっかりと検討してもらいたいなと思います。 
 それでは、次の質問に移ります。 
 国や県が鰍沢病院を見捨てたとは思いませんけども、なぜ今、国や県に買い取るという意思

を見せているのか。国や県の最終的な答えを先にもらうべきだと思いますけども、いかがでしょ

うか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 ここにある３病院、これまでも３病院それぞれ設置者というのがいるんですけども、峡南病

院は民間の医療法人です。市川町立病院は市川三郷町です。鰍沢病院は国ということでありま

すので、これまでも社会保険病院の設置者である厚生労働省、そしてまた病院の施設の管理者

でありますＲＦＯ、そして病院を運営する全社連と３回にわたって、国のほうへ行って確認を

してきました。これまでのあれですと、１回こちらへも来ていただいたということもあります

から計４回になりますけども、この三者と鰍沢病院が保有しきれない、保有できるのか、でき

ないかという意見も交わす中でいろいろやってきました。これらを踏まえて、本町は地域医療

再生計画に基づいて峡南北部の３病院の経営統合ということで協議をしてきたわけであります。 
 昨年、くどいようですがＲＦＯの一部が改正されまして、ＲＦＯは平成２６年４月から独立
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行政法人地域医療機能推進機構というものに改組されまして、鰍沢病院はその機構の傘下に入

ります。その機構に移管されていくことになります。しかし、鰍沢病院は新機構に移管されて

も、国が１円も出さないと言っておりますので、経営状況に応じては診療科目の廃止とか病院

機能の縮小とか、最悪の場合には病院の閉鎖といった可能性もありますので、長期的に安定し

た地域医療が確保されない恐れが懸念されるわけであります。 
 こうした状況のもとにあります鰍沢病院へ、今後、医師の確保とか医療機能の充実を図るた

めに万策を講じた場合においても、まだこういった問題が解消されない場合には３条件を示し

ながら富士川町が取得する検討に入ってもいいということで、この間の懇談会では発表させて

いただいたところであります。ですからまだ買うとか、買わないとかという意思表示はしてい

ません。ただ、今の状況を総合的に判断すると鰍沢病院の診療が小さくなったり、あるいは最

悪、閉鎖ということもされる恐れがまだ残っているわけであります。ですから新機構に確認を

したり、それでも駄目であれば、うちが持たなければならない。それは長期間持つか、一時持

つか分かりませんけども、持たなければならない。そのときでもただ単に、今の病院を取得、

持つということではなくて、ここに最低でもこの３つの条件はクリアしてくださいということ

を意思表示しているわけです。 
 ですから、まだ病院を買うとも買わないとも私、誰にも言っていません。当然、買うという

意思表示をしたときには議会に買いたいんですがという話をするけども、議会のほうにもまだ

言っていないと思います。こういう３つの条件がそろったら検討をしていきたいと。ただ、こ

の問題は先ほども言いましたけども、議会も一緒に２年半前から関わっていただいております

ので、当然、今後も議会の皆さん、一緒に汗をかいていただきたいと、こんな思いでおります。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 長澤健君。 
〇２番議員（長澤健君） 

 買い取るとは言わずに検討という話をしているわけですけども、やはりこういう部分で最悪

の場面も考えているとは思いますけども、この３条件がもし整って、将来、国も県もこの病院

を見捨てましたということで、もし、この鰍沢病院を３条件がもし整って買い取った場合、市

川三郷町としてはもう統合する気はない。自分の町の病院を中核病院にしたい。統合を考えて

いないという久保町長の意見もありますけども、今後ずっと単独で買い取った場合ですね。やっ

ていこうという考えでしょうか。そういうビジョンはあるんですか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 今、そのへんを含めて地域医療再生計画の改訂版をこの秋までに県が主導になってつくり上

げたいと。第１回目が６月５日に開かれましたけども、今までの経緯、そして今の状況等々が

説明される中で、鰍沢病院存続の、ＲＦＯになってもその傘下のもとで今後、今のままがいい

ことはないですね。今のままいくこと自体がもう危ぶまれていると。そういう中で、また今後

の医療体制連携を模索していくわけですが、この間、まだ議論はしていませんけども、県のほ

うから５つのパターンが示されました。経営統合そして事後統合、共同経営、事業譲渡等々で

すね、５つのパターンが示されました。どれにどうなるかも分かりませんけども、いずれにし

ても鰍沢病院が単独で未来永劫いる絵ではありません。市川町立病院も未来永劫、単独でいる

 ３６



絵でもありません。今すぐの経営統合が大変であれば将来的に統合する案、あるいは今ある病

院の２つを一緒にしながら、形態はつくると思いますけども、事実上は統合になると思うんで

すがね、そこで第三者である指定管理に出す案、いろんな案が出ておりますがいずれにしても

鰍沢病院は今、国の機関でありますので、国の機関と市川三郷の町立病院が一緒になるという

ことはできないわけです。そこで富士川町が関与しなければならない。どういう形になるかま

だ、県の地域医療再生計画の修正版が、その秋までに５回の議論をして決めていくということ

でありますから、私もその委員になっております。富士川町は病院を持っていませんから、あ

んまり発言力はないわけですが、そうは言っても関与しなければならない場面になると、やは

り言うことは言わせていただかなければならない。 
 そういうときにも、やはり医療を守るという観点でいけば、やはり富士川町も関与していか

なければならないと思うんです。今までは１円もお金を出していません。鰍沢病院も峡南病院

も１円も出していません。ただ、そういう中で、現在の医療がこういった疲弊した脆弱な体制、

明日にも今日にも倒れるような状態の中で、やはりこの１万６千人の町民の皆さんの命を守っ

ていくためには身近に救急医療、あるいは災害医療等々ですね、全部とは言いませんけども、

救急車で運ばれたときぐらいは、まずそこで処置をしていただけるような医療、あるいは医療

機関が残っていなければ、この町がいくら人口増加策をしようなんていっても無理だと思うん

ですね。まちづくりの原点の１つに、やはり医療というものがあると思うんです。 
 それで、まだ買うともなんとも言っていませんけども、県の動向をこれからしっかり見極め

ながら、あらゆる場面も想定しながら最悪、仮に富士川町が一時であれ鰍沢病院を持たなけれ

ばならない場合になっても、今のままでは持つ気はありません。お医者さんがいないんですか

ら。機能しない病院を買ったってしょうがありませんから。そのときには最低限、医師の確保

とか、買うときのお金の手立てとか、そういうものを国・県に今、意思表示をしているところ

なんです。 
 ただ単に富士川町、病院をどうもほしがっているからすぐ買えとかなんとかと言われないよ

うに、これはうちもしっかり守る気はあります。そういう中で、合併したばかりで財政的にも

裕福な町ではありませんので、そこには買うときの初年度の経費がかからないように、仮に持っ

ても地域が望んでいる内科医療がしっかり出たり、そして入院がとれたり、そして医師が確保

できれば、ある程度の収入も出てきます。そして地方交付税も今度、自治体病院ですから入っ

てきます。今みたいな赤字の負担をそっくり背負うということ、あの３条件が整えばと思って

おりますので、住民の皆さんの理解も得られるんではないかと。ですから３条件がそろわなけ

れば検討するにも値しないということです。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 長澤健君。 
〇２番議員（長澤健君） 

 ６月５日の北部地域医療連携部会の資料を僕もいただきました。その中で県のほうとしても、

まだ統合とかというような、一歩引いたような部分が非常にありますので、やはり僕もこの地

域医療は必要だと思います。ただ、このちっぽけな自治体が持つというのは非常に厳しいなと

いう考えがありますので、やはり僕はこういう緊急医療が整った病院を持つのは国とか県の役

目ではないかというふうには思いますので、ぜひもう少し県のほうにも連携という部分ではな

くて、もう少し踏み込んだ要望をしてもらいたいと思いますけども、いかがでしょうか。 
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〇議長（芦澤益彦君） 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 今この地域は、県から２５億円の地域医療再生臨時特例交付金手当をいただきながら地域医

療の再生をやっていますので、その動向の中で新しい地域医療再生計画が、地域が病院を持つ

んではなくて、しっかり国とか県に持たせろという計画になれば、それはそれで動いていかな

ければなりません。 
 ただ、あと１年半しかない中で、これまで病院の経営統合、あるいは連携ということでやっ

たんですが、今、今度の資料を持っていると言われましたけども、今すぐ統合もゼロではあり

ません。今、全員がその気になればやってできないことはないと思うんです。ただ、それでは

ちょっと時間的にもないんではないかなということもあります。ですから事後統合ということ

も入っています。そういう中で鰍沢病院の役割がどういうふうになっていくのかに応じて、い

ろんな展開がこれから考えられると思います。まだまだ先が決まっている話ではありませんの

で、いろんなことを想定しながら、今、最悪のことも含めいろいろ進めているというところで

あります。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 長澤健君。 
〇２番議員（長澤健君） 

 それでは、次の質問に移ります。 
 医師の確保がやはり一番難しい問題と思います。町長の３条件の中には医師の確保とありま

す。やはり病院を持つ以上、永久的に医師を確保していかなければなりません。この医師の確

保の年数の確約や人数というのはどうように考えているのか、伺います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 最悪、病院を経営するようになった場合には、医師や看護師などの医療スタッフの確保とい

うのは非常に重要であると思っております。医師の確保が容易であるならば、現在の鰍沢病院

も今のような状態ではなく、地域に必要とされる医療提携も構築されているし、経営状態もこ

んなにはなっていないと思います。それが、医師がいないからこういう状況になっているとい

うことでありますけども、今後、地域医療再生計画において、鰍沢病院が中核的な総合病院に

位置づけられ、山梨医大の地域医療センターとして活用されることによりまして、医療体制と

ともに恒久的な医師確保が図られるものと考えております。 
 ただ、お医者さんだけが来ても、今、看護師も足りない状態ですから、内科医が３人、仮に

くれば看護師さんも２０、３０人はまた募集をしていかなければならない。医師ばかりではど

うにもなりません。これは医療スタッフということで考えていかなければならないと思ってお

ります。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 長澤健君。 
〇２番議員（長澤健君） 

 ３月７日の第１回医療機能部会で僕もオブザーバーとして出席しましたけども、そのときに
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佐藤教授のほうが医大からは医師の派遣のほうは非常に難しい。大学としては約束できないと

いう意見もいただいております。非常に不安な発言でしたので、これがまたさらに３つに分か

れて単独で確保となればさらに厳しいと思いますので、ぜひそのへんの医師の確保の部分も

しっかりと検証していってもらいたいなと思います。 
 それでは、次の質問に移りたいと思います。 
 国や県が鰍沢病院を廃止する判断をしたら、そこではじめて町で買い取るという話が出てく

ると思います。僕はあくまでも病院の買い取りは反対なんですけども、町長は３つの条件が整

わなければ買い取りはしないと言っております。３つの条件が整わない場合、買い取りは本当

に断念するのかを伺います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 富士川町が単独で鰍沢病院を取得することを検討する場合とは、地域医療再生計画における

医療連携の中で、鰍沢病院が果たす中核的役割とともに新機構において地域が必要とする医療

が確保できない場合や病院の存続が危ぶまれる場合であります。これは先ほどから言っている

とおりであります。その際の条件として中核病院としての位置づけ、山梨大学附属病院からの

医師の確保、そして地域医療再生臨時特例交付金の活用のこの３つが私の言っている条件であ

ります。私は医師確保の見通しがなく、救急医療や災害医療など地域が求める医療が困難な状

況のままでの鰍沢病院を取得することは考えておりません。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 長澤健君。 

〇２番議員（長澤健君） 
 ぜひ、この臨時交付金のタイムリミットとかにも焦ることもなく、非常にこの３条件の部分

がちょっと曖昧なところもありますので、ぜひもっと明確に条件の基準というものを公表して

もらって、冷静な判断で地域医療を守ってもらいたいなと思います。 
 それでは次の大きな質問、次の質問にいきます。安全・安心な通学路の確保について。 
 最近、通学児童を巻き込む事故が全国的に報道されていますけども、町としてなんらかの対

策は講じているのか、伺います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 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。 
 交通安全の確保につきましては、町民の安全かつ快適な生活実現の基本であります。こうし

たことから、町では富士川町交通安全条例を定め、町民の安全で快適な生活の実現に向けまし

て、取り組んでいるところであります。このような中、全国的に通学路における児童の死傷事

故が相次いで発生したことから、学校やＰＴＡにおいて再度、通学路における安全点検を実施

したところであります。 
 今後は点検結果を踏まえまして、危険個所への道路標識、ガードレール等の設置、学校周辺

道路の路側帯のカラー化など、交通安全対策に努めてまいりたいと考えております。 
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 以上でございます。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 長澤健君。 
〇２番議員（長澤健君） 

 僕が以前に一般質問させていただきました町道最勝寺・小林２号線、あれは竹重からずっと

小林地区、天神中條地区という非常に子どもの数が多くて、あそこには歩道がなくて非常に危

険な道路で、以前も歩道の設置のほうをお願いしたんですけども、その部分に関しまして検討

しているかどうか、お願いします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 建設課長、川住資農夫君。 
〇建設課長（川住資農夫君） 

 長澤健議員さんに対しての答弁でございますけど、たしかに以前、一般質問でここへ歩道を

付けてほしいという一般質問があり、その中でどうしても道路の構造上、難しいという話をさ

せていただいております。その中に今、建設課のほうといたしまして、道路管理者のほうとし

てできるということは、先ほども言いましたようにカラー舗装化ですね。路側帯について、カ

ラー舗装化等の検討をしていきたい等の考えを今、持っております。そしてそれをすることに

よってドライバーに安全を促すという意味で、そういうことをしている市町村もございますの

で、そういうことを検討してまいりたいと思っております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 長澤健君。 

〇２番議員（長澤健君） 
 カラーの舗装化ということで非常にありがたい答弁をいただきましたけども、この部分は竹

重地区からずっと増穂小学校までをやるような計画でしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 竹重地区から増穂小学校とかそういう狭い範囲ではなくて、学校の周辺はこれから順次やっ

ていきたいということです。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 長澤健君。 
〇２番議員（長澤健君） 

 分かりました。ではもう１点ですけども、この交通対策として、以前もう１点、一般質問さ

せてもらいました、ウエスタンラインと昭和通りの交差点の信号機設置の署名陳情をしました

けども、その部分は・・・。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 質問の途中ですが、ただいまの発言は質問の範囲を超えていますので注意します。 
〇２番議員（長澤健君） 

 分かりました。それでは、ぜひ今後も安全・安心な通学路確保のために努力をしていただき

たいと思います。 
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 以上で終わります。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 以上で通告２番、２番、長澤健君の一般質問を終わります。 
 ここで、暫時休憩します。 

休憩 午前１０時１４分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午前１０時２４分 
〇議長（芦澤益彦君） 

 休憩を解いて、再開します。 
 続いて通告３番、３番、秋山貢君の一般質問を行います。 
 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 それでは、通告に従いまして質問させていただきます。 
 まずはじめに光ケーブル網の整備についてということで、（１）の国では平成２４年度、１９億

円の予算でブロードバンド、光通信などの高速大容量のデータ通信網のインフラ整備事業を推

進しております。町として具体的に計画を進める考えがあるのか、お伺いたします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 企画課長、鮫田和博君。 
〇企画課長（鮫田和博君） 

 それでは、光ケーブル網の整備についてのご質問にお答えいたします。 
 本町において、光ケーブルの未整備地区は中部地区および五開地区の２地区となっておりま

す。総務省ではブロードバンド未整備地区を解消するため、今年度に情報通信環境整備推進事

業として１９億円を予算化しましたが、補助率が３分の１で町の負担分について財源確保がで

きないことから、事業の導入は見合わせております。しかし、国の事業推進や住民からの要望

もあることから、町では当該地区に対する光ケーブル整備に関しまして総合計画に位置づけま

したので、財源の確保が図れれば整備をしていきたいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 中部地区には五開地区を含めて３３７世帯、８２６人、このほかに商工会加盟事業所１８件、

そのほかに学校、簡易郵便局、観光業者などがあります。同じ富士川町に住んでいるわけです

から、地域格差を解消して町民生活の利便性向上や産業活動の活性化を、これを期待できる光

ケーブル網の整備をぜひとも有利な交付金、先ほどありましたけども、財源も確保していただ

いた中で、また進めていただきたいと思います。これについては、これで終わります。 
 続きまして、２の地域医療確保に向けてということでお伺いいたします。 
 まず１点目ですけれども、５月７日に開催された議会の地域医療を守る特別委員会の席上、

町長は町主催の地域医療地区懇談会において、出席いただいた町民の皆さんにアンケートを取

りたいということを説明されました。しかし、開催された懇談会ではアンケートは取らなかっ

た。なぜ案をつくって議会にまで説明して、これをやっていくんだという話をした中で実施し
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なかったのか、その理由をお伺いいたします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 秋山議員のアンケートについてのご質問にお答えいたします。 
 ５月７日に議会の地域医療を守る特別委員会の席上、地域医療についての地区懇談会を開催

したいということとアンケートを取ってみたいという考え方について、議員さんに説明をした

ところであります。議員皆さまからさまざまなご意見をいただきましたので、総合的に判断し

た結果、アンケートは取り止めをしたところであります。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 町長は地区懇談会の席上、県の医務課も厚生労働省も鰍沢病院がこのままでは２、３年もっ

ても、そのあとは廃墟と駐車場になるという説明をされております。先ほども鰍沢病院、この

ままでは、閉院もされるんではないかという恐れもあるという話もされておりました。本来な

ら総合的に判断してやめた、用意しておいたアンケートを取る予定でした。このアンケートは

ここにあるんですけれども、誰が読んでも大方の人が鰍沢病院購入検討に賛成だと答えられる

ようなつくりになっているんですね。これは町民を先導する典型的な手法だと思うんです。世

論操作といっても過言ではないと考えます。町長の意図する鰍沢病院購入検討化を正当化する

ための１つの道具、アイテムと言われてもしょうがないんではないかなと私は考えております。 
 幸い、先ほど町長がいみじくもおっしゃいましたけども、総合的に判断したと。議会のまさ

にチェック機能が働いて事なきを得たと思っています。合併時の混乱が再燃するのではないか

と危惧したのは、私一人ではなかったはずです。町長は町の合併のときには持っている情報は

正しく、将来を見通す中で住民に伝えていく。こういうことを積み重ねることによって、町の

信頼は回復され町政は正常化していくと力強くお話なさったんですね。それが今では、私には

まったく逆で、例えば社会保険鰍沢病院がどう、個々の病院において地域医療の確保、充実が

図られるかは不透明な情勢になっていますなどと、県医務課の根拠のない論法の受け入れで自

分と違う考え方には聞く耳を持たない、思い込み発言により病院問題は混迷の一途を辿ってい

ると思えてなりません。 
 そこで２番目の質問ですけれども、懇談会でも説明していた地域医療機能推進機構の再確認

の具体的な方法をどのように考えているのか、お伺いたします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 私が今回、県もそうなんですが、現状のままで鰍沢病院がもし新機構に移管された場合、国

は１円も出さないという法律が出ていますので、この経営の内容によっては診療科が縮小され

たり、そしてまた最悪の場合は病院が閉鎖をする。この閉鎖という言葉は、これまでも県医務

課を通じて厚生労働省の社会保険病院対策室、全社連の理事長さんを含めた幹部の皆さん、Ｒ

ＦＯの幹部の皆さん、鰍沢病院の考え方について確認をしてきました。これには町の議員さん
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も一緒に行っていただいたはずであります。より突っ込んだ考え方を聞いたのも事実でありま

すけども、そういう中でＲＦＯに移管された鰍沢病院、それはＲＦＯが今後、考えるところな

んだけども、利益が上がらない病院が最悪、閉鎖ということもあるでしょうねという話もあり

ました。そういうことから県医務課のほうも今回の資料の中に、そういう恐れがあるというこ

とであります。 
 改正された新機構にこの４月から新理事長が就任したことから、改めて鰍沢病院の取り扱い

についても確認をしていかなければならない。その確認の具体的な方法ということであります

が、県や国会議員を通じて、そして先ほどもお答えさせていただきましたが、厚生労働省をは

じめ、関係機関に再度、同じような質問になるかもしれませんけども、確認をして判断をして

まいりたいということであります。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 それでは先ほどからおっしゃっていますけども、町長は平成２６年４月１日には社会保険病

院と厚生年金保険病院と船員保険病院の保有系の役割を担う地域医療機能推進機構へ改組され

るＲＦＯの理事長にどなたが就任されたのか、ご存じですか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 自治医科大出身の尾身さんであります。そこは承知をしております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 では若干、僕のほうから補足させていただきますけども、尾身茂理事長のプロフィールは

１９７８年、５３年の自治医科大学を一期生として卒業。東京都の伊豆七島を中心とするへき

地地域医療に従事。厚生省の保険局医療課を経て、１９９０年には世界保健機関西太平洋地域

事務局に入って、日本政府は１９９８年、ＷＨＯの西太平洋地域事務局事務局長選挙に候補者

として尾身さんを擁立し当選なさったんですね。その後再選されて、事務局長として１０年間、

活躍なさったと。それから２００９年２月には、母校の自治医科大学教授に就任なさって後進

の指導にあたると同時に日本での地域医療およびＷＨＯでの経験を踏まえ、現在のわが国の医

療問題に関しても提言している方です。 
 こういう地域医療の専門家が就任されたんです。前任者は譲渡を専門の目的とした銀行出身

の理事長さんだったんですね。地域医療の専門家だったわけではないんです。尾身理事長は今

年の４月２３日に全国の社会保険病院４９施設、それから厚生年金病院１０施設および船員保

険病院３施設の病院長と現在、委託している団体、全社連、厚生団、船員保険会の代表を集め

て就任のあいさつとみずからの所信を表明しました。当然、町長はこのときの経営ビジョンを

確認していると思いますが、ご存じですか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
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〇町長（志村学君） 
 社会保険、船員保険、厚生年金保険の院長を集めて、プロジェクターを使いながら説明をし

たと。たまたま鰍沢病院の中島院長は他の業務と一緒になって行けませんでしたが、そのとき

の資料もいただいております。ただ、それは新しい法律に書かれたところを要約して説明をし

たというばかりであります。 
 尾身理事長が本当にそういう気持ちであれば、富士川町にいろいろ言うことはありませんけ

ども、自分の傘下の病院の、社会保険鰍沢病院の院長にこの病院は私の傘下のもと、しっかり

やりますからと言っていただければ、この地域の地域医療というものはもう解決したも同然な

んですね。これは理事長ではありませんけども、これまでも健保老連の幹部の方も含め、今ま

でこの地域でもそういった情報が流されているやのことを私のところにも直接来ました。この

方も国会へ行って答弁をされたり、テレビへも何回も出演されている方でありますけども、来

月からは内科医さんをここへ寄こしますといってもう半年以上経ちますけども、１人も来ませ

ん。そういう状況のところが、どこを信じていいのか、私も今のところ分かりませんので県と

一緒に新しい医療再生計画をつくって、その中で２５億円の交付金がきていますので、それを

活用できる範囲で活用しながら、この地域の医療を守っていきたいということであります。 
 国も片方でそういった地域医療を守る組織をつくりながら、片方では２５億円、地域へ渡し

ながら、これで地域医療を考えろというのはちょっと矛盾した考えではないかと考えていると

ころでありますが、先ほど議員が私が間違った情報を出しているというようにとられるような

発言がありましたけども、決して間違っている情報を１つも出しているつもりはありません。

今のところ私自身も、今後どういうふうな展開が起きるか分かりません。これまでは新病院を

つくっていくということで議論を進めてきましたが、その新病院のビジョンが出ていませんの

で説明ができなかったわけでありますけども、今回はそれが白紙になりましたから、白紙になっ

たところまでと、そしてまた今後どういう展開が起きるか分かりませんので、もし富士川町が

病院を取得しなければならない状態になっても、この３つの条件だけは住民の皆さんも理解し

てほしいというつもりで、今回やったわけであります。 
 アンケートにつきましても、それらをしていくのが良いか悪いかを一緒に議会の皆さんに相

談したところですから、そこでもう決まりごとをやっているわけではなく、この問題は先ほど

来、言っていますように２年半前から議会の皆さんと一緒に、新体制になってから一緒にこれ

をやっている問題ですから、特に病院問題については私一人でどうこうしていこうという考え

は毛頭ありません。常に議員さんにも同じ情報は共有してもらいながら、一緒に考えていただ

きたい、こんな思いでおります。今後もその思いは変わりませんので、ぜひご承知おきいただ

きたいです。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 先ほど健康保険病院労働組合の職員の方にお話をしたら、お医者さんをいまだに連れてこな

いとおっしゃいましたけれども、健康保険病院労働組合の方にそう言ったって、そんなに直接

的にお医者さんを連れて来るなんてことはそれは土台無理な話であって、それをこういった議

会の場で言うということ自体が僕にはちょっと考えられないんですけど、尾身理事長は自治医

科大学の経験を生かし、微力を尽くし誠心誠意努力すると。それからそのビジョンの中で地域
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医療の連携については、全国ネットワークの活用により医師、看護師が不足する病院への応援、

地域住民との連携強化、地域住民向けの講習会などの開催、他の医療機関と高額な医療機器や

病床の共同利用を実施。幅広い臨床能力を身に付けたい研修医にとり、魅力ある病院グループ

をつくる。大学病院との連携を強化する。行政、自治体との連携強化も唱えています。 
 このように地域医療の再生に向けて、全国ネットワークを活用したダイナミックな組織運営

を検討しております。町長は、地域医療機能推進機構が鰍沢病院を経営すると先ほどからも言

いましたけども、国から１円も出ないと。また、赤字の病院だから借り入れをするときも償還

計画をしっかりしないと貸せませんと地区懇談会で説明なさっていました。しかし鰍沢病院を

運営している社団法人、全国社会保険協会連合会、全社連には今現在も国からは１円も補助金

が入っていないと思うんですよ。そのへんの言い回しはぜひ、住民に誤解のないような言い回

しをしていただきたいと思います。 
 また全社連の運営している５１病院、社会保険病院４８施設、厚生年金病院３施設の平成

２２年度の決算では単年度の赤字施設１９施設ですよ。赤字病院が１９施設あるんですよ。で

は、みんな鰍沢病院みたいに閉院になるのか、廃墟と駐車場になるのか、そういう論法になる

わけではないですか。鰍沢病院だけが赤字ではないんですね。また黒字施設は３２施設です。

全社連全体では９４億３，９００万円の利益が出ているんですね。これはまさに公的病院グルー

プだからこそ赤字病院を抱えても運営できていると、こういうふうに考えるのが普通の考え方

だと思うんです。さらに今後、地域医療機能推進機能を構成する全社連には平成２２年度時点

で建物等更新費用引当金などが約７３９億円、財団法人厚生年金事業振興団の任意積立金約

３０１億円、財団法人船員保険会の施設整備引当金は約２６億円、ＲＦＯにおいては平成２１年

度の決算の基金残高が約３３１億円の合計約１，３００億円あるんですね。なおかつ皆さんご

存じのとおり、平成２２年度には東日本大震災で被災した宮城県内の３病院に改修費として約

１００億円を支出しているんですね。これだけの資金があるのに、町長は何を根拠に地区懇談

会で赤字の病院だから、借り入れするのに償還計画をしっかりしないと貸せませんという説明

になるか、僕には不思議なんですけどそのへんいかがですか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 全社連の労働組合である、健保老連の副委員長さんが来て言ったわけであります。あそこの

職員に私が言ったということではなくて、向こうの人が言っているから、それをそのまま皆さ

んにお伝えてしていることですから、これは嘘でもなんでもありません。 
 そういった今ある状況をみんな包み隠さず皆さんに言っているはずでありますけども、それ

が曲げて言っているとかなんとかというのは非常に心外だと思っておりますが、そしてまた交

付金についても今度の法律の中に国は１円も出しませんという、これは今までも全社連へここ

数年は出ていません。それも事実ですが、今度の新しい法律の中に立派な目的が書いてありな

がら、それを達成するのに国は１円も出せません。これはしっかり法律に書いてあるから、そ

のとおり言っているだけですから、何を根拠にと言われても法律をそのまま言っているだけで

あります。譲渡にしてもそういうことであります。 
 そういう中でまた最悪、閉鎖の恐れを言っているのは、これは今までにも一緒に厚生労働省

へ行っているはずですけども、私は細かい話も今まで本当に幾回もやってきました。そういう
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中で最悪、そういう話も聞いています。県も一緒に行っておりますから、今回の第１回の峡南

北部地域医療連携部会の中でも、それは活字にしてあります。ですから、これも私一人の考え

ではなくて、県もそういう恐れを感じているということなんです。それは住民にもやはり同じ

思いを持っていてもらっていいんではないかと。これをまた、そんな恐れはないから大丈夫だ

からと。そしてあとになってドタキャンがあるようなことがあると、私が嘘ついたことになり

ますので、これもしっかりやっていきたいなと思っています。 
 それと全社連、あるいはＲＦＯも全国を統括しているところですから資金はあるはずです。

なければ赤字の病院を今、抱えているわけにもいきませんので、今度そういうところも厚生労

働省の話によりますと、それは全社連が考えることだけども、赤字の病院をいつまでも抱える

わけにもいけないでしょうという話から県も恐れという言葉を使っているわけですが、今度の

尾身理事長さん、富士川町には返事はいりませんけども、自分の傘下の鰍沢病院にしっかりや

りますと。皆さん心配しなくていいですよと。いつから先生を増やしますよと、しっかり鰍沢

病院に言っていただければ、うちのほうも院長からうちの病院、これから大丈夫ですよと一言

いただければ、これはなんら、もう問題が解決すると思うんです。でも鰍沢病院の院長も、非

常に私どもと同じような恐れを感じております。 
 ですから、尾身理事長さんに会っておきたいと思っています。厚生労働省を通じていかなけ

ればいけないと思いますので、通じながら関係機関というのは、そこが一緒に入っていると思

いますけども、当然、今後大きな判断をしていく中には県も一緒に入っていかなければ、この

医療再生計画の修正版がつくれないと思います。 
 そういう中で本当に今、おっしゃるような立派な方で、立派な方は承知していますけども、

その方が厚生労働省とかいろんなところとは関係なく、その人の思いだけで動くとも思わない

わけです。そういう中で本当にそれが払拭されるんであれば、今すぐにでも鰍沢病院の院長に

皆さん安心してくださいと。病院も医師も看護師も充実させますよと。 
 ただ私どもが恐れを懸念しているのは、ＲＦＯにしても全社連にしても厚生労働省にしても

お医者さんをつくってはいないんですよね。やはり大学病院からお医者さんを派遣してもらわ

なければならない。この山梨県も中央病院から鰍沢病院へ先生を派遣してもらえばいいという

話もありますが、中央病院も医大から先生を分けてもらっている・・・。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 議長、僕の質問と趣旨が違ってきているように感じるんですが。 
〇町長（志村学君） 

 いいや、今までのものを全部含めて、ちょっと認識を新たにしていただこうかなという部分

で今言っている部分ですから、ですから尾身理事長さんが病院の先生もしっかり出してくれる

んであれば、すぐ鰍沢病院へその話をしていただければ問題は解決できると思っています。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 では、先ほど長澤健議員が聞いたんですね、町長、尾身理事長に直接会っていただけますか

と。いいや先に厚労省のところへ行きます。では行ってくれないんですかといったら行かない

とおっしゃいましたよね。厚労省の、私もたしか会いました、社会保険病院対策病院等対策室

室長補佐。この方は今年、最近、川崎社会保険病院、これは民間に譲渡ということで大変問題
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になった病院の関係で、どうも異動なさったということなんですね。ではＲＦＯの尾身理事長

も地域医療の専門家の先生なので売却、さっき推進機構のほうに附帯決議で譲渡できるという

ことになっているから譲渡もするんだといっていますけども、それは自治体で、地元自治体と

かで、ぜひ譲渡してほしいということがあったら売りますよというだけにことであって、積極

的に売ろうということではないんですね。推進機構法で病院を経営していこうという、保有・

経営していこうという組織ですからね。厚生労働省の役員さんも代わっているんですよ。長澤

議員が聞いたときに尾身理事長に会わないと。でも先ほど尾身理事長に会って、そう言っても

らえば、やりますよ、頑張ってやりますといえば安心できるというんであれば町長、行けばい

いではないですか。言っていることに僕は矛盾を感じるんですよ。長澤議員の質問には、いい

や、尾身理事長に会う前に厚労省の役員のところへ行きます。尾身理事長には会いません。僕

が聞くと、いや明日でも、そう言ってもらえるんであれば会いますよというんであれば、ぜひ

行ったらいいと思うんですよ、町長。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 長澤健議員さんにお答えしたときには、まず厚生労働省と言いました。今も同じような質問

が秋山議員からありましたから、改めて鰍沢病院の取り扱いなどについて、県や国会議員を通

じて厚生労働省をはじめ関係機関に再度、確認をしてまいりたいとお答えいたしました。会わ

ないとは一言も言っていないはずです。まず厚生労働省に状況を聞いて、厚生労働省が大家さ

んなんです。大屋さんの意向をまず聞いて、そして必要であれば、今までも、ＲＦＯも全社連

も呼んでもらって聞いていますので、それは関係機関でありますから当然聞いてきます。尾身

さん、ＲＦＯの新機構に会わないとは一言も言っていません。まず、厚生労働省に話をしたい

と言っているんですから、そこのところは曲げたりしなくて、そのとおりに言っていただけれ

ばありがたいなと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 では、そんなに難しいことではないと思うんです。自治体のトップが尾身理事長に会って、

あなたのビジョンをぜひ対面でお聞かせ願いたいといえば、私はいくら立派な先生であろうと

もそういったことには耳を傾けてくれると思うんですよ。厚生労働省の役員さんばかりではな

くて、先ほど言ったとおり、そうやって職員も何人か代わっているんですよ。８月に行ったと

きと代わっている。尾身理事長も代わっている。新しい組織で病院経営していこうとなってい

るわけですから、厚生労働省の役員さんに聞くこともいいんですけども、長澤議員もおっしゃっ

ているとおり尾身理事長に直に聞くということをぜひ、やっていただきたいと思います。 
 それでは続きまして、（３）の県の動向をどのように確認するのか、お伺いたします。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 先ほど来、言っておりますように４月２３日に新病院設置協議会が解散したことに伴いまし

て、今後は県が主体となった峡南地域医療連携協議会の下部組織といいますか、北部地域だけ
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を協議する北部地域医療連携部会というのがありますので、そこで地域医療再生計画の医療連

携などの修正協議が行われます。その動向を見ながら、先ほど来の質問も関わってくるとは思

うんですけども、その中で地域医療の確保に向けた協議を進めることとしております。 
 第１回が先般、６月５日に開催されまして、秋までに５回の部会を開催する中で、各病院の

役割分担、あるいは具備すべき機能、医療連携に向けた施設・設備等の整備計画、こういった

さまざまな検討がされてきますので、私もこの部会の委員でありますので、この部会に参画す

る中で県の素案がどういう方向に動いていくのか、その中での富士川町の役割を確認していく、

これが県の動向を注視していく、確認していくということであります。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 ６月１日に、第１回の北部地域医療連携部会が開催されました。町長はなかなか病院を持っ

ていない町のトップが発言しづらいとおっしゃっていましたけども、ぜひ議会がここへ入って

いないわけですから、町民の代表というと純粋に町長だけしか委員として、７人の委員、それ

からオブザーバーで佐藤先生が入って８人の中で１人しかいませんからね。ぜひそのへんは代

表としての自覚を持って、どんどん発言してほしいなと思うんですけれども、ここの会議に出

席されてみて感想は、町長いかがですか、お聞かせください。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 第１回目でありますので、これまでの経緯とか、これまでの取り組み状況、峡南の医療の状

況の現状と、そしてこれまでの取り組み状況、そして今、置かれている課題、そして今後の方

向性の一部が医療連携の類型ということで、先ほど言った５つのパターンが示されました。ま

だ議論には入っておりません。ただ、どのパターンを見ても、今の段階では譲渡と病院取得と

いう案になっています。これから議論が進んでいくと思います。そういう中で富士川町の役割

とすれば、病院の経営主体になっていかざるを得ないのかなということがありますが、町民の

皆さんにも懇談会でお示ししましたように、仮に富士川町が病院を一時的にせよですね、持つ

場合でも３つの条件はクリアしなければ検討ができないと思っておりますので、そのへんはこ

れからの連携部会の中でも発言をしていきたいと思っております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 ６月７日の市川三郷町議会の一般質問に、久保町長はこう答えていたんですね。北部地域医

療連携部会の打ち合わせのとき、初めて資料を見たと。医療連携の方向性の項目、これが先ほ

どから町長が説明している類型のパターンですね。５つ。この項目、経営形態から見た医療連

携の類型が５パターン出されていたが、これについては新病院設置協議会が解散したばかりで、

町としてなんの議論もしていないので、検討資料として出すべきではないと。削除してほしい

ということを医務課のほうに対して強く申し入れたと、こう答弁されているんですね。町長は

新病院の設置協議会が解散した原因というのは、どういうようにお考えになっているんでしょ
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うか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 新病院設置協議会が解散した理由ということでありますが、いろんなものがあると思います。

それはこれまでの病院を運営してきたいろんな皆さんの思いもあるだろうし、そしてまた峡南

病院が当初からシミュレーションでは医療法人は廃止と、解散という中できたものがまた改め

て佐藤先生からそういうものが出てきた。そして、そのときにはこれまで地域医療を担ってき

た鰍沢病院、市川町立病院を残して峡南病院を廃止という簡単な文言でありましたから、小川

院長が反発をしたというふうな部分もあり、そういう中でこれ以上、趣旨が変わってきてしま

うから病院の設置協議会は白紙にしようという意見が出ました。いろんな人の思いはあるで

しょうけども、とりあえずこれが廃止になってきたという背景は、人の心の中ですから全部は

見えませんけども、やはり医療を守るという部分の、みんな考え方は同じであっても進め方の

違う部分があったんではないかなと思っています。 
 それと今、市川三郷町の町長さんの発言があったやにありますけども、今までは市川三郷町

と富士川町で、地域主体でやってきましたから、そうやって私どもが事務局を持ちながら案を

つくって進めてきたんですが、白紙になりました。白紙になったあとは、今度は県が主体となっ

てやっていく部分ですから、それにまた議論はしてもいいんですが、出てくる資料に文句をつ

けるというのは、私はちょっといかがかなと。それでは自分たちでやればいいということにな

ると思いますので、それはよその議会のことですからそれ以上はあれですが、そんなことも含

めて、これまで新病院設置協議会がうまくいかなかったというのはいろんな、それぞれの思い

があってそれが一緒にならなかった、こんなふうに思っております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 同じく、この間の議会で久保町長はこう言われているんですね。たしかに峡南病院の脱会と

いうこともあるんですけれども、要は医師の配置の問題が直接的な原因だと考えているんです

ね。要するに峡南病院が離脱して鰍沢病院の９人の常勤医の先生、それから市川三郷町立病院

の８人の常勤の先生、これを中核病院と従たる病院にどのように配置するかということで行き

詰まったんだと、私も久保町長と同じ考えです。 
 具体的に言いますと中核病院には１５人、従たる病院には２人、仮に市川三郷町立病院に医

師が２人しか配置できないとなると、今のままの医療機能を残してほしいと願う町民の要望と

かけ離れた町立病院の姿になってしまうんですね。これでは当然、統合協議は進みません。だ

から新病院設置協議会は峡南病院さんの脱会も含めて趣旨に反して、趣旨が齟齬したので解散

したんです。 
 それなのに医務課は同じような案を出してきたんですね。この間の説明で、例えば業務提携

なんていうのは、臨時の交付金が使えない案ですよとおっしゃっていたんですね。事業譲渡、

これだって非常に事業を分けるのに困難ですよと。これも言っているんですね。では、この２つ

なんか、実現性がないものをなぜ出してくるんだよと私はそう思うんですよ。協議はまたして
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も出口のない迷路に迷い込むのは、火を見るよりも明らかなんですよ。町長はこれで医療連携

が本当に進むと考えているんでしょうか。それから久保町長と新病院設置協議会が解散して以

降、こういったことを、病院連携についてですね、２人でお話しになったことはあるんでしょ

うか、お願いします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 佐藤案についても医師の配置は出ておりませんので、そのお医者さんの数がどこでどう出て

きているのか、私も全然知りません。ただ、佐藤案には手術系のものは鰍沢病院ですよ、そし

て診察系の部分は市川のほうを充実していこうという案はありました。医師の人数、看護師の

人数はたぶん入っていなかったと思うんですが、それが私の知らないところで委員長だけが

知っていたということであれば、また文句を言いたいなと思っております。 
 そしてまた、この峡南医療をもし１つの、どの病院を残すということではなくて、医療をしっ

かりしていくには、やはり手術のできる病院とか、そういうものが必要になってくるわけであ

りますけども、佐藤先生のほうもいろいろお考えがあって、ああいう案をつくってくれたんで

すが、私どもがお医者さんをどうこうする力もありませんから、あの医療機能部会の中にも３病

院の院長さんと、そして医大と県とで入って修正案をつくってくださいといったものが、修正

案が出ないままに、峡南病院の離脱というところに端を発して白紙になったんです。ですから

医療の体制がどうか、そこまで深い議論はしていないはずなんですね。ですから、そこまで先

読みをして、それもあるからということであれば、それはそれの思いだろうと私は思っており

ます。 
 そして最後は・・・今、県が主体となってそれをやるということでありますので、県の動向

を見守ってきたわけですが、６月５日に第１回が開かれたと。今後は県が各町、そして佐藤先

生を含めた医大と個別の聞き取りをしながらやっていくということであります。今までは地域

主体でありましたから久保さんとも話をし、市川の議員さんとも話をしながらやってきました

けども、それ以降はもう県自体にお任せをしましたので、地域ではまとまらないということに

なりましたから、今、県が主体となって今後は医務課が中心になり、両町の聞き取りとか３病

院の聞き取りとか医大の考え方とか厚生労働省も当然含まれていますので、そういう中にはわ

れわれも一緒に行って状況を確認していかなければならないと思っていますが、そういった聞

き取りをする中で新しい素案をつくりながら、それが部会の中で協議されていくものだと思っ

ております。市川三郷の町長さんと私で今ここで案を描いても、それはもう実らないことが分

かっておりますので、今のところ話し合いはしておりません。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 久保町長はまた同じ議会で、ある議員さんの質問に対して反問権を使っていいかとお聞きし

た中で、こう答えたんですね。市川町立病院を中核的病院として位置づけられるように今後、

県にも山梨大学医学部にもお願いすると答弁されているんですね。先ほど町長がおっしゃった、

この地域医療が守られるんであれば、峡南病院でも市川町立病院でもいいとおっしゃっている

んであれば、ぜひ富士川町はあえて関わる必要性はなくて、市川町立病院を中核病院にしてい
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ただいて、そして県の医務課と市川町立病院、そして鰍沢病院の三者で協議を進めて地域医療

再生臨時特例交付金、これを使っていただいて高度な医療連携を実現していただければいいん

ではないかと思うんですよ。町長さんが中核的病院にうちはするんだと、負担をしてもする、

そういう覚悟だと思うんですけど。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 質問の途中ですが、秋山議員、あと３分で時間でございます。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 了解しました。そういう考えが僕は最適な方法だと思うんですよ。任せるのが。いかがでしょ

うか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 市川町立病院がしっかり立て直しをして、内容的もいい病院機能が保てれば私は別にどこに

病院があろうが、この峡南北部にみんなが困らない医療体制があればなんらあれだと思います。 
 ただ、今の現状で、そして地域医療再生基金も７億円しか使えない。そういう中で今、その

お金で建て直しは無理なんですね。ですから先ほど来言っているように、県の案も今すぐ３病

院統合案もまだ残っています。それと将来的に統合案も残っています。そういう中で、富士川

町は今まで１円も病院にはお金を使っていませんけども、この問題が出たときから新たなリス

クが生じてもそれはいいと。ただ、単独で持つのはリスクが大きすぎる。現状のままですね。

そこで一部事務組合をつくって共同経営化ということが出てきたわけですが、これが白紙に戻

りましたので、これから県の素案を見ながら検討していくということになると思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 ぜひ市川の久保町長さん、そうやって自分たちで負担してもいいという覚悟で、僕は中核的

病院に位置づけようということを答弁なさったと思うんですよ。ぜひ久保町長と話していただ

いて、そういう方向で進めてほしいと。富士川町でできることは協力するけども、主体はその

三者で、ぜひ高度な医療連携を進めてくださいということをぜひ町長同士でお話ししていただ

きたいと思います。 
 それから、あと５０秒ぐらいですけども・・・。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 残り時間、あと１分です。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 では１０秒、多いですね。 
 （４）ですけれども、３条件が満たされたと議会が判断するにはいろんな、先ほどから説明

してきました中核的病院の綱引き、それから長澤議員もおっしゃっていた医大ではお医者の継

続的な確保は担保できない、それから臨時交付金が使えるかどうか、こういったことが口頭だ

けでは、町民の皆さんに議会が判断したなんてことは言えないんですよ。やはり書面で、例え

ば中核的病院は医大が位置づけますというものをもらわないと、議会は町長を信用しています

よ、町長が嘘を言うなんてことは、先ほど失礼なことを僕が言ったかもしれないですけど、あ
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れは質問なので勘弁してほしいですけども、信じていますけども、やはり町民の皆さんに説明

するには書面がないと議会は判断するということができないんですよ。その町長の考えをお願

いします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 中核的病院の位置づけと地域医療再生臨時特例交付金の活用については、この２点について

は今、行っております地域医療再生計画修正版の中でしっかり位置づけられてくるんではない

かなと思っております。それによって中核病院になる、あるいは臨時特例交付金が使える、こ

れが予算化されてきますので、そういう中ではっきり分かってくる。 
 あと医師の確保につきましては、これは病院間の問題でありますので、まだ鰍沢病院は社会

保険病院でありますから、山梨医大と鰍沢病院の間でなんらかの取り決めを行っていく必要が

あるではないかと考えております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 以上で通告３番、３番、秋山貢君の一般質問を終わります。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 ありがとうございました。僕の代わりに言っていただいて。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 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） 
 それでは通告に従って、一般質問をしたいと思います。 
 まずはじめに町有地の貸し出しということについて、お伺いしたいと思います。 
 今回、鰍沢地区の河岸跡公園予定地、この南側一部を民間コンビニエンス業者に貸し出すと

いう話になっています。これについては昨年、議会にも町長のほうから理由等の説明がありま

した。この６月ですか、まだ今からだと思うんですけども、プロポーザル方式だと、入札とい

うことのようですけども、これに当たってどういったことを町としては検討されてきたのか、

まずその点をお伺いしたいと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 企画課長、鮫田和博君。 
〇企画課長（鮫田和博君） 

 それでは、町有地の貸し出しについてのご質問にお答えいたします。 
 経過ですけども、平成２３年３月、コンビニエンスストア事業者から借り受けの希望があり

ましたので、まず商工会に意見を聞いたところ、出店計画は白紙で検討してほしいとの回答で

あったため、鰍沢地区の区長さんを通して周辺住民の意見を聞いていただきました。その結果、

夜は真っ暗な状態、コンビニエンスストアが出ることで明るくなるし便利になる。一日も早く

出店してほしいなどの出店を希望する内容でありました。 
 またコンビニエンスストア事業者の事業計画書から、災害時における物資確保などの協力や

朝市との相乗効果が図られること。さらに使用料の収入や管理経費の削減など、公有財産の有

効活用が図れることから、総合的に判断し貸し付けることとして進めてまいりました。 
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 しかし平成２４年２月、商工会と鰍沢元気会から鰍沢商店街への集客に影響することが懸念

されるとの内容の要望書の提出がありましたので、鰍沢地区の本町２区から６区および中部区、

五開区の５００世帯を対象にアンケート調査の実施を行いました。 
 その結果３０４世帯から回答があり、コンビニエンスストアの出店による生活の利便性が向

上することや商店街への影響はほとんどないとの意見が多数であったことから引き続き、町有

地の貸し付けを進めてまいりました。その後、町内の他のコンビニエンスストア事業者からも

出店希望がありましたので、今後、準備が整い次第、公募型のプロポーザル方式により出店者

を決めてまいりたいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 この件については私は当初、提案され説明をされたときから慎重にお願いしたいというお話

しをしてきました。この慎重にお願いしたいというのは説明では月３０万円、３０年間、単純

に計算すると約１億円の町としての収入になると。空いている土地を使うんだから、結構な話

ではないかというようなご意見の方も当時いたと思います。ですけども、いろんな話、その後

の動きを聞いていくと、鰍沢地内のコンビニ、今現在、営業しているコンビニ業者も入札に参

加したいと。それはそうだと思うんですよ。あそこへ出ればかなり、しかも河岸跡公園が今度、

整備もされますし、現在、朝市寄り道マーケットもやっています。非常に場所的にはいいと。

だけども例えば、その今ある鰍沢地内のコンビニ業者がそちらへ移転してしまった。あるいは

逆に別の業者がそこで営業することによって、その業者が例えば廃業に追い込まれてしまった。

そういった可能性も十分考えられると思うんですよね。 
 今、鰍沢の本町地区、高齢化率を調べたところ約３２％。私、長沢に住んでいますけども、

コンビニが長沢にあります。大椚、新町にもありますけども、非常にお年寄りにとって身近な

買い物ができると。今、野菜も売ったりしますからね、地元の。ちょっと置いたりして。非常

に便利なんです。そしてこれからますます、この町は高齢化が進んでいく。大型ショッピング

センターは若い人が行きます。あるいは、若い人と一緒に生活しているお年寄りはときどき買

い物をしてもらえばいいのかもしれないですけども、実際には高齢者世帯が非常に増えてきて

いる。そうすると、将来のまちづくりということを考えたときに、その１つのコンビニストア

が移転するのか、しないのかというのが非常に大きな問題。またそれを、町有地を貸し出すこ

とによって、結果的にならないかもしれないけど、なる可能性は非常に高いと思っています。

あるいはそういったことを検討されたのか。 
 また今、町では塩の華を運営しています。あそこは集客がだんだん落ちてきています。今度、

中部横断道ができればますますなるんだろうなとは思いますけども、今、あそこへはこの富士

川街道を通るバス等がやっぱり休息としても使ってくれる。それで買い物客が増えるかどうか

は別として寄ってくださる。だけども、今度はあそこに公園もできて広い駐車場所もあり、ト

イレもある。そしてコンビニがある。ちょっと寄って、そこで用を足していけばいいと、こう

いった人の流れも変わってくるんだと思うんです。それは単に月３０万円の収入を得られるか

らいいという問題ではないと思うんですよね。そこのところの検討はどうされたのか。これは

できれば町長にお願いしたいんですけども。 
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〇議長（芦澤益彦君） 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 先ほど企画課長がお答えしましたように、昨年の３月にこういう話がありましたので、隣の

パチンコマンボウの土地の購入と併せて、このコンビニエンスストアの話は議会にさせていた

だきました。慎重にということもありましたので、パチンコマンボウはすぐ購入しましたけど

も、ここはまだ１年数カ月経って、いまだに相手を決めているわけではありません。 
 そういう中で当初はローソン１店でありましたけども、その後、商工会の意見、あるいは元

気会の意見、そしてまた町内の、鰍沢だけではなくて、それ以外のコンビニエンスストアから

もあそこは適地だという話があり、私もそういう業者さんには、私的に考えればこれから中部

横断自動車道が出た場合に、議員さんも言ったように塩の華の存続も危ぶまれるような状態、

そういうところにいかがなものですかねという話もさせていただきましたが、そうはいっても

１日に国道を通る台数もあるだろうと。あそこは国道に面しているから、町内の人よりも通過

客を対象に考えていると。 
 そういった中で、いろんな人の、区長さんの意見も聞き、住民の皆さんの、今の鰍沢の町の

状況も数点、アンケートさせていただきながらしたら、そばにあればやはり便利だと。やはり、

これからこの町も高齢化が激しくなってくると思いますけども、人口も減少していく中で、な

んとかして住民の住みやすい町にしていく。それぞれまた業者の皆さんには、それぞれのご苦

労もしていただかなければなりませんけども、全体として、今、コンビニエンスストアもない

ような町というのは、人もいないのが実情ではないかなと思っております。コンビニがすべて

ではありませんけども、国土交通省なんかも全国の幹線道路の国土交通省が持っている空き地

を高度活用しようということで１，２００カ所くらい、そういったところに出しています。隣

の南アルプス市もやはりコンビニエンスストアの話が進んでいると思いますけども、そういっ

た時代なのかなということも含め、今回いくつか今、検討させておりますけども、プロポーザ

ル方式で決めていこうというところで進んでおります。まだ、どの業者と決まったわけではあ

りませんが、参加したい方は参加していただければと思っております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 実はあんまり、この話を長くしたくはないんですけども、次の質問に。ただ、そうはいって

も気になるので質問させていただきます。 
 町長がおっしゃったように、コンビニがあるということは非常に便利なことです。ただ、私

が言っているのは今ある、鰍沢地内のコンビニが、場合によって撤去するということは、お年

寄りがあそこまで歩くということなんですよ。分かりますか。本町地内。要は、アンケートを

取りました。そのアンケートというのは、コンビニができたらどうでしょうかというアンケー

トなんですよ。これは便利だという答えが圧倒的に出てくる、当たり前のことです。例えば今

言ったまちなかのものがなくなる可能性もある、そういったことは一切触れられていないし、

アンケートには町有地を貸すんですよという話でもなんでもない。これは民間が土地を貸して、

いろんな業者が乱立する、競争する、それは仕方がない話ですけども、そうではないんですよ。
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そこの点を言っているわけですよ。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 今あるコンビニエンスストアがそこを閉鎖して、そちらへ動くという話は１つも聞いており

ません。新たにそちらのほうにも造りたいという話を聞いておりますので、そういった懸念は

いらないんではないかなと思っております。 
 それと私の住んでいる最勝寺にはコンビニエンスストアがありませんけども、長沢の例えば

中学校の近くの人たちは身近なコンビニエンスストアへ行くと思いますね。新町までわざわざ

行かないと思うんです、身近にそれがあれば。行ってもコンビニエンスストア、どこでも日本

全国、金太郎飴みたいなものですからおおむね同じなんですね。ですから鰍沢の本町地区の人

は本町地区で買い物をしているだろうし、あの人たちがわざわざ長沢まで来てコンビニエンス

ストアで買うことはないと思います。範囲は狭いものですから、この増穂地区にも５軒くらい

コンビニエンスストアがあるということでありますので、白子のところに造るから、それで鰍

沢を全部網羅できるという、そんなコンビニエンスストアはないと思っておりますので、その

へんは特に心配はしていないところです。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 大丈夫だろうと。これは私の危惧かもしれませんね。非常に、なったら困るよと。病院でも

そういう話が出ますけども。現実として、例えば青柳に中屋さんがコンビニを持っていました。

向こうに移動し、そして大橋の向こうに、こういうふうに出店されて、まちなかは近くにヤマ

トやオギノもあるので、まだいいだろうということだと思うんですけども、閉めました。鰍沢

を考えたときに、ではオギノがあるのかと。あるにはありますけども、総合的なものを、すっ

と手に入れるような場所があるのかといったら、決してそうではないんだろうなと。私は実際

に住んでいるわけではないので、細かいところまでは分かりません。ですから、そういう心配

をすべきであるし、そこはとても慎重に考えるべきだろうということをまず指摘だけしておき

たいと思います。 
 では次に２つ目、地域医療についてということで、先ほどから長澤健議員や秋山議員がいろ

いろ質問していますけども、一応、通告してありますので、それに則る形でお願いしたいと思

います。 
 先ごろ開かれた地域医療地区懇談会６カ所、私すべて行かせていただきました。その評価で

すね、これについてどのように町長、受け止めているのか。今一度、簡潔にお願いしたいと思

います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 地区懇談会を行いましたけども、先ほども言いましたように、病院をもし町が買うんだった

ら、むしろ旗を立てるぞという人もいました。また、そうはいっても医療がこんな状態だから

すぐというふうな意見もありました。さまざまでありますけども、懇談会を通じて感じたこと
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はこの地域の医療を守ってほしいという、住民の切実な思いではないかなと思っております。 
 中でも救急医療を受け入れる病院がないということからそういう病院を確保、内科が今あり

ませんので、内科の入院治療ができる病院の確保、現在失われているこの地域の病院機能の充

実を求める声が多いなと感じました。 
 また、町が病院を所有することに不安を抱いている人、また町が負担しても地域医療を守っ

てほしいというさまざまなご意見をいただきましたので、私はこの懇談会を通じて多くの皆さ

まの貴重な意見をいただけた場であったなと、こんなふうに感じております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 実は私、この懇談会、先ほど秋山議員のほうからアンケートを取らなかった、なぜかという

質問がありました。答えとすれば、総合的に考えて、ちょっと見送りましたと。取らないとい

うふうにしましたということなんですけども実は私、アンケートを取らなかったから、今回の

懇談会というのは目的趣旨がはっきりしなかったのかなと、率直にそう感じています。それは

町民から出ましたね。なぜ今、急に説明会を開くんですかと。これまで１回も開いたことがな

いではないですかと。町長は、新聞にも載っているように協議会が白紙になったので、皆さん

不安がってはいけないからという話ではあったけども、やっぱり懇談会を開くにはいろんな目

的があるんだと思います。設定されて懇談会を開いている。この懇談会の目的というのは改め

てどういうことだったのか、ちょっとお願いしたいと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 これまでは市川三郷と富士川町で新病院をつくっていこう、経営統合していこうというのが

趣旨でありましたので、その経営統合したあとのビジョンが全然出ていなかったわけでありま

す。ですから住民に説明をしていっても、それは答えができない状態でありましたから、富士

川町も市川三郷町もそういったものについての説明会はしておりません。 
 ただ、私はいろいろ地域へ行くときに医療の実態とか、そして今、経営統合ということで市

川と、こういうふうに進んでいるという、その経過は言っておりましたけども、今回、新病院

設置協議会が白紙になりましたので、そのことは住民にしっかり早急に伝えなければいけない。

そしてその際にこの今の医療の実態と地域医療再生計画の中身と、そしてこれまでの取り組み

状況を説明して、そのあとにただ、それでは言いっ放しになりますので、今後の町としての地

域医療を守る考え方ということを説明しました。 
 こういう内容につきましても、まず議会に話をして、そしてそのときにはこういうアンケー

トも取りたいという話をしました。ただ、まだ県の方向が決まっていない段階でアンケートを

取るのはいかがなものか。議会のほうからもいろんな意見をいただきましたから、総合的な判

断をする中で、いずれはまたアンケートがあるかもしれませんが、今回はアンケートは取り止

めようということで、説明会のみにして住民の意見を、忌憚ない意見を聞かせていただいたと

いうことです。 
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〇議長（芦澤益彦君） 
 齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 要は、例えば医療の現実、これは町民に知ってほしいということであれば、これはもっと協

議会発足前に、あるいは北部連携医療機関なんかが出たときに、やられておれば別に問題ない

話だし、町民の意見を聞いていても、皆さん、おおよそ今のこの峡南地域、富士川町の医療現

状というのがよく認識されているなと、私は思いました。 
 今、町長がおっしゃったように、では要はビジョン、方向性、これをなんとか示さないこと

にはならないということだったんだと思うんですよね。アンケート、病院を将来的にどうする

かというアンケートだったんですけども、内容的には。あのとき、私はこれでは、全員協議会

で示されたけど、これではちょっと買い取られるみたいにみられるからいかがなものかという、

たぶん意見を言わせていただいたと思います。それも反映したかどうか知りませんけども、し

かし最後のほうになると、万が一、仮定の話ですけどもという、先ほどからずっと買い取りみ

たいな話が、そこにすべてが結論付けられている。そこにいっているんです。私が見る限りは。

だから町民の中からもなんだ、買い取るための話かという意見が出るのももっともな意見だと

私は思っています。ここはどうだったのかどうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 地域医療を守るためには、最終的にはそういうことも視野に入れながらやっていかなければ

いけない。ただ、今回の懇談会のときにもう白紙になりましたよ、富士川町は今までリスクを

ひとつ持っていませんから、今後もこれから手を引きますよ、そういうわけにはいかないと思

います。先を読むといいますか、最悪の事態も想定しながら、最悪の事態というのは富士川町

が病院を持たなければならないことだと思っています。今まで１円も出していないですね。そ

れを今度は新たなリスクを背負っていかなければならない。 
 また、共通の認識をしておいていただかなければいけないというのは、今回の懇談会を通じ

て病院をもし買えば税金が上がるではないかという意見もあります。そんなことはありません。

それはかつて合併のときにもそういうことを言った人がいます。合併をすると税金が上がる。

鰍沢の借金をすべて増穂が背負わなければならない。全部、そんなのは事実無根です。そういっ

た、変に住民を煽るんではなくて正しい情報を住民に逐一でもいいから伝えていく、それが私

どもの使命ではないかなと思っていますので、今回がどういう、意図というのはあんまりない

と思います。私は素直に新病院設置協議会が白紙になって、今度どうなるんだろうという住民

の不安があると思いますから、そこで現状と、そうはいっても最悪、町はこういうことをやる。

考えるときにも、最低条件はこのくらいのことをやっていますよ。今回の懇談会でそんなこと

はなくてもいいよとか、さっき言ったような、買うということはどんな状況があっても、むし

ろ旗立てる事件が多ければ、医療なんかいらないと。車があればどこへでも行けるんだから、

全然困らないという意見が多ければ、この地域の病院というか、今、医療を保とうという言葉

も変えてもいいと思っているんです。それの住民の意見を聞くための懇談会でありますから、

この懇談会の意見がまた、県の地域医療再生計画の中に反映されていけるんではないかなと

思っています。そちらのほうがまた動きが出てくれば、またこういった説明会なり懇談会はやっ
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ていきたいと思っております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 これは２つ目の質問と今の話は重なってはいるんですけども、実は。これは私がそういうふ

うに聞いているので、当然そういうお答えになってくるのは分かります。一応、３病院統合の

目的とした新病院設置協議会が解散し、実際に白紙になりました。だけども、この間の懇談会

は結局、行きつくところはその話なのかなと。ただし、ここには単独ということがちょっと別

個にはついていますけども、行きつくところはそういうところなのかなと思うんですよ。 
 この間の北部連携医療部会なんかの素案というのも、実は基本的に私たちが新病院設置協議

会をつくっていく過程になっていった素案と基本的になんら変わるものではなくして、だから

病院が、設置が白紙になったんだから、当然そこは切り替えなくてはいけないんだと思うんで

すよね。町長みずから。この協議会をスタートしている調査検討委員会、そして設置協議会と

この過程で、実は国のほうではいわゆる新法案ができた。現実、破綻した。となれば、当然そ

こは町長の頭を切り替えて、今一度まっさらな形で町民にも説明すべきだと思ったんですけど

も、最後の最後には今、言ったような形の、必要になるかもしれないからと。３条件なんてい

う話まで出して説明されていた。なぜ、そこまで今の段階で言及していくのか、その点をお伺

いしたいと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 これまでは、ＲＦＯというところが鰍沢病院を持っていながらきたわけでありますけども、

その前に地域医療の現状がもう本当にどうにもならない状況、そういう中で鰍沢病院も今後Ｒ

ＦＯで売却されてしまうんではないかという危惧、そういう中から地域医療再生ということが

動き出して２病院経営統合、あるいは連携という言葉で動き出したんですが、今、質問にもあ

りましたように医療体制の調査検討委員会、新病院の設置協議会をつくってきましたけども、

それが破綻をしまして白紙になりましたので、今回の懇談会ではそこまでの状況と、そして新

法が出たあともいろいろ調査をしてきたわけではあります。これは私どもだけではなくて県も

一緒にやってきたんですが、やはり病院の規模縮小とか診療科の廃止とか病院の閉鎖、こうい

うのは新法が出た直後に、議員さんも一緒に行っていただいたと思うんですが、厚生労働省へ

行って聞きました。それは今度出る新機構の傘下に鰍沢病院は入っていくけども、先ほども言っ

ていますように、この法律には今度１円も出さないと明記されていますから、お金は出せませ

ん。そういう中で判断は新機構がすることだけども、赤字の病院を長く持ち続けることはでき

ないでしょうと。そうすれば規模縮小、あるいは診療科の廃止、最悪は病院の閉鎖もあり得る

と。鰍沢病院も、そのときに聞いたのは駐車場になって、いずれ廃墟としていくかもしれませ

んという話。こういうことから病院統合ということできたんですが、それが白紙になりました。 
 今後は県のほうが主導でやっていきます。それで最悪、富士川町が一時でもいいから病院を

取得してほしいという話があったときに、ただ単に県から言ってきたから、はいはいというこ

とではなくて、町は町として最低の条件を３条件、出させていただいた。それを住民に示しな

がら、私とすれば住民の反応を見ながら今後のいろんな検討に役立てていきたい、そんなふう
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に思っています。 
 また、この地域医療再生計画というのは２５年度まででありますから、残り時間が少ないこ

とでありますので、あらゆる方策を一緒に検討していかなければならない。１つずつ潰してい

くという時間がないんですね。実際に言えば、あと１年１０カ月ないんですよ。再来年の３月

までは。ですから、あらゆる方策を一緒に進めながら、その中で最良の方策をとっていくとい

うふうなことになると思います。 
 今後も片方ではこんなことをしながら、こっちではこんなことをしているという、おかしな

ところもあるかもしれませんけども、最終的にはこの峡南地域の医療をしっかり守っていきた

いということが一番の目標でありますので、今後もそういうことがあるかもしれませんけども、

くどいようですがお医者さんが確保できても、お医者さんが入って治療する場所がなければど

うにもなりません。そのときには、やはり今の状況で見れば市川町立病院もあるでしょう。峡

南病院もあるでしょうが、一番設備が整っているのは鰍沢病院ですから、あれをお金をかけず

に使っていくのが最善の方策ではないかと。そのときに今まで１円も金を出していない富士川

町にも関与しろという話がたぶんくると思うんです。ただ単に今のままをどうこうではなくて、

そのときにはワンステップもツーステップも上がった医療体制ができるようにするために、あ

あいう条件を付けさせていただいたということをご理解いただければと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 私は、町長は非常に人の話をよく聞き、素直に受け止める方だと理解しています。ただし、

それは非常に欠点だと。どういうことかというと、国は法律で町長がかつて私の質問に対して

おっしゃった。夢のような法案だと。だけどもその中身は分からないから聞きに行ってくるよ

といって、厚労省の官僚ですよね、彼らからいろいろ言われた。そうはいってもどうのこうの

と。政治家がだらしないから官僚が勝手なことをやるわけです。これは皆さん、よく知ってい

る。法律に細かく書いていなければ、それを物事、言い換える。この間、県の医務課の方が３人

見えた。彼らと話をしているとつくづく、あるいは彼らのくれた資料があります。読んでいて、

つくづく嫌になったというのは、可能性があります、私から言わせれば法案ができたら希望が

あると言いたいんだけども、彼らはいいや、この法案はますます希望がなくなっていますとい

う、こういう読み方をするわけですね。町長にもたぶんそういう説明をされた。町長も町の代

表者だから。これは大変だと思う気持ちは分からないではないけども、法律は法律なんですよ

ね。これは暴言だったんですね、町長の。どこかの説明会で、いや、今は国があてにならない

と。法律なんてものは政治家が変わればどうなるか分からないみたいな、ちょっとあれは暴言

かなと思ったけども、そういう気持ちになる気持ちはよく分かるんですよ。今のこの社会情勢

を見ていれば。政党がどうしようもないことをやっているわけだから。 
 だけども、今回のものは議員立法で皆さんがつくり法律を成立し、そしてそこには夢のよう

な、私はその夢をすべてやってほしいとは思わない。差し当たって救急医療さえ、まずはでき

ればそれで結構ですと。それをやっていきましょうと。赤字も全体でカバーしていきましょう

と。言わせれば、官僚の皆さんはこんなものはいつ潰れるか分からないと。苦しくなれば削ら

れるかもしれない。でもそんなことは、どうにかやっていくんだと。そして実際それだけの財

政的基盤を持っている。医者も持っている。 
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 では梨大の医学部はどうかといったならば、鰍沢病院の内科医が引き上げた。大変困ってい

る。では１人でも残してくれればいいのに、残すことすらできないわけでしょう。聞けば、要

するに内科の医者が少ないからという話になります。外科医がいくらいるのか知らないけども、

そうなると町長が前から言っている３条件だって、言っては悪いけどどこに担保があるんだと

いう話になってしまうんですよ。要は私はこうやって新機構が２６年から発足するんだという

中にあれば、町とすればやっぱり病院問題が白紙になった段階で、頭を切り替えて新たなチャ

レンジを、やっぱり道を開くということを、汗をかいてやっていかなければいけないんだと思

うんですよ。その点どうでしょうか、町長。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 政権が変われば方針が変わるというのは、これは国の官僚が言った言葉で私が説明会へ行っ

たときに話が出たのは、最初の説明会だと思ったんですが、鰍沢、鳥屋地区でやったときに知

事さんが国へ陳情に行ったら国会議員が知事さん、地域医療をよろしくお願いしますと、こう

きたと。国会議員が議員立法であれだけ立派な法律をつくったんだから、そのとおり、知事さ

ん頼むではなくて、私どもがやりますよというのが筋ではないですかということは言わせてい

ただいたと思ったんですが、まさに私はそうだと思います。今の政権、そして議員立法でつくっ

た、あんな立派な法律をつくったんであれば、あのとおりすぐやっていただければ、この地域

の地域医療なんてものは、この地域だけではなくて日本全国解決するわけです。ただ、そこに

はお医者さんがいないわけですね。ない袖は振れない。当然、内科医も県内には少ないから鰍

沢病院から抜かれ、そして外科医も潤沢にあるんではなくて、鰍沢病院へ３人、市川町立病院

へ３人やっているのは、もう医大がもたないということから医療連携をして、医療統合をして

３人で本当は足りるんだろうけども、４人は出せますよと。残りの２人を診療科目を変えて出

せば、そっちのほうが医療が充実するんではないですかという話から、この医療連携が始まっ

ています。 
 本当に法律が立派であって、そのとおりやってくれるんであれば、私は国会議員ではありま

せんから、国の法律を動かすのは国会議員です。ぜひそのとおりやっていただければ、明日か

らこの医療問題は解決されて、別の問題へまた取り組んでいけるかなと思っておりますので、

ぜひそういうふうにしていただきたいなと思っています。 
 それ以外に何かありましたか・・・。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 いくつかちょっと言わせていただきたいんですけども、先ほどこれは秋山議員のところだっ

たと思うんですけども、要は説明会でいろいろ買い取りの話、３条件、でもこれは意思表示で

はないかと私は思うんですよね。町長はいいや、そうではないよと言うけども、結論は出して

いないけども、ああいったことを事前に町民に対して、将来的にひょっとしたらという形で示

しているということは、これは客観的に見ると意思表示ということなんですね。結論は出てい

ませんよ。だと思うんですよ。だから、こういったことはやるべきではない、まず。 
 それと気になるのは、説明会でも先ほどもそうだったんですけども、３条件が整わなかった
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ら仕方がない、もうやめるという話なんですけども、やめたって、この峡南地域の例えば医療

というのはますます困っているわけで、やめたからそこでさようならというわけにもいかない

と思うんですけども、そこをどうお考えなのか。そこですね。そのときに、その話のときに思っ

たのは、要は３条件が整わなければ検討するのにも値しないとおっしゃった。だけども一方で

は、医療というのはまちづくりの基本だと。そういったら３条件が整わない、たしかに買い取

るという話は検討に値しないかもしれないけども、買い取りというのは万が一どうにもならな

いという話、これを検討しないという話になってしまったならば、ではどうしていくんだと思

うんですが、その点どうなんですか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 今回の説明会で意思表示をすべきでないというようなお話ですが、町はどう考えているかと

いうときに、町が意思を持っていなければ住民はもっと不安になると思うんですね。今すぐど

うするこうするはなくても、こういう場合にはああする、こういう場合にはこうする、それで

懇談会ですから、皆さんの意見を聞くつもりで言ったわけですので、町が意思を全然、今、意

思表示をすべきではないというのではなくて、町とすればこういう場合にはこう考える、こう

場合にはこう考える、それは持っていていいんではないかなと思っております。 
 もう１つ、法案が通ればそのとおりやってもらえれば、すぐ手を抜けられるという話ですが、

地域医療についてはまさにそうだと思います。あの法案に本当に鰍沢病院の機能として、地域

の医療、別に富士川町の医療とは言っていません。地域医療が全部あれで網羅、周産期から産

婦人科から全部できれば、今、私どもが考えている医療を守る部分よりも、もっと大きな部分

を法律で書いてありますから、ぜひ５項目そして介護も含めれば６項目、それに精神科の部分

を入れていただければもっとありがたいなと思っているんですが、医療は年々幅も広がってい

きますから、地域医療、今、置かれているこの地域の状態からの地域医療というのは、あの法

案どおり実施していただければ、問題が解決できるんではないかと。 
 それと医療は日々進歩していきますので、今言った精神というのはあそこへ、今回の法律に

は入っていません。そういった医療を求める人もこの地域でおりますから、町が全然、医療か

ら手を抜くということではなくて、今、置かれている、今、検討している地域医療については、

この法案どおりやっていただけるんであれば、一安心かなということだと思っております。 
 そして町は最悪、あの病院を持たなければならない、そのときにも最低でも今のままだと医

療は壊滅状態に近いものですから、それを取得しても仕方がない。そのとき取得するんであれ

ば、先ほども言ったけども、医療の内容がワンステップ、ツーステップ上がるような形で医師

が確保できること。そして救急医療ができること。こういうことは最低条件としていかなけれ

ば、お金を出す以上は効果が出てこないと思います。そこでやっていくんですが、本当、最悪

の場合は町でも買っていかなければならないと思っていますので、大丈夫だと思っております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 私は町長の姿勢として万が一のことを考える、考える必要はどこにあるんだと思うんです。

というのは県なんかははっきり言っていますよね。県が病院買い取ってどうこうするというこ
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とは絶対しませんと。これは不可能だと。では町にできるのか。非常に無責任な県ですよ。県

の対応は非常に無責任。町に押し付ける、こんな７０億円いくらの自主財源、半分も満たない

この町に押し付ける。そうやって逃げてしまうわけです。医師の派遣についても、それは医学

部の問題だから私どもにはどうにもならない。だけども両町でやってきた協議会が破綻したか

ら、一応県が主導なんていうけども、主導といって、要するに県がただ主催して会議を開いて

いるだけの話であって、県が具体的にこう関わっていきましょうという話ではない。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 質問の途中ですが、残り３分です。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 はい。ないわけですよね。県の医務課の話を聞いていてつくづく感じたのは、自分たちがこ

の再生計画、整理機構ができたから、再生計画ができて予算を取った。計画した。その間に法

律が一部改正になった。推進機構へと改正になったけども、このつくった再生機構、あるいは

交付金に基づいた計画、これは自分たちがつくった、自分たちが実施しなくちゃ、自分たちの

成績にならないんですよ。だから言葉をいろいろと言い換える。私から見れば希望があるのに

希望がないようなことになっている。町長からすれば役人が言っていることだから、町長もお

役人出身なので、そういう体質なのかどうか知らないけど、私はそうではないので。いつも端

から疑い深く物事を見ているんですけども、そういうことを真に受けてそのままやっていたん

ではこの町は潰れますよ。医療も崩壊しますよ。だって、誰もどこも担保してくれないんだか

ら。今ある法律、これが私たちにとって唯一の頼りなんですよ。 
 そして新理事長、非常に地域医療に熱心な方らしい。ここが一番頼りなんです。ただし一方

で市川町立病院がある。財政も大変だし、ここはこことして残すためには私たちもいろんなこ

とを考えたり、知恵を出してやらなくてはいけないと思うけども、まずもってうちの町として

はそういうことだと思うんですよ。うちは経験もない。ある意味では、この話から当然、手を

引く形でちゃんと見守りながらやっていく。地域再生計画、北部連携部会に出された資料、大

体あれをはい、そうですかといって、確かに資料だから文句を言ってはいけないかもしれない

けど、今年の１０月までやる、前の計画だって昨年の１０月までやるという計画だったんです

よね。予算のために、それでは駄目なんですよ。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 残り時間１分です。簡潔にお願いします。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 だから町長にお願いしたい。お願いも含めたいんですけども、今あるこの町長の考え方、こ

れを今一度、ギアを入れ替えないとこの問題は今後、一歩も進みませんよ。買い取るんだ、買

い取らないんだという話ばかり進んでしまって、疑心暗鬼の話になる。真剣な議論をしていく

には、官僚の言うことばかりを聞いているんではなくて、みんなで考えていく。その姿勢も必

要だと思うんですけど、どうでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 今、富士川町では先ほど来言っていますけども、これまで旧増穂、旧鰍沢含めて医療につい

ては１円もお金も出していませんし、特に診療とかそういうものについては１円も出してこな
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かったと思います。ただ、今こういう状況になってきておりますので、今回の当初の医療再生

計画、そういう中でも富士川町もリスクを負っても市川と一緒に病院経営をしながら、半分は

みていこうというつもりでいたんですが、それが白紙になりました。当時もありましたが、県

が主導的にもう少し動いたらどうかという意見がありました。ただ、最初の計画は県がつくっ

たんですが、地域の問題ですから２町でやっていこうということでやったけども、うまくいか

なかった。今後は県が主導でやっていきますけども、山梨県は病院、二次医療は持たないとい

うのがもともとの方針ですので、それはまずないだろうと。であれば、今度はそういう中で新

たな医療連携、ただ医療連携だけだと２５億円の交付金が使えないと思います。ですから、もっ

と先に進んだ医療連携ということで、この２６年３月までを視野に入れつつも、その後も視野

に入れながらの今度、医療連携策がたぶん出てくると思います。そういう中で、富士川町の役

割、また鰍沢病院の役割というのが出れば、鰍沢病院は新法に守られた病院だから鰍沢病院は

外して考えましょうという案がまた出れば、これは別ですけども、今は一緒に考えているとき

ですので、新法で本当にやってくれればそれでいいわけですが、そこが危ぶまれる恐れがあり

ますので、これから秋口にかけてもう一度やっていくということになると思います。富士川町

もその動きを見守りながら、しっかり対応していきたいなと思っております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 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、ここで暫時休憩します。 
 再開時刻は午後１時とします。 

休憩 午前１１時４５分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午後 １時００分 
〇議長（芦澤益彦君） 

 休憩を解いて、再開します。 
 なお、教育委員長は所用のため午後の会議を欠席するとの届け出がありました。 
 続いて、一般質問を行います。 
 続いて通告５番、１０番、神田智君の一般質問を行います。 
 １０番、神田智君。 

〇１０番議員（神田智君） 
 それでは通告に従いまして、３点ほど一般質問をいたします。 
 まず最初でございますけども、人事評価制度についてでございます。 
 人事評価制度の導入は、住民が主役であるという意識の下に住民目線で質の高いサービスに

心掛け、常に改善・改革に取り組み、効率的に職務を遂行する職員であることを目指しており、

従来の年功序列型から能力、実績への移行をしようとする制度だと考えられます。 
 そこで、次の項目について伺います。 
 合併３年目を迎え、本年度の人事評価制度の現状について伺うということで、特に２年間は

試行的人事評価ということがございますけども、いよいよ３年目を迎えましてその制度の現状

について伺いたいと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 総務課長、志村廣文君。 
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〇総務課長（志村廣文君） 
 神田議員さんの質問にお答えいたします。 
 人事評価制度は旧増穂町の内容を引き継ぎ、平成２２年度と平成２３年度に試行をしてま

いったところであります。現在、実施している内容は目標に対する達成度を評価する業績評価

と目標を達成するためのプロセスを評価する能力・態度評価の２種類を行っております。 
 今年度は６月までに課長が課の重点目標を設定し、それに対し職員がみずから職務の年度目

標を設定します。その後、課長ヒアリングを行い、さらに総務課長による全課長のヒアリング

を実施いたします。 
 来年２月には目標達成度合いや達成に向けたプロセスを課長が一次評価し、総務課長が二次

評価をして全職員のヒアリングを実施して、総合的に評価した結果を数値化するなど、目標設

定や評価者の評価基準の統一を図り、人事評価の仕組みを確立させ、平成２５年度からの本格

実施に向けて取り組んでまいりたいと考えております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 神田智君。 
〇１０番議員（神田智君） 

 そうしますと２４年度ということで、今年度までは一応、３年間は施行期間ということで

２５年度から本格的にやるということでございますけども、次の２番に移りますけども、今年

度評価して２５年度からの評価ということでございますけども、それを誰でも人から評価され

る。特に上司から評価されるというのは、なかなか嫌なものでございますけども、やはりそれ

を点数制の形で評価するわけでございますけども、その自主的評価、あるいは査定をした場合、

この人事とか管理の面でどういう形で反映させようとしているのか、そこらへんについて聞き

たいと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 総務課長、志村廣文君。 
〇総務課長（志村廣文君） 

 これまで試行段階でありましたので、人事や給与への反映は行っておりませんが、個々の職

員が職務の目標設定を行い、そのプロセスを自己評価し、さらに課長がヒアリングを通して評

価することで職務を通じた指導・育成につながり、能力向上に役立てているものと考えており

ます。人事評価制度の導入後は能力・実績に応じた人事配置の実施、さらに上位の職に昇任さ

せる際の判断材料とすることや昇給・昇格および勤勉手当へ反映させるなど、人事・管理面で

の活用をしてまいりたいと考えております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 神田智君。 
〇１０番議員（神田智君） 

 そうしますとさっき言ったように、一応、各課は課長が評価して、そのあとは総務課長が総

合的に判断して最終的に町長が判断するわけですけども、その場合、この職員は例えば昇給は、

２カ月の場合は０．２カットするとか、あるいは人事の異動をした場合にあなたは駄目ですと

か、そういうことが実際に行うかどうか、そこらへんについて聞きたいです。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 総務課長、志村廣文君。 
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〇総務課長（志村廣文君） 
 人事評価をしますので、そういうことを導入していきたいと考えております。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 神田智君。 

〇１０番議員（神田智君） 
 それでは３番に移りたいと思いますけども、評価の低い職員に対してどのような解決策を指

導し、行動力・実践力をどのような方法で身につけさせようとしているのかということでござ

いますけども、ちょうど例えば１００人いた場合に全員が１００点ということはあり得ないの

で、やはりそれを段階的に分けていくと、パーセントもいろいろもありますけども、例えば

１０％、１０人の評価が低いという場合、その職員が当然さっき言ったような昇給とか、そう

いう人事の評価になるんだけども、公務員の場合、辞めさせるわけにはいきませんので、それ

らの人たちをどういう形で、行動力・実践力を付けようとしているのか。これは２５年度から

実施するということですので、そこらへんについてちょっと聞きたいと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 総務課長、志村廣文君。 
〇総務課長（志村廣文君） 

 職員の評価は、目標に対してやるべきことをやっているのかどうか、目標を達成するために

知識や技術を身につける努力をしているかどうかなど、各課長が職務を通じて普段、指導をし

ているところであります。 
 人事評価では総合評価の良し悪しではなく、目標達成のプロセスを捉えて、なぜうまくいっ

たのか、あるいはなぜうまくいかなかったのかの理由や原因を明確にした上で、日ごろのコミュ

ニケーションを大切にしながら、役場全体で人を育てる環境や風土づくりに取り組んでいきた

いと考えております。 
 今後も日々の業務を通じて職員を指導・育成して、行動力や実践力など能力向上につなげて

いきたいと考えておりますので、評価の中で低い職員でありましても全体で育てていくという

雰囲気の中でコミュニケーションをとりながら、一人ひとりの能力の向上を図っていきたいと

いうふうに考えております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 神田智君。 
〇１０番議員（神田智君） 

 それでは、次に４番目に移りたいと思います。 
 これは４月の予測でございますけども、職員１７８名が対象と考えられますが、臨時・嘱託

職員、これは１１８名とありますけども、これは４月１日ということでございますので、現在

１１３名ということでございますけども、普通、町民から見た場合、この人が役場の正職員、

この人が臨時職員というのはちょっと分からないわけで、同じ制服を着ていれば全員が役場職

員、いわゆる職員と見ますので、その臨時職員とかそういう人たちに対しては、どういう形で

の教育指導、あるいは臨時職員としての教育をしていこうとするのかを伺いたいと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 総務課長、志村廣文君。 
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〇総務課長（志村廣文君） 
 臨時職員とあと嘱託職員がおりますけども、この職員につきましては採用の段階において給

与や雇用期間などの勤務条件を付して、各業務の補助的な職務や専門的な職務を中心に配置し

ているところであります。 
 人事評価は職員の任用・給与など人事管理への反映を目的としており、臨時職員や嘱託職員

に対しては、評価の結果を反映できる職務形態となっておりませんので評価をしておりません。

このようなことから、臨時職員や嘱託職員は目標設定やそのプロセスを評価することではなく、

各課長が職務を通じて協調性や堅実性、勤務態度や能力などを雇用期間における適性を見極め

て評価をするというような形をとっております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 神田智君。 

〇１０番議員（神田智君） 
 職員ということでございますので、非常に住民との接点でございますので、こういう形、人

事評価制度、これは非常にいい制度だと思いますので、有効に活用して２５年度から評価とい

うことでございますので、お願いしたいと思います。 
 次に２番に移ります。 
 これは太陽光発電ということでございますけども、今年、原発がすべて止まったということ

で、非常に家庭や企業に対しての節電ということが叫ばれているわけでございますけども、本

年度はちょうどこの４月ぐらいに小中学校のエアコンが設置されるという話、１億１，５００万

円かけて、これは２３年度予算ということでございますけども、それらの電気の大切さ、ある

いは生徒からみても発電というような面から考えまして、例えば増穂小中学校、増穂小学校、

１カ所でもいいですけども、そういうような太陽光発電でその生徒の教育とかそういうものを

考えた形の中で、太陽光発電システムを検討する考えがあるかどうか、そこらへんについて伺

いたいと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 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、神田議員さんのご質問にお答えさせていただきます。 
 太陽光発電につきましてはすでに調査・設計を実施しておりますので、来年度以降、計画的

に設置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（芦澤益彦君） 
 神田智君。 

〇１０番議員（神田智君） 
 計画的に設置する、来年度以降ということでございますけども、例えばこの増穂小学校へこ

のへんの規模を設置する、あるいは中学校とか鰍沢小中学校にはこういう形でという、そうい

う計画性があるということですか。なんか具体的にもしあれば。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 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） 
 昨年度設置方法、それから設置場所、設計金額、概算等を調査しておりますので、それに従

いまして大きい学校等を含めて順次設置をしていきたいと考えております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 神田智君。 
〇１０番議員（神田智君） 

 そうすると２５年度か２６年度ぐらいから、それとも計画的というんだから不明ということ

ですか。それともここらへんからやるとか、ここらへんをちょっと教えてください。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 教育総務課長、川手貞良君。 
〇教育総務課長（川手貞良君） 

 来年度以降ということで、２５年度から順次、設置をしていきたいと考えております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 太陽光発電、小中学校だけでなくて公共施設も付けられるところは今、調査をしてあります

ので、来年度以降、順次、計画的にというのは小中学校の屋上の漏水防止工事等々もある学校

もありますので、それと一緒にやるか。終わらなければ、太陽光発電を付けてもまた外してや

らなければならないということもありますので、そういうのも含めながらいろんな調査のほう

も含め、順次計画的に付けていくということです。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 神田智君。 
〇１０番議員（神田智君） 

 それでは順次、計画的に設置するということでございましたので、子どもたちの電気の大切

さ、そういうことからもお願いしたいと思いますけども、その２番目におきまして太陽光発電

というのは４千万円、５千万円と非常に金額が高いわけでございますけども、この第一保育所

のピカリコというんですか、これを平成１５年に設置したということでございますけども、補

助金の補助残の一部ということで、町民から出資して設置したというふうな話を聞きましたけ

ども、もし非常に計画的に、金額的にというのであれば、例えば５００万円、６００万円なり

の町民の関心を深める面においても、出資とかそういう方法についての、２５年度以降設置す

るに対してそういう考えがあるかどうか、伺いたいと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 教育総務課長、川手貞良君。 
〇教育総務課長（川手貞良君） 

 今後、太陽光発電の設置を予定しております公共施設につきましては、施設の管理者であり

ます町が設置、管理を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（芦澤益彦君） 
 神田智君。 
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〇１０番議員（神田智君） 
 それではこれから、２５年度から各小中学校、あるいは公共施設に対しての太陽光発電を設

置するということでございますので、またよろしくお願いしたいと思います。 
 それでは次に３番目でございますけども、国民健康保険税の賦課でございますけども、富士

川町国民保険加入者は２，５３０世帯、４，５３７人が加入しており、うち６１歳以上は２，

１４３人、４７％と高齢化が進み、医療費は年々増加し厳しい状況にあると。本年度、保険税

の税率、税額が大幅に改正され加入者への負担が増加しております。 
 そこで次の項目について伺うということでございますけども、当然、賦課につきましては医

療分、支援金分、介護分とも所得割、資産割、均等割、平等割ということで４方式ということ

でございますけども、この資産割の賦課につきましては、いろいろ課題が多いわけでございま

すけども、例えば農家の場合ですと高齢化が進み遊休農地が多いとか、あるいはアパートの場

合には収入があった場合、それに対して所得割が課税されるので二重課税とか、あるいは法人

所有の土地とか、あるいは町外に資産を持っている場合には固定資産税がかからないというよ

うな、あるいは共有の場合には非常に持ち分が難しいというような、非常に課題が多いわけで

ございますけども、当然、資産割を減らせばほかの所得割なり、あるいは均等平等割が増える

わけでございますけども、二重課税というものもありますし、また町村によってはその資産割

を廃止しているところもあるということでございますけども、やはり保険料を確実に確保して、

滞納者をこれ以上増やさない方式というのはどういう方式がいいか、ふさわしいかということ

でございますけども、そこらへんについての考え方を伺いたいと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町民生活課長、依田正一君。 
〇町民生活課長（依田正一君） 

 では、神田議員さんのご質問にお答えします。 
 国民健康保険税に係る資産割課税につきましては、国民健康保険会計の運営に必要な経費の

みに充てている目的で賦課しております。それから一方、固定資産税につきましては町の行政

サービス全般に必要な経費に充てる目的で賦課しておりますので、目的が異なることから二重

課税には当たらないと考えております。 
 こうしたことから、国民健康保険税には３つの課税方式があります。所得割、資産割、均等

割、平等割の合算額による４方式課税のほか所得割、均等割、平等割の合算額による３方式課

税、そして所得割と均等割の合算額によります２方式課税があり、どの方式を選択するかにつ

きましては、市町村の実情に応じ条例で定めることになっております。 
 県内の状況を見ますと甲府、甲斐、南アルプス、都留の４市が３方式課税を行っており、残

りの２３市町村は、すべて４方式課税となっております。本町においては４方式課税の中の資

産割については、所得の有無に関係なく賦課されることから所得のない方には負担が大きいこ

と。また、資産を町外に保有している場合は、課税対象とならないことへの不公平があるといっ

た声から現在、町の国民健康保険運営協議会の中で３方式課税を検討していただいております。 
 いずれの方式をとりましても滞納者は出てくると思いますが、今後も滞納者対策につきまし

ては、事情があって滞納されている世帯には分割納付や、その世帯に合った納付方法を話し合

いながら、納める努力と積極的な相談をお願いしていきたいと思います。 
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〇議長（芦澤益彦君） 
 神田智君。 

〇１０番議員（神田智君） 
 その審議会で検討するということでございますけども、やはり一度になかなか改革するとい

うのは難しいわけでございまして、例えば資産割がこれでいうと２９．５％で、２４年度でご

ざいますけども、これを２０にして、あるいはちょっと均等割をいじるとか、あるいは平等割

を上げるとか、いろんな方法があろうかと思いますけども、ぜひそういうような形の中で、あ

るいは介護分、支援金分については非常にパーセントが少ないということでございます。そち

らの分を廃止するとかいろんな形があろうと思いますけども、そういうような検討というのは

これからの課題だと思いますけども、そこらへんについてお伺いいたします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町民生活課長、依田正一君。 
〇町民生活課長（依田正一君） 

 先ほども方式は３方式になるとお答えしましたように所得割、均等割、資産割・・・４方式

では所得割、資産割、均等割、平等割ということになりますけども、これが３方式になります

と所得割とそれから均等割、平等割ということで、資産割の部分が所得割の部分に加わるとい

うようなことで、所得割のほうが例えば５０％、それから均等割が３５％、平等割が１５％と

いうふうな方向づけも考えられます。いろいろ考え方はあるんですけども、今後も国保の運営

協議会の皆さまとまた協議をしながら、このへんも考えていきたいと思っております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 神田智君。 
〇１０番議員（神田智君） 

 それでは質問を終わりますけども、できるだけ滞納者を増やさない方法ということで、いろ

んな方法があろうかと思いますけども、できるだけ滞納者を増やさない方法で検討をよろしく

お願いいたします。 
 以上で質問を終わります。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 以上で通告５番、１０番、神田智君の一般質問を終わります。 
 続いて通告６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） 
 私は２つの問題について、質問したいと思います。 
 まずは地域医療の確保についてですが、この前に３人の方が同じような質問をされておりま

して、町長も同じような答弁を何度も繰り返されているということで、できるだけ端折ってい

きたいと思いますが、３人の方々が質問された答弁をお聞きしながら私が感じたところを質問

させていただきます。通告に沿っていきたいと思います。 
 前文は省きまして、まず１番として地域医療確保のために町は今後の道筋をどのように付け

ていくのかと。先日の町民への説明会では、県の動向や地域医療機能推進機構の再確認などを

していくというお話でしたし、先ほど来、何度も町長はそのことをおっしゃっております。そ

れはあらゆる可能性を探っていく中で同時に例えば県の今、部会が始まっていますけども、そ
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れと同時にやっていかなければ意味がないんだということをおっしゃっていたんですけども、

その動きについて、もう始まっているのかどうか。例えば国なんかでは、いろいろ水面下の動

きもあるかと思いますけども、そういうことも含めて今、進行形なのか。それともこれからな

のか、そのへんのところをお聞かせください。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 永井議員の、地域医療確保に向けての動きについてのご質問にお答えいたします。 
 この地域医療確保をするには先ほど来お答えしましたように今、県が主導で地域医療再生計

画の見直しをやっております。その修正計画の中でしっかり鰍沢病院の位置づけ、あるいは富

士川町の役割、こんなふうなことが出てくると思いますので、それを注視していくということ

と、併せてＲＦＯが一部改正をされました地域医療機能推進機構、ここについても今度、推進

機構の傘下のもとで鰍沢病院がどういう扱いになっていくのか、これを確認していかなければ

ならないということでありますが、これにつきましてはもう国会議員、あるいは県を通じて厚

生労働省の日程をとるとか、そういう動きはもうすでに始めているところであります。 
 ほかのものについては、県が主体的に検討を進めていくということでありますが、富士川町

がどういう関与をしていけばいいなのかというところは、見極めていかなければならないと思

いますので、今後も１回で終わるとは限りませんけども、もうそういう動きは水面下ではして

いるということをご理解いただければと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 ＲＦＯから推進機構に変わって、それが尾身理事長に代わったということは厚生労働省の方

針が今までは整備する、売却専門というんですか、理事長から病院出身の理事長に代わったと

いうことで管理運営の方向に変わったと。一部、自民党のほうから売却という一言を入れてほ

しいということがあったということで、それが入ったというふうには聞いていますけれども、

私が考えるにはよい方向に変わってきたと判断できないかと思いますけども、町長いかがで

しょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 新しい理事長さんが就任をされまして、非常に難しい取り扱いをしていかなければならない

と思いますけども、やはり大家は厚生労働省であります。法律も出ております。そういう中で

新理事長さんが就任をしたということでありますが、理事長さん一人の考えで物事ができるわ

けではなくて、やはり大家の意向とか法律でどう書いてあるとかということをやっぱりしっか

りしていかなければいけないんではないかなと思っています。本当に新しい理事長さんが悲観

的な考え方ばかりではなくて、午前中の議員さんの考えもそういう考えがありましたが、私も

ぜひそう持ちたいと思います。 
 ただ私はこの町を預かっている以上は、最悪のことを考えながらやっていかなければ、いつ

もニコニコのほうばかりとはいかないと思いますので、最悪のことも考えながら、ですからこ
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れからいろんな検討がされてきますので、どう転んでいくか、まだ私自身も分かりませんが、

できれば今までどおり町が関与することなく、病院経営者がしっかりと病院運営をしていただ

ければ、それにこしたことはないと思っていますが、今の状態に陥ったのも今の経営者であり

ますし、今の設置者であります。今後もなぜ２５億円をこの地域へくれているのかなというこ

とを考えますと、最悪のことも考えながら物事を進めていかなければならないのかなと、こん

なふうに思っております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 １つの町の町長として最悪の事態を想定して、腹をくくっていくということは必要なことだ

と思います。ただ、これは最悪の想定ですから私は今ここで４人の議員が町長の施政に対して

質問をしていると。その中にはやっぱりこれは最悪の事態の買い取りというところに、町長は

そういうことを言ったことは一度もないと。正式にはそういうおっしゃり方は一度もしていな

いと思いますけども、もしかしたならば、言葉の端々にこれまで何度もそのような誤解を生む

ような言い方をされてきたことがあるんではないかというふうに思いますけども、町長ご自身

いかがでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 買い取りということを言ったことはないと思います。買い取りに向けて検討をするというこ

とはあると思います。ただ午前中もお答えをさせていただきましたけども、今の状態のままで

買うつもりは毛頭ありません。そこで３条件を最低でもクリアしていただければ、最悪のこと

を考えれば検討はせざるを得ないではないかと。今でもこのつもりでおります。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 町長の言葉というのは非常に重いし、影響力があると思います。そこで最悪の事態を想定し

て物事を進めていく上で、条件を付けるというのは私は早まっているんではないかと思うんで

す。この３つの条件を付けたということが、３つの条件がそろえば買い取りなんだなと。町長

の意思はそこにあるなというふうな誤解を生むような気がしますけれども、その町長の一言一

言にまわりの人たちは、しっかり耳を立てて聞いているわけですから、最悪の事態は最悪なん

ですね。最後なんですね。今ここで条件を出すというのは、私は早まっているのかなというふ

うに思いますけども、町長はいかがですか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 午前中も言わせていただきました。病院が傾いてから、あるいは閉鎖されてからこれを考え

てももう立て直しは、うちの町の力では無理です。ですから健全なうちといいますか、今のう

ちから最悪のことを考えながら、あらゆる手段を打っていきたい。 
 今回も北部医療連携部会の中で、累計のシミュレーションが出されました。今のところ議論
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はしておりませんけども、どの案を見ても鰍沢病院を取得という案が出ています。それは最後

のほうも取得というあれがありますけども、業務譲渡、これが取得しなくても今の鰍沢病院で

十分できることではないかなと。ただ、医療連携とか一部事務組合へ出すとか、例えば午前中

も話が出ましたが、市川町立病院が病院を立て直すんなら富士川町も関与すればいいではない

かと。ただ、今、行政が違う中で市川三郷町の事業にうちが出資をしてやるわけにはいかない。

その場合には、今の鰍沢病院と市川町立病院が本当に一緒に共同経営ができるか。それも無理

だと思うんですね。ですから、これまでも富士川町が関与する共同経営化ということで進んで

きました。ただ、それは白紙になりましたけども、今後もまだ今回の提出された案の中では共

同経営化が１つ残っています。そしてまた、それと同じ共同経営化の中にもう１つ、事後統合

というのも残っています。そういった、どれにどういうふうにこれからなってくるか、私自身

も分かりませんけども、これはこれから北部地域の医療連携部会の中で議論が深まってくる。

それには当然、行政もありますけども、実際に病院を運営されている３病院の皆さん、そして

これから医師を派遣していく医大の先生が入ってきます。県主導でやっていくということであ

りますから、今しばらくそちらを注視していきたいと思っています。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 先ほど閉鎖されてからでは間に合わないと、たしかにそうですけども、ちょっとそれはまた

のちほど質問の中で考えていきたいと思います。 
 ２番にいきます。 
 県で協議会の部会が始まったわけで、改めて県のほうから案が５つ出されてきたわけですけ

れど、今、町長が統合ということはおっしゃらないで共同管理とか、あるいは事後統合という

ようなおっしゃり方をしているわけですけども、現時点で市川三郷町立病院との統合というの

は町の選択肢にあるのかどうか、伺います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 医療交付金の年限が２５年末まででありますので、これまでもそこを視野に共同経営化、一

緒にしていくんであれば、この３月が最終、タイムリミットだということでやってきました。

そこで新病院設置協議会が白紙になりましたので、今後あと残されているのは１年９カ月余で

ありますので、この中に新たな行政組織をまたつくって、そこが市川三郷町立病院、鰍沢病院

を買い取って新しい病院を運営していくと、ちょっと時間的に無理なのではないかなと。です

から、その最終、タイムリミットはこの年度末としてきたわけですが、それが白紙になりまし

たので、今後はそういうのも今、県が示されている４つの類型の中にはありますけども、この

医療交付金を使っての統合というのは、私自身は時間的余裕がないと考えております。 
 ただ、こういった過疎化の進む峡南地域、今みたいな３つの病院が本当に必要なのかという

ことも含めますと、これからは病院統合ということは、あるいは経営統合ということは当然、

考えていかなければならないものと思っています。県の中でもそれが事後統合ということで表

示されているものと理解しています。 
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〇議長（芦澤益彦君） 
 永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 事後統合というのは、町が取得したあと統合していくということで、新たなこれは選択肢か

なというふうに思うわけですけども、リスクを犯して買ったあと統合が果たしてできるのかど

うかという、そのへんの不安も非常に町民の中には強くあると思うんですけれども、そういう

不透明な中で４つの選択肢の中で、町長としては現実的にどの部分がこの町には受け入れられ

るものなのかどうか、そのへんいかがでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 経営統合というのは、今すぐの統合と事後統合があると思います。そしたまた業務委託とい

う部分もあると思いますけども、その３つぐらいかなとは思っております。ただ時間的な関係

もありますから、先ほどから言っているように今すぐの統合はちょっと大変なのかなと。いず

れの場合も富士川町が取得をしてという形になってくると思います。そういう中で今回、懇談

会の中でもまず県の動向を見ること。医療機能推進機構の考え方を確認すること。そういう中

で最悪、仮に富士川町が単独で病院を、これは一時的であれ、将来的であれ取得する場合には

３つの条件がクリアできなければ、一時的にも将来的にも取得を検討するに値しないというこ

とで説明してきましたが、仮に中核病院になって先生が潤沢に配置されれば統合がなくても、

これは地域の医療を守ってくれると思いますので、それは富士川町が設置者であり、やってい

かなければならないことだと思っています。それはそうは言いましても、現状、富士川町は病

院を持っていませんし、今、病院を経営している形態も３つありますから、そういう人たちが

しっかり私どもがやりますよということであれば、富士川町はなんら関与することもなく、あ

とは支援をしていけばなんとかできるんではないかなと思っております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 ３番に移ります。先日の地区懇談会では、３つの条件が整えば病院を町単独で買い取ること

も検討していくということが示されまして、町民の中には町民がリスクを背負うことになると

いうことに対して、不安を抱いている方が多いのではないかと思っています。今後の社会情勢

を考えたときに、ここで町が取得をしていくということを町民に理解してもらうには、かなり

私は無理があるかなというふうに思いますけども、町長いかがでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 町民の皆さんの中には、町が病院を所有することに不安を抱いている方がいることも理解し

ております。先ほど来言っているように、むしろ旗という声も聞きました。しかし町が、そし

てまた県も、地域もあらゆる手段を尽くす中で地域医療を確保するために、本町が鰍沢病院を

取得せざるを得なくなった場合には、３つの条件がつけば、見通しがつけば、鰍沢病院を取得

することも検討してまいりたいと考えております。またこの条件をクリアすることによって、
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健全な病院経営に近づけることにもなると考えております。 
 今後も医療連携部会の状況に応じてやっていくわけでありますけども、町がリスクを負うと

いう言葉もあります。町は民間企業がやっていけない部分は、どうしても住民から要望がある

部分はやっていかなければならない部分もあると思います。地区説明会でも若干言わせていた

だきましたが、ソフトボール場にしても、テニスコートにしてもすべてリスクを負っておりま

す。そして保育所も３億円以上の経費も出しています。小中学校も５、６億円は出していると

思います。町がする事業の中で儲かる部分もあるかもしれませんけども、リスクを伴う部分は

多いわけであります。そういった意味で町民の命を守るところにお金を使うんであれば、これ

は決して無駄づかいではないんではないかなと私は考えておりますので、医療を守っていきた

いという表明をさせていただいているところであります。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 最悪の事態を避けるために、あらゆる方法を尽くすということで私は、だから最悪この３条

件がそろえばというのを前面に出すということは、もちろん町長はその覚悟をしていかなけれ

ば、腹をくくるということはあると思いますけれども、町民に対して、そこの部分を私はどう

しても今まで、さっき誤解される言い方と、失礼な言い方をしましたけれども、それがどうし

てもあるような気がするんですね。ですからもっともっと町民が、最後に質問しますけども、

自分たちも一緒に頑張ろうという、そういう気運を起こさせるような、ぜひ町長の言い方をい

ただきたいなと思うんですけれども、先ほど町長は信じられるものは何もない。本当にそう思

います。先日、県の医務課の課長さん方にお話を伺ったときも、私が感じたのはもう八方塞が

りだと。全部難しい難しい、あれも難しいこれも難しい、最終的にこの３条件、買い取るため

の３条件はどうですかといったら非常に厳しいですと言われた。実現の可能性はといったら非

常に厳しいですと。こうなったら八方塞がりしかないではないですか。そうではなくて、どこ

か突破口を開けるような、そんな道筋を町としてはぜひやっていただきたいなと。町民が自分

たちも一緒に頑張ろうという気持ちになるようなものをほしいと思っておりますけども。今の

質問なんですけども。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 本来であれば、町ももうちょっとぼやかした表現で住民説明会をすればよかったかなという

ところもありますが、町の皆さんも最終的にはどういうふうになるのかなという心配が非常に

大きいと。それと同時に鰍沢病院もこの３条件は言ってあります。今のままの鰍沢病院をただ

町が持つということは住民の理解が得られない。特に議会のほうも得られないだろうと。最低

限、ハードルが高いと思います。県も大変なことだと思います。医大も大変なことだと思いま

すが、このくらいの条件をのめなければ、うちで検討する素材がないということでやっており

ます。鰍沢病院にそれをまず言ったのは、これは県と医大が首を縦に振ればいいわけですけど

も、鰍沢病院の院長さん、事務長さんにこれをまず言ったのは鰍沢病院の医療スタッフが、こ

のあと不安で困るから、どうなるんですかという問い合わせが経営者にあるのと、ぼろぼろ、

もう抜けていっていると。先ほど新たな診療科目がくれば２０、３０人、看護師を募集しなけ
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ればならないという話もしましたけども、そんな状態なんです。ですから、これは病院スタッ

フにもこの条件さえ整えば町が関与してくれるんだなという期待感も含めて、今これ以上、本

当に医療スタッフが抜けられたら、病床利用率だって２０％を切るかもしれません。今、４０％

をもう切っていますので、そういった意味も含めて町が最後の最後には、こういうことを考え

るんだよという意味も含めて、これは中部の五開のときにそんな話もさせていただきましたが、

そういった意味で今回、町の地域医療確保のための考え方ということで説明をし、皆さんの意

見を聞いてきたところです。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 町民に理解していただくのは非常に大変だということで、買い取りのリスクもありますし、

買い取ればそれでおしまいではなくて、そのあとのまた不安というものがずっと続いていくわ

けですね。そのときの３条件が一体いつまで保障されるのかということも分からないし、町民

にとってはやっぱりリスクがずっと続くわけですから、もしそういう事態になったら、本当に

町民に町民自身にも覚悟を求めていくような、そういう町の説明が必要だし、町民の同意を得

られなければいけないことだと思っています。そのへんは非常に慎重にやっていかなければい

けないかなというふうに思っております。 
 ４番にいきます。タイムリミットのことですけれども、先ほどもちょっとおっしゃいました

けども、県が１０月ということでタイムリミットとしているようですけども、町長のお考えは

いかがですか。タイムリミット。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 今回の県主導の北部地域医療連携部会の中でのタイムリミットでありますが、県もこれから

５回ほど部会を開きながら秋口までに決めていきたい。秋口には峡南地域医療連携協議会へ報

告をし、県の明年度の当初予算にその予算案の配分を計上していきたいといっております。県

の予算の審議は来年２月議会ということになりますけども、作業に入るのは財政課の査定は

１２月から入りますので、医務課とすれば秋口にはもう原案をつくっていかなければならない

と思いますので、私もこうしたことを考えますと、９月か１０月。１０月ごろがタイムリミッ

トになってくるんではないかなと思っております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 今まで２年間かかってここまできて、これから数カ月で結論が出せるかというのは私は非常

に不安な部分もあるんですけども、来年の予算に反映させるためにはそこまでしなければ間に

合わないという考えは分かりました。分かりましたということは理解しましたというより、町

長もそういう考えであるということは分かりました。 
 次に５番にいきます。交付金の期限のために結論を急ぐと混乱を招くことにつながると思い

ます。町民の声に耳を傾けて慎重に取り組むことが求められていると思いますけれども、今の

タイムリミットのことを考えたときに、町長はそこに結論を持っていくと。再度、確認したい
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と思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 県の主導します北部地域医療連携部会の中で今後決めていくということでありますので、そ

こを注視しながらやっていきたいと思います。 
 それと住民にこれまでは本当、市川三郷町と富士川町だけで考えてきた具体的な案です。県

のほうは当然、２１年１０月に峡南病院、鰍沢病院、市川町立病院の経営統合、あるいは連携

ということは表に出しておりますので、それらについて今まで２町でやってきたんですが、ど

ういう絵語りになっていくのか、どういう病院が新しくつくられていくのか、全然検討も進み

ませんでしたから、住民の皆さんにこういう病院になるんですよ、今度はこういう医療が受け

られるんですよということは言ってこられませんでしたが、今後、北部地域医療連携部会の中

で検討されたものを議会も当然ですけども、住民の皆さんにも場面が展開するごとにあらゆる

機会を通じながらお伝えをし、また住民の皆さんの意見もお聞きをしながら富士川町として、

その部会の中で発言、あるいは要望等々があればやっていきたいなと思っております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 先ほど来、町長は閉院という、閉鎖ですね、という言葉を何回かおっしゃっておりますけど

も、平成２６年４月に推進機構に改組されるということは、ここで突然、閉院ということでは

ないですね。そこを確認します。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 これまでも、ＲＦＯのときにもそうですが、新法が出てからも厚生労働省にも確認に行きま

した。直ちに閉鎖ということはないと思いますと。ただ、お医者が確保できない。経営状態が

悪化する。そういう場合に鰍沢病院がお金を調達するのも、市中銀行から借りていかなければ

ならない。そのときには、しっかりした返済計画がないと貸すところも貸してくれないでしょ

う。そういう状況が続くようであれば、先ほど言った診療の縮小とか最悪は病院の閉鎖という

こともあるかもしれませんねということは聞いておりますので、そこが今後そういった恐れが

あると。そういうものがある以上は、長期にわたって安定した地域医療が守られないというこ

とでありますから、それはうまくない。その場合、そういうことが今後もいろいろな調査をす

る中で想定されるようであれば、３条件を出しながら、町が関与していくことも検討していか

なければならないということです。 
 ですから、今すぐ２６年４月になったから鰍沢病院が閉鎖なんてことは思っていません。し

かしその後が不安定の状況であれば、安心してこの町へ住んでいられる人が少なくなってしま

うんではないかなということは危惧しております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 永井寛子さん。 
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〇８番議員（永井寛子君） 
 思うんですけども、国も県も一銭も出さない。交付金の中ではありますけれども、そして国

も県も一切責任はとらない。それがすべて、この小さな町１つになんか押し付けられているよ

うな気がします。平成２６年４月から新しい機構ができるということで、私はもっととことん

諦めずにしぶとく国や県に交渉をして、そういう手法を使って最終手段はこうですよではなく

て、あくまでもその期限は交付金がたとえ使えなくても、しぶとく諦めずに交渉をしていく。

それがあらゆる手法を使ってのやり方を、今後やっていかなくてはいけないんではないかとい

うことを私は思うわけですけども、７億円出してくれるから買うというのは私は今まで全国で

そういう例を見たことはありません。１０数億円とかそういう金額ではありますけれども、そ

の７億円出すから、では買い取ってその後もやっていきなさいと、継続していきなさいという

例は私はあまり知らないんですけども、あまりにもこの小さな町に対して、いろんな負担を私

は押し付けているんではないかというふうな感覚を持っているんですけども、そのへんはいか

がでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 そのとおりだと思っております。立派な法律をつくりながら国は１円も出さない。そして地

域医療再生交付金をやるから、これでなんとかしろ、これが本当に地域医療を守る国の姿勢か

なと疑問は思っています。ただ、そういう法律が出て、片方で譲渡という条文もつくりながら、

いろいろのところの情報を聞けば、新しいＲＦＯの推進機構の傘下になって、まず推進機構も

独法でやっていますから、不採算部門は切っていくでしょう。そうなれば、鰍沢病院が独自に

採算性を考えなければ、たぶん切られていくでしょう。そういう中での話でありますから、私

もバラ色の法案を見守っていきたいとは思いますけども、その今の、あの法律だけを見ていた

んでは、本当に地域医療は駄目になってくるだろうと思っています。 
 ただ、山梨県も県は三次医療をやるということで、小さな県ですから、そんなにいくつも病

院は持てないと思いますので、中央病院だけは三次医療をしっかり確保しながら、あと地域は

地域でやっていただきたいということで、北杜市も韮崎市も甲府市も笛吹市も山梨市も大月市

も上野原市も吉田も都留もみんな病院を持ってやっています。この峡南地域でも、身延も早川

も病院を独自で持っています。やはり、そこの地域医療は地方自治体が最悪の場合は守ってい

くということだと思います。同じ状況にある早川町も身延町も地域医療のことは国とか県が

しっかりすればいいということで、飯富病院を手放すようなこともないと思います。持ってし

まったから手放すとか手放さないんではなくて、あそこはあそこの地域医療というものがある

と思うんです。特色が。それを守っていくために、厳しい財政状況の中でもなんとかやりくり

をしているということであります。 
 ぜひ町議会のほうも、皆さんの意見が病院に関与するなということであればそれはそれも意

見ですし、私がいくらいろいろ進めてきても、最後にはまた議会にご判断をお願いしていかな

ければならないと思いますので、ただこうやって、もう２年数カ月もやってきた。これからも

先行き不透明なようなことをやるんであれば、それは新しい法律が出ているから、これで大丈

夫だと、手を抜けということであれば、県のほうにもこの医療部会から抜けるというのも１つ

の方策だと思いますが、そんなことも含め、議会の皆さんには最初からこの問題には関わって
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いただいていますので、今後も一緒に検討していただければありがたいなと思っています。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 あまり時間がないのでちょっと急ぎますけれども、今のことですけども、本当にこの小さな

田舎の町をいじめられているなという気がして、ここでなんとか今こそ、町も議会も町民も一

緒になって力を合わせて地元から声を発し、国に働きかけ、国を動かせるような、そんな大き

なエネルギーを出していかなければいけないんではないかなというふうに思っています。 
 ６番が今のところなんですけども、その病院を支える町民の存在が大きいということが、こ

れまでいろんなところで、全国あちらこちらで実証されています。今のお話に通じますけども、

やっぱり町民の意識の醸成には情報共有ということが必要で、これまで町は一度だけです。そ

して議会も一度だけです。町民は途中経過でもいいから教えてほしいというような声も聞いて

いますけども、今後いかがでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 全国の事例を見ますと、病院の経営状況を地域住民に発信しながら病院が必要な機器を買う

ときにも、住民からお金を借りて、そして病院が整備しているところもいくつかあります。そ

ういうところは、病院と本当、地域住民が一体となっていると思います。この富士川町も鰍沢

病院の経営悪化を受けて住民有志が草刈りをやったり、まわりの環境整備をやったり、そうい

うところは出ていますが、まだ医療にまで手を出しているところはありません。そういうとこ

ろは病院と住民、そしてまた病院を抱えている自治体と住民ということはあります。富士川町

は悲しいかな、今、病院がありませんので、そういったところまで鰍沢病院の経営状況をべら

べら言うわけにもいきませんし、峡南の今の医療の実態とか、病院が出した経営状況の中であ

れば言えますけども、今、鰍沢病院が何をほしがっているのか、何にお金をかける予定でいる

のか、そのへんはうちでもまだ分かりませんから、当然、峡南医療連携部会の情報は住民に出

していきます。そしてまた医療の実態についても、住民に理解していただくことは町の責務と

してやっていかなければならないと思いますけども、病院と住民の情報共有ということは鰍沢

病院さんのほうで住民、患者さん等々にもっと何をしてもらいたいのか。もしあればそれは出

していただきたいと思います。町も手を抜くことなく、そういう状況になれば一緒にやってい

きたいと思っております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 時間がないので、次にいきます。 
 これは学校給食、地産地消の可能性についてということで、前回、私、学校給食の放射能汚

染のところで少なくとも産地の明記を公表してほしいということをお願いしましたら、町のほ

うはこれは本当に先進的なことだと思います。数少ない自治体の中で、全部公表してくれてい

ます。インターネットで。私はそれを見て思ったのは、５月１４日から１８日に使用した給食

食材の産地というのを見ましたら、全部で３３の食品というか、野菜と魚と肉を使っているん
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ですけども、３３のうちのたったの３種類ですね。山梨県内は。県産は。富士川町はキノコ類

だけですね。ちょっとこれは寂しいなと思うんですけど、いろいろ規格とか流通とか難しいこ

とがあると思うんですけども、本当に手短に、申し訳ないんですけど。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 途中ですが、残り時間３分です。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 では、ご協力をお願いします。すみません。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 教育総務課長、川手貞良君。 
〇教育総務課長（川手貞良君） 

 それでは、永井議員さんのご質問にお答えさせていただきます。 
 手短にということですので、学校給食の地産地消につきましては、食育や食の安全面で必要

性は認識しております。このため、学校栄養士とＪＡふじかわで食材の調達について話し合い

を行い、地元で栽培された季節の野菜としてジャガイモ、タマネギ、ダイコン、果物でブドウ

などを昨年７月から１２月にかけてＪＡふじかわを通じて購入して、給食に提供いたしており

ます。 
 以上でございます。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 分かりました。ご努力されていることは分かります。さらに推進していただきたいんですけ

ども、穀類は学校給食会のほうからきているものでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 教育総務課長、川手貞良君。 
〇教育総務課長（川手貞良君） 

 お答えさせていただきます。 
 米につきましては、学校給食会で県産米を利用しております。 
 以上でございます。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 これは参議院の予算委員会での報告ですけれども、これは公明党の議員の意見ということで

すけども、学校給食会というのは本当に戦後すぐにできたぐらいのあれで、非常に体質的に古

い体質で、食材調達のあり方をやっぱり考えたほうがいいんではないかということで、学校、

どこですか、これは・・・。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 途中ですが、あと１分です。簡潔にお願いします。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 栃木県では学校給食会を外して地元のものを使ったところ、月に１００円値下げができたそ

うです。ということで、学校給食会オンリーではなくて、違う方法でもっと生徒の側に立った
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取り組みというのを今後はやっぱりしていくべきだと思うし、ぜひ地域で野菜をいっぱい作っ

ている人たちもいますし、今、ＪＡが間に入ってくださっているということで、かなりそこの

部分はスムーズにいくんではないかと思いますけども、ぜひその方向でお願いしたいと思いま

す。急いで申し訳ありませんでした。終わります。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 以上で通告６番、８番、永井寛子さんの一般質問を終わります。 
 続いて通告７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） 
 議長の指名を得て、２つの質問をいたします。 
 まず１．エネルギーの地産地消について。 
 日本の電力は火力発電６０％、原子力発電３０％、残りの１０％が再生可能な水力、太陽光、

バイオマス、風力、地熱などで生産されています。 
 今、逼迫した電力の需要と供給のバランスの現状には厳しいものがあります。電力自由化へ

の制度改正に伴い再生可能なクリーンエネルギーを自前で生産して、自足する活動が全国各地

で起こりつつあります。環境に配慮し、電気を自給自足するクリーンエネルギービジョンにつ

いて、次に考えを問います。 
 （１）７月１日から太陽光発電など、再生可能エネルギーの全量固定価格買い取り制度が実

施されます。余剰電力の売却、自家消費の不足分の買い取りなど町民へのＰＲについて考えを

伺います。お願いします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 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、保坂議員さんのご質問にお答えします。 
 ７月１日から実施される全量固定価格買い取り制、それから現在の余剰電力売却制度も電力

会社の制度でありますので、町としては支援・指導は関与しておりません。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 保坂實君。 

〇１５番議員（保坂實君） 
 さらなる質問をいたします。 
 一般家庭で出力３ないし４キロワットの太陽光発電をするには、設備費が２００万円から

２５０万円必要と言われております。当町内で、これまでに公的補助で１１１件の方が設置し

ており、今年度も１５件の補助枠を設定して太陽光発電の普及を促進していますが、設備総額

に対して補助金額は上限７万円、町民の中には１００万円前後の設置費用であれば、これから

設置したいと考えている町民も多いと考えます。 
 この民意を斟酌して太陽光の町富士川実現のために太陽光発電導入奨励金制度の条例化、あ

るいは先ほど神田議員の質問にもありましたように、ピカリコナンバーワン導入時の一般出資

や補助事業的前例にならい、クリーンエネルギーの地産地消化を普遍的に促進する考えがある

かどうか、お伺いします。 
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〇議長（芦澤益彦君） 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 再生可能な自然エネルギーの導入は、これからの社会を支えていく上では非常に重要なもの

だと思っております。そういう中で富士川町としても、前から太陽光発電の設置費補助金とい

うことで支援をしてきました。ただ、この７月１日から政府と電力会社によります全量買い取

り制度というのがあります。発電をすればすべて売電をして、そして今度、買うときには消費

者がその部分の一部を負担するという制度であります。 
 本来でいけば、町の補助金制度もここで打ち切ってもいいではないかと。まさに片方で電気

量で取られ、そして税金の中からまた設置する人に補助がいくという制度になってきますので、

本来であれば、この７月に合わせて各市町村が行っております太陽光発電等の設置費補助金と

いうのは廃止してもいいんではないかなとは思っておりますが、まだまだこういった自然エネ

ルギーへの普及がほど遠い現状においては、今しばらくの間、そういった全量買い取り制度と

合わせて各自治体もそういった設置者に助成金を出していきたいと、こんなふうに考えており

ますが、またこれからのたぶん電力についてはいろんな面でまた検討がされたり、進んでくる

と思います。今、こういった多額の経費のかかるものには県も助成制度といいますか、金利に

対する利子補給制度もつくってあります。本来であれば国のほうのＮＥＤＯというところがた

くさんの経費を支援していたわけですが、事業仕分けの中でそういうものもすべてなくなって

しまいましたので、普及するのが今、非常に大変な時期だと思います。山梨県も太陽光の町山

梨を知事さんが言っておりますので、富士川町としても当然、公共施設、先ほど神田議員から

話がありましたように、順次計画的に位置づけていく。合わせて適地があれば、大きな太陽光

発電も考えていければと思っております。条例をつくる気持ちは今のところありません。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 保坂實君。 
〇１５番議員（保坂實君） 

 重ねて質問と意見を申し上げます。大変、ありがとうございました。 
 町内ですでに稼働している太陽光発電１１１件を１件３キロワットとみなして、公的排出係

数０．３８４で換算しますと、町の中で森林３６ヘクタールを作り出し、１００名分のＣＯ２排

出量１２０トンをプラスマイナスしたことになります。さらなる再生可能な新エネルギーの地

産地消と環境に配慮した一向二面の効果を期待し、次の質問に移ります。 
 （２）戸川、大柳川などの自然流水や農業用水路を利活用しての公設、あるいは企業や市民

団体と連携しての小規模水力発電で地域経済活性への考えがあるかどうか、お伺いします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町民生活課長、依田正一君。 
〇町民生活課長（依田正一君） 

 保坂議員の質問にお答えします。 
 本町における河川は急峻であり、年間の水量の変化が大変激しい河川であることから小規模

発電設置には向いていないと思います。また、この河川で安定した水量を供給するには導水路、

調整水量池等を設置することになり、これを実施するための水利権の取得や発電施設の工事等

の費用対効果を考慮しなければなりません。 
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 なお、大柳川から取水している箱原地区の用水路では、小規模水力発電が可能ではないかと

思われますが、この地域は地滑り等による崩落地帯であることを考えますと、適地かどうか難

しいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 保坂實君。 

〇１５番議員（保坂實君） 
 さらなる質問をいたします。河川や農業用水を利用して小規模発電をする場合、１キロワッ

ト当たり約１００万円の事業費が必要といわれています。東電や軽金、県の発電所のようなイ

メージでなく、あくまでも小規模発電です。参考までにすでに実施している都留市の例では、

平成１５年に地域新エネルギービジョンを策定して、太陽光発電や小水力発電の導入に努め、

平成１８年４月にマイクロ水力市民発電、元気君１号を設置して今、稼働しています。 
 ちなみに必要とする水量は毎秒２トン、有効落差は２メートル、羽根が３６枚の水車方式で

最大出力は２０キロワット、運転開始から４年間で２１万４，８１８キロワットを発電し、市

役所の年間所要電力の１２．６％を賄い、地産地消していると聞いております。 
 当町にもただいま課長のお話があったように、自然の立地条件が存在します。その気さえあ

れば容易に参入可能と考えますが、これを他山の石として今後を見据えたクリーンエネルギー、

地産地消の考えをお伺いします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町民生活課長、依田正一君。 
〇町民生活課長（依田正一君） 

 保坂議員さんの質問にお答えします。 
 先ほどクリーンエネルギー、太陽光、それから小水力、あとバイオマスの利用等が考えられ

ると思います。小水力につきましては先ほど答弁いたしましたように、河川や農業用水路は本

町の地域に適地がないというふうにお答えをしたところであります。また、クリーンエネルギー

の導入につきましては自然の立地条件やまた、これは地域の特性など、あとはコスト面等も課

題でありますので、今後、検討して考えていきたいというふうに思っております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 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。２．健全な森林造成について。 
 県は健全な森林造成のため、森林環境税を導入しました。山林、森林は木材生産、治山治水、

景観環境面で大きな役目を果たしています。当町１１２平方キロメートル弱の面積の８１％は

森林といわれております。健全な森林造成について、以下考えをお伺いします。 
 （１）当町の里山、奥山の森林面積は約９千町歩ですが、働き手の高齢化と人手不足で荒廃

の一途を辿っています。ご承知のように森林の自然環境に果たす役目は大きく、自然界で炭素

を酸素に変える機能は森林樹木だけの特技で、太陽光と水との光合成で成木１本は年間１４キ

ログラムの酸素を供給しています。 
 ちなみに、地球上で排出されるＣＯ２は年間３３０億トン。森林樹木のこの働きがなければ
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今の地球は４億年前の地球に逆戻りすることになりますので、樹木のありがたみが分かります。

地球の大気はご承知のように酸素が２１％で３３０億トンも毎年排出されていますがＣＯ２は

空気の中で０．４％なんですね。この絶妙なバランスのキーマンが森林樹木です。 
 ところで、町の地球温暖化対策実行計画白書によると当町内で排出する年間のＣＯ２量は

１万６，４８０名の生活排出と車や産業排出分など合計で９万トン前後と推計されています。

約９千ヘクタールの森林で、この９万トンのＣＯ２排出量を吸収するには１町歩７１５本、合

計６４３万５千本の成木が必要になります。 
 自分の町で排出したＣＯ２は自分の町で吸収する。これも地産地消なんです。造林、植栽、

適切な間伐の実施で荒廃林化にストップをかけ、健全な自然環境を維持するための考えをお伺

いします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 農林振興課長、堀口進君。 
〇農林振興課長（堀口進君） 

 保坂議員の、ただいまのご質問にお答えします。 
 本県の森林は国有林は国、県有林は県、町有林は町がそれぞれ適正な管理を行っております

が、民有林については管理する担い手不足や手入れをしても採算がとれないことなどから、荒

廃が進んでいる状況であります。こうしたことから山梨県では森林環境税を導入し、健全な森

づくりを進めるために民有林を対象として、森林環境保全推進事業を進めていくこととしまし

た。森林環境保全推進事業の中に荒廃森林の再生、里山林の再生などがありますので、今後、

町としても、民有林所有者にこの事業を取り入れた森林整備の働きかけを行っていきたいと考

えております。 
 以上でございます。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 保坂實君。 

〇１５番議員（保坂實君） 
 次に移ります。 
 （２）自然災害に強く、安全で安心できる水源の涵養など多目的機能を高め、森羅万象が共

生可能な森林造成には、針葉樹と広葉樹の混交造林が必要不可欠であると言われています。 
 生物多様性に配慮した森林造成への考えをお伺いします。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 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。 
 森林には治山治水、水源涵養など多様な公益的機能があります。こうした森林を守るために

は針葉樹と広葉樹がバランスよくとれた森づくりが大切であり、森林環境税を活用した森林環

境保全推進事業の中には、広葉樹の森づくり推進事業もあります。この事業は水源涵養や生物

多様性、自然災害に強い森をつくることを目的とした事業でありますので、今後、森林を整備

する際にはできる限り広葉樹の森づくりを推進するよう、働きかけてまいりたいと考えており

ます。 
 以上です。 
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〇議長（芦澤益彦君） 
 保坂實君。 

〇１５番議員（保坂實君） 
 大変ありがとうございました。これをもちまして、質問を終わります。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 以上で通告７番、１５番、保坂實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 ２時２４分 
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開会 午前１０時００分 
〇議長（芦澤益彦君） 

 平成２４年第２回富士川町議会定例会第３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２回富士川町定例会第３日の会議を開きます。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   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、配布した一覧

表のとおりです。 
 本日は質疑の日程になっています。 
 質疑の回数は富士川町議会の申し合わせのとおりとしますので、ご協力をお願いします。 
 また、富士川町男女共同参画推進条例の制定についてと富士川町暴力団排除条例の制定につ

いては、お手元に配布しました議案付託表のとおり所管の常任委員会に付託しますので、質疑

は大綱のみに留めてください。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第２ 議案第４３号 富士川町男女共同参画推進条例の制定について 
   日程第３ 議案第４４号 富士川町暴力団排除条例の制定について 

 以上の２議案は条例制定案でありますので、一括して議題とします。 
 これから、議案第４３号および４４号の質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 ６番、齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 それでは、まず男女共同参画推進条例について伺います。 
 条例の項目等々につきましては若干違和感のある部分もあるんですけど、委員会委託という

ことなので、その部分については委員会にお願いしたいと思います。ここでお尋ねしたいのは

説明にもありましたけども、国では平成１１年に、そして県では平成１４年ということで制定

されました。今、平成２４年なんですね。すでに国・県が制定してから１０年以上という今日、

この条例を今ここで制定しなくてはならない、する必要があるという点について、私としては

少しなぜなんだろうという疑問があります。この制定の趣旨というのは極端に言えば、平たく

言えば女性の社会進出ということをもっと進めていこうということだろうと私は理解していま

す。しかし今、今日、現実的に国際社会では非常にいろんな国で差別ということが、それは性

的差別ということが非常に現実として今も問題になっている。これはよく私も理解しています

けども、この平成２４年の今日、この富士川町において、あえてここで制定する目的、意義を

お願いしたいと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町民生活課長、依田正一君。 
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〇町民生活課長（依田正一君） 
 齊藤議員さんのご質問にお答えします。 
 先ほど平成２４年になぜかということですけども、これは平成２２年３月８日に旧増穂町、

旧鰍沢町が合併いたしました。この際、両町には推進の協議会、準備委員会を立ち上げるとい

うふうなこと、男女参画の条例を検討してきました。平成２２年の４月から新しく富士川町に

なりましたので、富士川町の男女共同参画準備委員会というものを立ち上げまして、新しい富

士川町の男女共同参画という、プランというものを立ち上げました。これにつきましては、平

成２２年から今年に至るまでですけども、準備委員会でいろいろ協議をしてきたりとか、あと

男女の町民アンケートということで出しています。先ほども言いましたように、国それから県

でやってきましたので、富士川町としてもいろいろな部落の慣行、習慣とか男女雇用均等法と

かがございます。ですので富士川町としてもこのプランをつくりまして、新しくその男女共同

参画に参加してもらいまして、今度第１次総合計画の中にもプランが載っておりますので、そ

れと併せまして男女共同参画事業の推進に努めていきたいとは思っております。 
 一応、これで答弁を終わりますけども、よろしくお願いします。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 あまりこのことを言うと一部女性等から非難を受けるかもしれませんけども、先ほど言った

男女雇用機会均等法ですか、最近たしかテレビを見ていたら１９９０年前後だったと思うんで

すね、成立が。９１年とか８９年、どこかそのへんあたりだということで、それ以降、かなり

そういう意味では社会的にも女性の進出も深まり、そしていわゆる各市町村においても男女で

一緒になって、いろんな具体的な計画プランづくりも実施してきたと。うちの議会も女性議員

さんが２人いらっしゃる。この方たちも前々からこの件に関しては非常に関わりを深く持って、

いろんなプランニングしながら町の行政と関わりとつくりながらやってきているということは

承知しているんですけども、ここでいっている男女共同参画条例を制定するということですか

ら、具体的にこういうことをやっていくんだというような、この条例の中には具体的なものは

もちろん入れませんけども、あるんだろうなと。そうでなければ、あえてこれもする必要がな

いんだろうと思うんですけど、その点はどうですか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町民生活課長、依田正一君。 
〇町民生活課長（依田正一君） 

 条例の中には細かい説明等はございますけども、これには男女共同参画の推進、それから基

本事項、あと町、町民、事業者、自治体や教育に携わる者が一体となって、男女共同参画に参

加している。それから町としましては情報の表現の配慮とか、あとは委員会を立ち上げまして、

委員さんの中にも町の中でどのような、いろいろな問題があるということであれば、そこでそ

の意見をもらって、町として考えたり、各事業所、それぞれ町民に知らせたりするというふう

な文言も載っております。高齢化社会に向けて、今度、両親等がおりますので男女が一緒になっ

て介護の支援とか、そういうふうなこともしていかなければならない。あとは子どもにつきま

しては、家族の中でも家庭において会話がない時代ですので、そういうところが中でも教育に

あたって、子どもの中からそういうお話が出ますと家族の中でもお話があって、男女の共同参
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画にもつながっていくというふうなことが謳ってあります。細かくはまた委員会のほうでご説

明をいたしますので、このようなことになってます。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 ありがとうございます。私、正直よくまだイメージがつかめないので、またこれは委員会の

ほうで議論された結果を聞くことにしたいと思います。 
 次に２つ目として暴力団排除条例について、１点だけ、暴力団というのはどこまでどういう

形で言うのか、ちょっと難しい部分があると思うんですけども、現実的には本町でも昨年来、

各種イベントで曖昧な部分があるということで、露天商を実際には排除するという形でのイベ

ント開催をやってきたと。十日市なんかはああいった形で、中止みたいな形になったところな

んですけども、５月２９日の、ちょうど山日新聞にお祭りが非常に寂しくなるということで、

露天商の一律排除をもう少し緩めようではないかというような動きがあるとかの記事が載って

いたんですね。これは山日の社会面なんで。ただ、そこには各地域の対応ということであった

んですけども、その曖昧な部分になるんだろうと思うんですけど、今後この点について町とし

てはどのように考えていくのか。もしお考えが現在あれば、お伺いしたいなと思うんですけど

も。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 総務課長、志村廣文君。 
〇総務課長（志村廣文君） 

 齊藤議員のご質問にお答えしたいと思います。 
 今回、この暴力団の排除条例というものを出させていただきましたのは、この人が暴力団、

この人が暴力団ではないというような方、あんまりよく分からない部分があるんですけど、う

ちとしてはきちっとそういう場合についても、警察と相談をして町の施設を使うというような

ことのときには、人を照会したりしながら排除していきたいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 以上で、私の質問は終わります。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 １４番、小林進君。 

〇１４番議員（小林進君） 
 先ほど齊藤議員のほうから発言がありましたけども、暴力団排除について僕はこれ排除すべ

きだという考えを持っております。しかしながら長い経緯の中で、何をもって暴力団というの

か。ここの定義の中には５年経って、その５年というのは国に私は何年に除籍になりましたと

か、何年におやめになりましたという看板でも付けてくれていれば分かるんですけども、おそ

らくそれもあり得ないと思うし、要は暴力団とは何を指して暴力団というのか、またどの人を

見て暴力団というのか、そのへんの見解がもし分かりましたら総務課長にお願いします。 
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〇議長（芦澤益彦君） 
 総務課長、志村廣文君。 

〇総務課長（志村廣文君） 
 小林議員の質問にお答えします。 
 暴力団の規定というのは、私たちのほうの条例の中の規定としては集団的、または常習的に

暴力的不法行為を行うものを暴力団と言っております。そこの構成員の方のことを暴力団員と

いうふうなことで言っておりますけども、先ほどの齊藤議員の質問ともダブる部分があるんで

すけども、その白黒つけるというのは非常に難しいことであります。まして暴力団をやめてか

ら５年経った、経たない方もその人も暴力団等という、条例の中では暴力団等という説明をし

ていますけども、その等があるのは暴力団をやめてから５年以内の方は暴力団として扱うとい

うふうな条例の根拠になっておりますので、ただこれを見極めるのは非常に難しいので、私た

ちとしては警察との協力、ここをお願いして県との協力をしながらやっていくしかないなとい

うふうに、見て分かる人はあれなんですけども、見て分かっても本当にそうなのかどうかとい

うことを確認するのはやっぱり警察等の協力がなければできませんので、このへんは徹底して

やっていかなければいけないところだなというふうに思っております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 小林進君。 

〇１４番議員（小林進君） 
 この問題は全国的な問題ですけれども、よその県ではまだ出ていないところもあるというこ

とも聞いていますし、たまたま山梨の場合はご案内のとおり内部抗争があったために皆さんに、

地域の方々にご迷惑をかけたんだという僕は認識があって、私自身もその両方の方を知ってい

ますけども、過日も話を伺ったんですが、自分たちのことで世間に迷惑をかけているんだよと。

こういうお話、そのとおりだと。おたくたちが仲良くすることによって、そういう問題も解決

するんではないかと。暴力団は決して僕は奨励しません。しかしそういうこと自体が、自分た

ちのやっていること自体が間違っている。それを排除しなければこういう問題は、締め出しを

くうんですよということを言っています。 
 それから先ほどお祭りの問題が出ましたけど、僕、さくら祭りをずっと関わりを持っていま

すけども、あれは条例の中で露天商は取り扱わない。あくまでも町内在住の人、もしくは無尽

会とか勤務をしている人たちという、そこで申請を出して、出店願いを出していただいて常任

委員会で審査をして可否を決める。今回の暴力団は、私たちは入っている関係もないし、露天

商を入れているつもりもないし、しかし警察署のほうで申込するときには住所、氏名、それか

ら従業員の名前等も添付をして署のほうへ出してもらいたいと。そして署のほうで審査をして、

そして実行委員会を町でするわけにもいきませんから、警察署のほうで、本部のほうで問い合

わせをして、この方は結構ですよということでやる。 
 今後もおそらくそういうことだと思いますけども、ここで僕が一番心配するのは委員会付託

になりますので、委員会の場では発言できませんので、あえて言わせてもらうならば排除する

ことによって、地下にもぐるということが僕は懸念される心配があるわけですけども、そうい

うことのないように、たしかに暴力はいけませんし、私自身もかなり暴力的なことがあります

けども、慎まなければいけない面もありますけども、今後ともこの暴力団の問題はお互いにし
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なければいけませんけれども、排除する排除するといって地下にもぐらせることはあってはな

らないということを申し述べて終わります。ありがとうございました。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 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） 
 男女共同参画推進条例についてですけども、このあと常任委員会に付託ということですから

細かいことはそちらで検討していただけると思いますけど、私は常任委員会に加わっておりま

せんので、ここで根幹的な疑問が出てきているので申し上げたいと思います。 
 条例をつくることそのものは大賛成ですし、この条例に沿ってぜひ実践をしていかなければ

ならないと思っております。ただし、条文の中で日本語が通じないところがある。あるいは読

んでいるだけではさっぱり分からない。あるいは構成そのものがもうややこしくて、どうして

もっとすっきりできないのかとか思う部分がたくさんあります。そこでこれだけのものを出す

にはそれなりにきちんと議論して、内容を精査して出してきていると思いますけども、ここに

至るまでに問題はなかったのかどうか、そこをお聞きします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町民生活課長、依田正一君。 
〇町民生活課長（依田正一君） 

 永井寛子議員さんのご質問にお答えいたします。 
 この条例の策定の案につきましては、これは町の法令審査会等にかけまして、これを今ここ

に条例案を出している次第でございます。１条から２７条まで、委員会を入れまして２７条ま

であるわけですけども、各町のほかの町の条例、それからそういうものを参考にしまして、こ

こにあげたわけです。この中身につきまして、永井議員のほうからややこしいとか、ちょっと

分かりにくいというふうな部分もあると思っていると思いますけども、審査しましてここまで

あげてきましたので、この中身につきましては私たちも委員会等であげましたので、ある程度

は理解するところがあると思います。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 きちんと手続きを経て、ここにあげてきたということで、いくつかあるんですけども、では

１つだけちょっとお聞きしますけども、課長さんのほうから説明をいただきたいんですけど、

第３条の（２）社会における制度、または慣行が性別による固定的な役割分担等を反映して男

女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立的なものにするよう配慮さ

れること。これはどういうことを言っているんでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町民生活課長、依田正一君。 
〇町民生活課長（依田正一君） 

 第３条の２項、社会における制度または慣行、これは社会的に習慣とか性別の固定等があっ

て男女の役割の中で差別をしているようなことがありますので、男女を中立的というのは平等
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にというふうには捉えています。そこで平等で配慮するという意味と私は捉えておりますけど

も。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 永井議員、付託されておりますので大綱のみで留めてください。 
 永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 なぜ私がここで具体的にお聞きしたかというと、こういう部分で今、課長がお答えいただい

たものはまったく回答になっていない。そこのところをぜひ、私は委員会の皆さんに考えてい

ただきたいということで、例えばこの条文、あるいはまだあります。回数が限られていますか

らいちいち言えませんけれども、私は個人的にはこれこのまま条例として出すことはできない

というふうに思いますけども、そのへんのところを委員会の皆さんにそこはぜひ考えていただ

きたいと思います。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ほかに質疑はありませんか。 
 ５番、市川淳子さん。 

〇５番議員（市川淳子君） 
 男女共同参画の今の２人それぞれ出ましたので、関連ということでさせていただきたいなと

思っていますけども、ちょっと課長さんのほうでも急にたぶん質問されて混乱している部分が

あるのかなと思うんですけど、私たちがちょっと委員会のほうで事前に勉強会をしたときに、

これが、齊藤議員さんのほうではなぜ今ここでという話があったんですが、たしかこれはアン

ケートを町民の方にお取りになったと。そういうふうな背景をしっかりとここで説明していた

だかないと議員の方たちもちょっと理解できないのかなと思うので、現状はこうですと。こう

いうことでこういうところが足りないから条例をプランとして策定する、その後ろ盾になるよ

うな条例をここで必要だからということで、私たちは説明を受けたつもりなんですが、そのこ

とをもう一度ここで課長さんのほうからお話ししていただきたい。 
 それからもう１つありますけども、私はこの男女共同参画の条例を町民生活課でいいのかど

うかというのもひとつ疑問があります。これは全体的なものに関わるものですから、もうちょっ

とここらへんのところの所管を、そういう部署でいいのかということもちょっと疑問に思いま

したけども、これは質問ではありませんので、ちょっとそこの最初の部分だけお答え願います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町民生活課長、依田正一君。 
〇町民生活課長（依田正一君） 

 市川議員さんの質問にお答えします。 
 男女共同参画のプランを掲げるにあたりましては、根拠となる条例が必要であります。２３年

に男女共同参画に関する町民意識調査というものを実施しました。これと第１次総合計画にも

男女共同参画プラン作成というものがございます。現実に即した男女共同参画プランを推進し

ていくには総合計画と、それからプラン、そして条例の制定が大事だと思っています。 
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 基本には４つございまして、男女の人権の尊重、それから先ほども言いましたけども、慣行、

それぞれの習慣の配慮とか政策の立案および決定の共同参画、それから家庭生活における活動

とその他の活動などの基本理念、あとは町、町民、それから事業者と教育に携わる人の責務と

いうこと。そして最後に男女共同参画を総合的、かつ計画的に推進するための町の基本施策、

この４点がこの条例の中の趣旨、骨格というふうには思っています。これでこのようなことを

ふまえて、条例のほうの制定をお願いしたいと思っております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 市川淳子さん。 
〇５番議員（市川淳子君） 

 私は教育厚生常任委員会に属していますので、今の課長さんのその趣旨を十分この条例に反

映されているかどうかということを、これから精査しながら検討させていただきます。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ほかに質疑はありませんか。 
 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 それでは、暴力団排除条例についてお伺いいたします。 
 これを読みますと、町長の説明だと県の条例を補完する意味でこれをつくってあるというこ

とで、県のほうも細かくは見なかったんですけども、たしか開設者というところに、違法に開

設すると罰則があったんですね。これを読んでいくとそういった地方自治法で、１４条では条

例の制定と罰則というのが自治体にできるということで、罰則でいいますと２年以下の懲役と

か１００万円以下の罰金というものができることになっているんですね。であれば、やはりほ

かの町で見ると公共工事から暴力団を排除しようということで、例えば契約のときに誓約書を

書かせると、誓約書を書いて暴力団の関係のときには工事は、契約を破棄されても文句は言え

ないと。正しいことを記載していなければ５０万円以下の罰金とか、そういったことがこの条

例の実効性を担保するために、そういった罰則を規定しているところもあるんですね。うちの

町では理念はたぶんこう書いてあると思うんですけども、こういったことを、やはり法という

のは実効性を担保していかなければ、つくる意味がないと思うんですね。それは男女共同参画

も同じですけども、向こうは罰則とかそういった問題もないんですけども、こちらの条例につ

いてはそういったことも有効に働くと思うんですね。であれば、そういった実効性を担保する

ために罰則の規定はつくろうかと、そういった検討をなされたのかお聞きします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 総務課長、志村廣文君。 
〇総務課長（志村廣文君） 

 秋山議員のご質問にお答えしたいと思います。 
 県のほうの条例の中には罰則規定がありますけども、うちのほうでも一応、検討はしまして、

この条例につきましては、一番最初のときにご説明しましたように、すでに５町、２町が条例

を制定しております。あとの残る町村についても今後、この６月議会で制定していくというこ

とで、各町村が集まりまして、その中でも検討をしましたけども、内容的なものとしては町の

行う行事だとか、それから地域の行事だとかそういうようなもので、町や町民、それから企業
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等が協力をして暴力団を排除していこうというような内容になっておりますので、そのへんを

中心に考えておりますので、この部分についての罰則規定は設けておりません。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 そういう話をされると、では具体的に例えば第８条になってくるんですけども、町の事務お

よび事業における組織ということで、町は公共工事その他の町の事務、または事業により暴力

団が利することとならないよう、町が実施する入札に暴力団員を参加させないようにするとと

もにと暴力団を工事請負から、入札から排除していこうということが盛り込まれていますよね。

であればそういった、さっき課長さんが説明してくださっただけではなくて、こういった公共

工事から入札から暴力団を排除しようということも具体的に書かれているわけではないですか。

であれば、さっき言ったほかの市町村を見れば、そうやって条例を有効に使って罰則規定を設

けているところもあるわけではないですか。やっぱりこれを、実効性を担保するということが

政策を実現するための法的対応というのが条例だと思うんですよ。であれば、そういったこと

をやっていかないと、ただお題目で掲げていても、守っても守らなくてもペナルティがないわ

けですよね。だったら意味がないではないですか。そこを僕は言っているんです。そういう回

答をされると。いかがですか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 総務課長、志村廣文君。 
〇総務課長（志村廣文君） 

 今、秋山議員の質問にお答えしますけども、先ほど言いましたように、この暴力団の排除条

例というのは町、それから町民、それから企業等が協力をして暴力団を排除していくというよ

うなことですので、この中には罰則の規定を設けておりません。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 協力してやっていくのはいいと思うんです。でも町が主導してできることは条例に則って、

例えばこれに違反したら２００万円以下の罰金にするとか、２年以下の懲役にするんだよとい

うことを強いメッセージを町民に対しても、暴力団に対してもやっていくんだと。県条例の補

完をするんであれば、うちの町はほかの町と横並びではないよと。ほかの町よりも率先して、

これに対しては進んでいくというメッセージを何も一緒にするわけではない。よその町と同じ

にしなければいけないなんて条例ではないんだから、もっと富士川町独自の進んだ暴力団に対

して、襟をただす条例にしていくんだというメッセージを、これは絶対いい機会だと思うんで

すけども、なぜそういうことを考えないのかなと、とても不思議なんです。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 総務課長、志村廣文君。 
〇総務課長（志村廣文君） 

 この条例の８条の部分ですね。入札等の町のやる事業について、暴力団との関係につきまし

 ９５



てですけども、最終的に暴力団の排除をするために必要な措置を講ずるというふうに謳ってお

りますので、暴力団の排除をすることをやっていきたいというふうに考えております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 秋山貢君。３回目になりましたので。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 必要な措置を講ずるという、必要な措置というのはどんな措置なのか、これからは読み取れ

ないので、それは３回目なので終わりにしますけど、僕が言いたいのはこういった条例を、法

的対応を検討するんであれば、実効性というものを考えた中で検討していただきたいというこ

とを言って終わります。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ほかに質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑なしと認めます。 
 以上をもって、議案第４３号および４４号に対する質疑を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第４ 議案第４５号 富士川町個人情報保護条例の一部を改正する条例について 
   日程第５ 議案第４６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４７号 富士川町印鑑条例の一部を改正する条例について 
   日程第７ 議案第４８号 富士川町手数料条例及び富士川町子ども医療助成金支給条例の一部を

改正する条例について 
   日程第８ 議案第４９号 富士川町心身障害児福祉手当支給条例等の一部を改正する条例について 

 以上の５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４５号から４９号までの質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 それでは１点だけ、お伺いしたいと思います。 
 それは外国人登録法が廃止になった関係の条例がここに３つですか、出ています。このメリッ

ト、デメリットというのはどういうものなのか、お願いしたいと思うんですけども。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町民生活課長、依田正一君。 
〇町民生活課長（依田正一君） 

 齊藤議員の質問にお答えします。 
 住基法の法改正によりまして、いろいろなことがあります。まず住基法の改正で外国人の方、

日本人と同様に住民票の中に入ってくる。日本人と同じような住民票になると。その住民票が

できることによって、今度は印鑑登録も通称名とか片仮名表示ができるということで、今まで

は外国人登録原票というものがありまして、原票を各市町村がお持ちになっておりまして、そ
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こで登録をするということになります。ただ住民票が私たち日本人と同じようにできることに

よって、転入・転出の際に転出証明書を、例えば甲府へ転出すると。日本人と同じように今度

は甲府に行って転入届を出すと。そうすれば日本人と同じような事務の簡素化になります。今

までは外国人登録原票ですから、その原票をまた新たに交付して、例えば転出すれば甲府市で

つくると。事務の煩雑化、外国人の差別というふうなことも、差別といってはなんですけども、

事務の簡素化になります。ある程度、今度はその外国人の方がどこに行ったかというふうなこ

とで、ある程度把握できるということのメリットがございます。これは法令で定められました

ので、一応そういう事務の簡素化、それから外国人に対しての窓口でのサービスというふうな

ことが言われておりますので、以上のことがメリットかと思います。 
 デメリットにつきましては、今現在２０８名の外国人の方が富士川町内におられます。仮住

民票というのをつくりまして、こちらからこのような住民票をつくりましたけども、これでよ

ろしいですかと、今、通知をしております。それで返ってこない方が１７名くらいいます。出

国したか、ちょっと行方不明。それについては今、調査をしております。今の段階では、そう

いう外国人の方は転入・転出というのはございませんので、出国してしまえば、例えば納税義

務とか、そういう公共料金の分につきましても把握できないということになっています。です

ので、これを日本人と同じように住民票をつくることによって、今度は転入・転出ですから、

窓口に来たときにこれを納付してありませんとか、滞納がありますとかということで、もちろ

ん納税の面についても分かるようになるというような次第でございます。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 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。もう１点、これは今出たのであれなんですけども、外国人の方た

ちはどうも日本人みたいに住民票を持って歩くような、そういう感覚というのはあんまりない

みたいな話も伺っています。そして最近不景気なので、平たく言うと出稼ぎに来ている方たち

がどこかへさっさと移動しているというのも現実で周知がなかなかされないということで、今

お話を伺うと郵送をやって１０何件か確認できないという状況のようですけども、よく分から

ないという外国人の方、実際に非常に多いようなんですよね。私、たまたま国際交流に入って

いるものですから、相談も受けたりするので、その周知、できるだけなかなか所在不明な方も

いるので難しいと言われますけども、ご努力願いたいということだけお願いしておきたいと思

います。 
 以上で終わります。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 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４５号から４９号までに対する質疑を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第９ 議案第５０号 平成２４年度富士川町一般会計補正予算（第１号）について 
   日程第１０ 議案第５１号 平成２４年度富士川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

について 
   日程第１１ 議案第５２号 平成２４年度富士川町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）に

ついて 
   日程第１２ 議案第５３号 平成２４年度富士川町水道事業会計補正予算（第１号）について 

 以上の４議案は補正予算でありますので、一括して議題とします。 
 これから、議案第５０号から５３号までの質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 ２番、長澤健君。 

〇２番議員（長澤健君） 
 では１点だけお願いします。 
 一般会計の３ページ、２款総務費の８項文化ホール費のジュニアクワイアの被災地訪問事業

７２万円ですけども、これは白井美知代さんと一緒に被災地の方々を励ますという事業と聞い

ていますけども、ジュニアクワイアの子どもさんが小学生から高校生まで３０人いますけれど

も、子どもが行くということで、これはたぶん夏休みに行くと思うんですけど、それには人数

は３０人、全員行くのでしょうか。それとあと子どもが行くということで、保険の部分ですね。

これはどのように考えているか、ちょっとお聞かせください。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 生涯学習課長、山田直君。 
〇生涯学習課長（山田直君） 

 ただいまの長澤議員のご質問にお答えします。 
 この事業の補正をお願いするにあたりまして、ジュニアクワイアの方と打ち合わせをしまし

た。意向をお尋ねしたところ、ジュニアクワイアのメンバーの全員ということではなく、いろ

いろな事情がある中で、実施可能な、訪問可能な人数ということで、現在のところ１５名は行

けるというようなことで報告をいただいております。 
 もう１点、保険等のことでありますが、もしこれを実施する場合におきましては必要な保険

等は加入した上で訪問したいと考えております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 長澤健君。 
〇２番議員（長澤健君） 

 分かりました。ぜひ被災地はまだガレキとかがたくさんありますので、ぜひ安全面のほうに

は気をつけて、この事業を進めてください。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 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） 
 今、長澤議員が質問したところと同じところなんですけども、ジュニアクワイアについて、
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ちょっとお伺いしたいと思います。 
 聞いたところ、この話は白井さんですか、先ほど名前の出ていた方が向こうへ行かれるにあ

たってどうだろうかというお話があったというのが発端だというような形で伺っています。そ

れはそれで大変いいことなんですけれども、どうもこの補助金の内容が交通費、宿泊費含めて

すべてと。全額負担というような話を伺っています。ほかに、例えば少年スポーツ団等々が同

様の目的を持って行きたいというお話しがあった場合もまた考えられるわけですけども、この

補助についてどういう話し合いを具体的に担当所管のところでされ、こういう形で決まったの

か、お願いしたいと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 生涯学習課長、山田直君。 
〇生涯学習課長（山田直君） 

 ただいまの齊藤議員さんのご質問にお答えします。 
 今回の事業におきましては、予算をお願いするにあたりまして、総務費の１９節のほうへ計

上をさせていただいておりますが、補助金というよりは町がジュニアクワイアに要請して派遣

するというような意味合いがございますので、一般の制度的な補助にはなじまない。町が主体

的に行う事業という捉え方でございます。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 町の事業ということは、事業としてやるということは分かりました。１点お伺いしたいんで

すけども、被災地へいろんな形で、いろんな方がボランティアに行かれたり、あるいは行政側

が組織的に応援支援ということで、３．１１以降、ある程度落ち着いた時点からいろんなこと

をやっていらっしゃるのはもちろん私、承知しています。なぜここで補正なのかなという、今

度、逆に町としての事業だよと言われたときに、なぜ６月補正なんでしょうかと。４月時点で

もいいんではないかと。当初予算でもいいんではないかと思うんですけども、ここはどうなん

でしょうか。この点。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 齊藤議員の質問にお答えいたします。 
 白井美知代さんとこの話が出てきましたのは、この年度に入ってからであります。４月の後

半だと思います。さくら祭りが終わって、桜の植樹も一緒にやったり、そしてさくら祭りにも

来ていただいて、そのお礼で来ていただいたときに、今度また東北のほうに私は歌を歌いに行

きます。私の歌もいいけども、子どもの歌が現地に届けられたら現地の人たちはすごく元気に

なると。元気がもらえるという話がありましたので、うちにもジュニアクワイアという立派な

子どもの合唱団がありますよと。そういう人たちに行っていただければ、本当に被災支援にな

るという話から、ではジュニアクワイアの皆さんに行けるかどうか確認をして、もし行けるよ

うであれば、白井さんの日程と調整しながら一緒にどうでしょうかという話から始まりました

ので、年度中途の事業の話ですから、そしてまたこの８月の夏休みを使って行かなければいけ

ないということで、今議会が一番直近の議会ということで、この補正予算に提出をさせていた
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だきました。 
 それと先ほどのお話もありましたが、通常の補助金というのは制度補助で制度がつくってあ

りますが、今回はそうした経緯から１００％、本来は町が全部やってもいいんですが、町も行

く人数も限られていますので、そしてまたジュニアクワイアという団体がありますから、そこ

に全額補助ということで予算計上をさせていただいています。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 制度にはたしかになじまない、そのとおりだと思います。今回のこれは、今の町長の答弁で

よく分かったんですけど、町長が白井さんから話を受けて、町長の判断としてこれはいいこと

だ、やっていこうというトップの判断で実施するという事業だということが分かりましたので、

ただトップの判断としてやるのも結構なんですけど、やっぱりもうちょっとほかの団体からも

そういったような話、あるいは何かが出てきたときに、またそこはそこでそれぞれ判断しなけ

ればいけないと思うんですけども、これからこういったことも多々あるだろうと思いますけど

も、慎重なご判断をしながらお願いしたいなと思います。これで終わります。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ほかに質疑はありませんか。 
 秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 私も先ほどと同じ７２万円の補助金で、これについてはトップの判断で決めたということで

ありますけども、先ほども齊藤議員おっしゃっていたんですけども、例えば体育協会の加盟は

専門部がたしか２０ですよね。それからスポーツ少年団が１５だったかなと。そして支部が１５、

全部で５０名でしたかね。それから文化協会、あれは５３団体ありますよね。そうすると、そ

ういった団体から、町長、うちのスポ少のほうもぜひ向こうの子どもたちと例えばサッカーし

たいよと。教育的見地からぜひ行かせてくださいという話があったときに、町長の胸三寸でこ

れはいいよと。いい事業だからぜひ行ってくださいということで、町長の判断でこれからもそ

ういった事業をするということはあるんですか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 文化協会あるいは体育協会、特に体育協会のほうは全国大会というのが常日ごろありますの

で、それに勝ち進んだときには規定のルールの中で補助金を出しています。そしてどの団体に

しても育成という部分がありますから、年間の運営費は出しております。そういう中で今回の

この復興支援ということですから、そんなに長い期間をやることはないと思うんですね。今、

本当に一番大切な時期、そしていろんなところからもそういった支援が多少、薄らいできてい

る時期に白井さんからそういう話がありましたから、うちにもそういったよその子どもたちを、

また被災地を励ますそういう団体があるから、またこれまでの練習の成果もそういうところで

発揮できればいいかなと。ですから全員を連れて行く予定もなく、行ける人に行ってもらうと

いうことで今回しました。 
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 今後そういった話があるかどうか分かりませんけども、もしうちの町と関わりがあったり、

必要性があればそれはそれで行っていただく場合も出てくると思いますが、そんなに数は多く

ないんではないかなと、こんなふうに思っております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 判断基準というのはそれは政策で、トップの政策だから予算を付けるといえばそれまでなん

ですけど、例えば今までの流れでジュニアクワイアの人も補助金をできるだけ削減して自立の

方向でいこうということで、ジュニアクワイアのニューイヤーコンサート、保護者の方が協賛

金を自分たちで汗をかいて集めて、町民の皆さんに協力していただきながら実施していくと。

それからかじまるスポーツクラブ、総合スポーツ型のあそこも年々補助金を減らして、最終的

には自立していただこうという流れの中で補助金というものを使ってきているんですね。であ

れば、こうやってトップの判断ですから、これは当然、尊重されるべきだと思うんですけども、

そういった流れがある中でスポット的にこうやって７２万円という大金を使って、全員ではな

くて、ごく一部の方ですけども、やっていただくということが町民の理解をなかなか全員から

得られるのかなというのが僕はちょっと心配しております。いい事業だから、やることは僕も

決して反対していないし、でも今までの流れで補助金というものが今言った２つの団体以外で

も多くの団体が、これから自立してほしいということで補助金を年々減らしていただいている

中で、こういったスポット的な事業が飛び込んでくると。それがトップの判断ということが、

なかなか理解が難しいのかなということを言わせていただいて質問を終わります。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ほかに質疑はありませんか。 
 ７番、井上光三君。 

〇７番議員（井上光三君） 
 １点だけ一般会計の４ページになるんですが、消防費、土砂災害ハザードマップ作成業務な

んですけども、１点確認したいのはこれは国交省で示されている作成の指針に基づいてつくら

れるんだろうとは思うんですが、その中での住民の意見を反映するように努めるとあるんです

が、その住民の意見を作成にあたってどのように反映していくのか、その反映の仕方ですね。

住民の意見の取り入れ方についてどのように考えているか、お伺いいたします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 総務課長、志村廣文君。 
〇総務課長（志村廣文君） 

 井上議員さんの質問にお答えします。 
 作成の段階としては一応、１つ大きな目標としては土砂災害ということで、山間部のほうが

中心になると思いますので、そこらの担当の区長さんと、その地域の人たちと話し合いをして

いきたいというふうに思います。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 井上光三君。 

 

 １０１



〇７番議員（井上光三君） 
 分かりました。以上ですが、ぜひ住民の意見を取り入れてつくっていただきたいと思います。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ほかに質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑なしと認めます。 
 以上をもって、議案第５０号から５３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、これにて散会します。 
 ご苦労さまでした。 

 
散会 午前１１時０１分 
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開会 午後 ２時００分 
〇議長（芦澤益彦君） 

 本日は、第２回富士川町議会定例会第４日の本会議に議員各位には大変お忙しいところ、ご

出席いただきまして、誠にありがとうございます。 
 また本会議、委員会にと慎重にご審議をいただき、第２回定例会も本日が最終日となります

が、ご審議のほどをよろしくお願いします。 
 ただいまから、平成２４年第２回富士川町議会定例会第４日の会議を開きます。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第１ 諸般の報告。 

 本日の議事日程は、お手元に配布したとおりです。 
 本日の会議に説明員として出席通知のありました者の職氏名は、先の会議で一覧表としてお

手元に配布しておきましたとおりです。 
 なお本日、追加案件として契約案１件、条例の一部改正案１件、人事案２件、議会行政視察

研修案１件、閉会中の継続審査および調査５件が提案されています。 
 ご審議くださるよう、よろしくお願いいたします。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第２ 議案第４３号 富士川町男女共同参画推進条例の制定についてを議題とします。 

 去る６月１１日の本会議で教育厚生常任委員会へ付託しました議案第４３号については、委

員長から継続審査の申し出がありました。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第３ 議案第４４号 富士川町暴力団排除条例の制定についてを議題とします。 

 去る６月１１日の本会議で総務常任委員会へ付託しました議案第４４号について、委員長の

報告を求めます。 
 ４番、齊藤正行君。 

〇４番議員（齊藤正行君） 
―――― 委 員 会 審 査 報 告 書 の 朗 読 ―――― 

〇議長（芦澤益彦君） 
 齊藤委員長、しばらくお待ちください。 
 以上で、総務常任委員長の報告が終わりました。 
 これから、議案第４４号の質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑なしと認めます。 
 以上をもって、議案第４４号の委員会審査報告に対する質疑を終わります。 
 齊藤委員長、ご苦労さまでした。 
 これから、議案第４４号の討論を行います。 
 討論はありませんか。 
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 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 以上をもって、議案第４４号の討論を終わります。 
 これから日程第３ 議案第４４号 富士川町暴力団排除条例の制定についてを採決します。 
 お諮りします。 
 議案第４４号に対する委員長の報告は、可決とするものです。 
 委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第４４号は委員長の報告のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第４ 議案第４５号 富士川町個人情報保護条例の一部を改正する条例について 
   日程第５ 議案第４６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４７号 富士川町印鑑条例の一部を改正する条例について 
   日程第７ 議案第４８号 富士川町手数料条例及び富士川町子ども医療費助成金支給条例の一部

を改正する条例について 
   日程第８ 議案第４９号 富士川町心身障害児福祉手当支給条例等の一部を改正する条例について 

 以上の５案件は条例の一部改正でありますので、一括して議題とします。 
 これから、議案第４５号から４９号までの討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 以上をもって、議案第４５号から４９号までの討論を終わります。 
 これから日程第４ 議案第４５号 富士川町個人情報保護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４５号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第５ 議案第４６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４６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４７号 富士川町印鑑条例の一部を改正する条例についてを採決
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します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第４７号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第７ 議案第４８号 富士川町手数料条例及び富士川町子ども医療費助成金支

給条例の一部を改正する条例についてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第４８号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第８ 議案第４９号 富士川町心身障害児福祉手当支給条例等の一部を改正す

る条例についてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第４９号は原案のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第９ 議案第５０号 平成２４年度富士川町一般会計補正予算（第１号）について 
   日程第１０ 議案第５１号 平成２４年度富士川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

について 
   日程第１１ 議案第５２号 平成２４年度富士川町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて 
   日程第１２ 議案第５３号 平成２４年度富士川町水道事業会計補正予算（第１号）について 

 以上の４議案は補正予算案でありますので、一括して議題とします。 
 これから、議案第５０号から５３号までの討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 以上をもって、議案第５０号から５３号までの討論を終わります。 
 これから日程第９ 議案第５０号 平成２４年度富士川町一般会計補正予算（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。 
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 したがって、議案第５０号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第１０ 議案第５１号 平成２４年度富士川町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第１号）についてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第５１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５２号 平成２４年度富士川町簡易水道事業特別会計補正予算

（第１号）についてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第５２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５３号 平成２４年度富士川町水道事業会計補正予算（第１号）

についてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第５３号は原案のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第１３ 議案第５４号 富士川町ひとり親家庭医療費助成に関する条例の一部を改正する条

例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（芦澤益彦君） 
 次に、補足説明を求めます。 
 子育て支援課長、秋山千秋さん。 

〇子育て支援課長（秋山千秋君） 
 議案第５４号 富士川町ひとり親家庭医療費助成に関する条例の一部改正する条例について、

補足説明をさせていただきます。 
 ひとり親家庭医療費の受給対象者となるには、ひとり親等について所得税の納付義務がない

ことが条件となっています。平成２２年度税制改正で、平成２３年から年少扶養控除等が廃止

されることによって所得税が課されることとなり、税制改正前と同じ所得であってもひとり親

家庭医療費の助成を受けられない方が生じてしまいます。そこで引き続きひとり親家庭医療費
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の助成を受けられるようにするため、富士川町ひとり親家庭医療費助成に関する条例の一部改

正を行うものであります。 
 富士川町ひとり親家庭医療費助成に関する条例第４条に税制改正による年少扶養控除等の廃

止がされなかったものとして計算した所得に所得税がかからないひとり親等について、助成対

象とする旨を第２項として追加しました。 
 施行日につきましては、平成２４年８月１日から施行するものです。 
 例規集は２巻の９３０ページになります。 
 以上で、補足説明を終わります。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 以上で町長の提案理由の説明、ならびに担当課長の補足説明が終わりました。 
 これから、議案第５４号の質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑なしと認めます。 
 以上をもって、議案第５４号の質疑を終わります。 
 これから、議案第５４号の討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 以上をもって、議案第５４号の討論を終わります。 
 これから日程第１３ 議案第５４号 富士川町ひとり親家庭医療費助成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５４号は原案のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第１４ 議案第５５号 富士川町立第４保育所改修建築主体工事請負契約の締結についてを

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

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

〇議長（芦澤益彦君） 
 次に、補足説明を求めます。 
 財政課長、田辺明弘君。 

〇財政課長（田辺明弘君） 
 それでは、議案第５５号の補足説明をさせていただきます。 
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 第４保育所改修建築主体工事につきましては、５月２８日に指名業者８社による入札を実施

いたしました。指名業者の８社につきましては大森建設株式会社、神田建設株式会社、株式会

社小沢工務店、有限会社一之瀬工務店、有限会社石川工務店、昭和建設工業株式会社、源工業

株式会社、有限会社深沢建設でございます。 
 その結果、別紙のとおり落札者の有限会社一之瀬工務店と５月２９日付けで建設工事請負仮

契約を締結いたしました。この契約につきまして、地方自治法第９６条第１項第５号および富

士川町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得、または処分の範囲を定める条例第２条によ

り議会の議決をお願いするものであります。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 以上で町長の提案理由の説明、ならびに担当課長の補足説明が終わりました。 
 これから、議案第５５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） 
 では、この予定価格と落札率、それから８社の中で皆さんが応札したのか、それとも辞退者

がいたのか、その点についてお願いします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 財政課長、田辺明弘君。 
〇財政課長（田辺明弘君） 

 それでは、秋山議員のご質問にお答えさせていただきます。 
 落札率につきましては９８．３％でございます。応札につきましては、辞退者は１社もござ

いませんでした。 
 以上です。 
 ・・・すみません、今ちょっと資料がございませんので。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 では、前に子育て支援課長さんが担当のときに一括発注と分離発注の場合には、この件につ

いては一括ですれば３００万円ぐらい経費が、重複した分が安くなるんではないかというお話

しがあったんですけども、これは建築主体工事だから分離発注だと思うんですけども、どうし

て一括でやればそれだけの経費が浮くだろうと想定できたものを今回、あえて分離発注したと

いうのはなぜなのか、その点について答弁をお願いします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 子育て支援課長、秋山千秋さん。 
〇子育て支援課長（秋山千秋君） 

 秋山議員のご質問にお答えします。 
 まず分離発注にした理由なんですけども、国土交通省の指針に基づいております発注者の意

向が直接反映され、施工の責任範囲の明確化や工事設備コストの明確化が図られ、合理的と認

められる場合において工事の性質、または種別など全体を考慮し、企業、地元の育成を資する
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ことも含め、活用に努めることというものがございます。また、地元の企業を使うことで企業

の育成はもちろんですが、維持管理等のトータルコストの軽減につながるということでやりま

した。それで当初予算から発注、設計額に移るときにはコストの軽減をかなり図っております。

また契約においてもそれからさらにコストの軽減を図って、コスト軽減ということで努めてお

ります。 
 終わります。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 コスト軽減はいいんですけども、例えばその品質を管理する場合には前にもいったんですけ

ど、ちゃんとこの管理業務というのがあるんですね。管理業務をすれば、その点については分

離発注をしたとしても業者との調整、それから事業の効率的、かつ円滑化というのは管理業務

の中で僕はできるんではないかということを話させていただいたんです。 
 分離発注にすると、またここで電気とか設備とか経費がやっぱり重複してかかる部分がある

と。だから一括にすると、全体を見れば３００万円ぐらいの軽減ができるんではないかという

ことで、前の課長さんは答えてくれたと思うんですけども、やっぱりそういう考えに基づいて

いけば、今の課長さんの説明だけではなんか腑に落ちないんですよね。かえってここでも、主

体でも落ちるということであれば、分離して電気とか設備も一括でやったほうがトータル的に

はコストの軽減というものは、もっと大きくできると思うんですけど、課長さんいかがでしょ

うか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 子育て支援課長、秋山千秋さん。 
〇子育て支援課長（秋山千秋君） 

 やはり過去に一括で行った例がありまして、元請業者が請け負い額の歩切りを行って、設計

書に謳っている指示が、こちらで謳っているような指示ができなかったというようなケースが

ございまして、それならほかに発注をしてこちらの町のほうの設計の意図といいますか、こち

らの指示が守られるようなもので、やっていったほうがいいという結論です。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 町の意図が伝わらないという問題と、先ほど僕が指摘したトータル的に発注すれば、コスト

も軽減されるという問題は別問題でありまして、いくらでも町の意向をこういうふうにしてほ

しいということはコミュニケーションをとったり、その管理する業者さんにお願いして、頻繁

に打ち合わせをすれば、そういったことは防げるはずだと思うんですよ。そういうことではな

くて、全体的なコストを下げるんであれば、前の課長さんが言ったように一括でやったほうが

僕はさらにこの軽減というのは図られると思うんですけど、結構です。では、先ほどの答弁保

留になっているところだけ答えていただいて終わりますので。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山貢君、３回目です。 
 財政課長、田辺明弘君。 
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〇財政課長（田辺明弘君） 
 先ほどの予定価格でございますが、税込みで７，４１３万円でございます。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 ありがとうございました。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 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５５号の質疑を終わります。 
 これから、議案第５５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５５号の討論を終わります。 
 これから日程第１４ 議案第５５号 富士川町立第４保育所改修建築主体工事請負契約の締

結についてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第５５号は原案のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第１５ 同意第３号 富士川町カラマツオ外三十山恩賜林保護財産区管理会委員の選任につ

き議会の同意を求めることについて 
   日程第１６ 同意第４号 富士川町カラマツオ外三十山恩賜林保護財産区管理会委員の選任につ

き議会の同意を求めることについて 
 以上の２議案は富士川町カラマツオ外三十山恩賜林保護財産区管理会委員選任の同意であり

ますので、一括して議題とします。 
 町長から、本案について提案理由の説明を求めます。 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
―――― ２議案の提案理由朗読説明 ―――― 

〇議長（芦澤益彦君） 
 以上で、町長の提案理由の説明が終わりました。 
 これから、同意第３号と第４号は一括して質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 

 １１３



 （ な し ） 
 質疑なしと認めます。 
 以上をもって、同意第３号と第４号に対する質疑を終わります。 
 これから、同意第３号と第４号を一括して討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 以上をもって、同意第３号と第４号に対する討論を終わります。 
 これから日程第１５ 同意第３号 富士川町カラマツオ外三十山恩賜林保護財産区管理会委

員の選任につき議会の同意を求めることについてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり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３号は原案のとおり同意することに決定しました。 
 これから日程第１６ 同意第４号 富士川町カラマツオ外三十山恩賜林保護財産区管理会委

員の選任につき議会の同意を求めることについてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり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４号は原案のとおり同意することに決定しました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第１７ 発議第１号 富士川町議会行政視察研修の実施についてを議題とします。 

 提出者の齊藤欽也君から本案について、提案理由の説明を求めます。 
 ６番、齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
―――― 議 案 の 提 案 理 由 朗 読 説 明 ―――― 

〇議長（芦澤益彦君） 
 これで、発議第１号の提案理由の説明が終わりました。 
 齊藤議員、しばらくお待ちください。 
 これから、質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑なしと認めます。 
 これで、発議第１号に対する質疑を終わります 
 齊藤議員、ご苦労さまでした。 
 これから、討論を行います。 
 討論はありませんか。 
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 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 これで、発議第１号に対する討論を終わります。 
 これから日程第１７ 発議第１号 富士川町議会行政視察研修の実施についてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、発議第１号は原案のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第１８ 意見書案第１号 独立行政法人地域医療機能推進機構法の早期実現を求める意見書

の提出についてを議題とします。 
 意見書案第１号の提出者の説明を求めます。 
 ４番、齊藤正行君。 

〇４番議員（齊藤正行君） 
―――― 意見書の提案理由朗読説明 ―――― 

〇議長（芦澤益彦君） 
 以上で、齊藤正行議員の意見書案第１号の提案理由の説明が終わりました。 
 齊藤正行議員、ご苦労さまでした。自席にお戻りください。 
 お諮りします。 
 意見書案第１号は質疑・討論を省略して、採決したいと思います。 
 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 委員長のほうで、下から本文の７行目のところに社会保険病院とこれには書いてありますけ

ども、僕のだけかもしれないんですけど「社会保険鰍沢病院を抱える地域にとって」と読まれ

たんですけど、ここは社会保険鰍沢病院をということで委員長、よろしいでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ４番、齊藤正行君。発言席へ戻ってください。 
〇４番議員（齊藤正行君） 

 この部分は全国的なことを言っているので、社会保険病院でいいと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 ではこのとおりということで、先ほどの委員長の発言は丁寧に入れすぎたということでよろ

しいですね。このとおりですね。分かりました。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ご苦労さまでした。 
 意見書案第１号は質疑・討論を省略して、採決したいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 

 １１５



 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、意見書案第１号は質疑・討論を省略することに決定しました。 
 これから日程第１８ 意見書案第１号 独立行政法人地域医療機能推進機構法の早期実現を

求める意見書の提出についてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、意見書案第１号は原案のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第１９ 教育厚生常任委員会の閉会中の継続審査申出書について 
   日程第２０ 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２１ 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２２ 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２３ 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５議案は閉会中の継続審査・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審査および調査

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、閉会中の継続審査および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、委員長からの申し出のとおり閉会中の継続審査および調査とすることに決定し

ました。 
 以上をもちまして、本定例会の議事日程は全部、終了しました。 
 本定例会では条例制定案をはじめ、提案された案件について慎重な中にも熱心にご審議をい

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、答弁などにご協力いただき、あり

がとうございました。 
 議員各位におかれましては住民の代表としてその重責をまっとうし、住みよいまちづくりの

ため、より一層のご尽力を賜りますようお願い申し上げ、平成２４年第２回富士川町議会定例

会を閉会とします。 
 ご苦労さまでした。 

 
閉会 午後 ２時４５分 
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