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開会 午前１０時００分 
〇議長（芦澤益彦君） 

 富士川町告示第３５号をもって招集されました、平成２４年第３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３回富士川町議会定例会を開会します。 
 これから、本日の会議を開きます。 
 第３回定例会に先立ちまして、一言ごあいさつ申し上げます。 
 朝夕はめっきり涼しくなり、庭では虫の音も聞こえるようになりましたが、日中はまだまだ

暑い日が続いています。 
 国内外においてなかなか先行きの見えない情勢の中、先ごろ開催されたロンドンオリンピッ

クでは日本人選手が多くの明るい話題を提供してくれました。わが町からも女子４００メート

ルリレーの最終ランナーとして佐野夢加さんが出場。彼女の競技に取り組む、そのひたむきさ

には大きな感動を覚えました。 
 さて内閣府が発表した８月の月例経済報告によりますと、景気はこのところ一部に弱い動き

が見られるものの復興需要等を背景として、緩やかに回復しつつあるとのことです。先行きに

ついても、景気回復の動きが続くと期待されています。 
 しかし欧州政府債務危機を巡る不確実性が依然として高い中で、世界景気のさらなる下振れ

や金融資本市場の変動が、わが国の景気を下押しするリスクともなっているとも報告されてい

ます。さらに電力供給の制約、デフレの影響なども注意が必要とあります。県内の景気につい

てもほぼ同様の傾向と思われます。 
 当議会では現在、地域医療をはじめとしたさまざまな問題に取り組んでいます。先に開催さ

れた第３回北部地域医療連携部会において、県は峡南、市川三郷町立、社会保険鰍沢の３病院

の望ましい経営形態として２案を提示しました。これについては近々、議会としての結論を出

さなければなりません。今後より慎重な議論を重ね、議会一丸となって行動していく考えであ

ります。 
 このほか議員定数や議員報酬などについても協議を進めているところでありますが、１２月

の定例会までに結論を出すことになっています。今定例会では議会改革の一環として決算特別

委員会を設置する予定です。分科会方式をとって各分科会で決算審査を行ったのち、全体会で

討論する形を考えています。これによって、より慎重に深い審査ができるものと思っています。 
 会期も１８日間と長くなりますが、議員各位におかれましては健康に十分留意され、活発な

議論を行ってくださるようお願い申し上げ、開会のあいさつとします。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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、 
 ５番 市川淳子さん 
 ６番 齊藤欽也君 
を指名します。 
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  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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２４日までの１８日間にしたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、会期は本日から２４日までの１８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

布したとおりであります。 
 なお、川住道夫代表監査委員には大変お忙しい中、ご出席をいただき誠にご苦労さまです。 
 また、本日の議案はお手元に配布したとおり報告案１件、専決処分の承認案１件、条例改正

案３件、補正予算案４件、公営企業会計の剰余金処分案１件、組合規約の変更案１件、決算認

定案２件、町道認定案１件の計１４件が提案されております。 
 本日は提案説明に留め、質疑につきましては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６月２６日に５月分の例月出納検査、７月３０日に６月分の例月出納検査、

８月３０日に７月分の例月出納検査をした結果、相違ないとの報告を受けておりますので伝達

します。 
 次に一部事務組合関係では６月１８日に中巨摩地区広域事務組合臨時議会、６月２２日に峡

南広域行政組合議会全員協議会、平成２４年第１回峡南広域事務組合議会臨時会、７月５日に

山梨県後期高齢者医療広域連合会第１回臨時会、８月３１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関係では６月２３日に第２回町村議会議長会、７月２日から３日まで

町村議会議長行政視察、７月９日に町村議会広報研修会、７月２４日に山梨県市町村議会議員

公務災害補償等組合議会臨時会、第３回町村議会議長会議、８月２９日から３０日まで町村議

会運営委員長行政視察が行われました。 
 次に研修関係では８月１日から３日まで富士川町議会議員行政視察研修、８月８日に議会運

営委員会主催の勉強会が行われました。 
 次に会議関係では６月１９日に広報常任委員会、６月２２日に広報常任委員会、地域医療を

守る特別委員会、６月２８日に議会運営委員会、６月２９日に広報常任委員会、広報モニター

委嘱式、７月６日に広報常任委員会、７月１０日に広報常任委員会、７月１３日に地域医療を

守る特別委員会、議会改革特別委員会、全員協議会、７月３０日に教育厚生常任委員会、８月

８日に地域医療を守る特別委員会、８月１０日に議会運営委員会、８月２１日に地域医療を守
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る特別委員会、８月２４日に議会運営委員会、全員協議会、教育厚生常任委員会、８月２８日

に議会運営委員会、９月３日に地域医療を守る特別委員会、全員協議会が開催されました。 
 また、このほか各種会議、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。 
 今定例会までに受理した請願は、先にお手元に配布しました請願文書表のとおりです。 
 請願は所管の教育厚生常任委員会に付託しますので、審議をお願いします。 
 富士川町議会議員行政視察研修報告書については、お手元に配布したとおりです。 
 以上で、諸般の報告を終わります。 
 ここで町長よりあいさつの申し出がありましたので、これを許します。 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 本日ここに平成２４年９月富士川町議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位におか

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

日ごろから町政推進のため、格段のご理解とご尽力を賜っておりますことに厚く御礼を申し上

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

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

理解とご協力をお願い申し上げたいと存じます。 
 さて海外経済を見ますと世界の景気はアメリカをはじめアジア地域、ヨーロッパ地域など減

速の動きが広がっております。先行きにつきましてはアメリカ、アジア地域では緩やかな回復

傾向が続くと見込まれるものの、ヨーロッパ地域の一部の国々における財政の先行きに対する

根強い不安を背景とした金融面への影響等により、景気が下振れするリスクがあるとしており

ます。 
 一方、国内景気につきましては、先ほど議長がごあいさつの中で触れられましたが、そうし

た基調判断のもとに、政府は大震災からの復興と景気の下振れ回避に万全を期すとともに、わ

が国経済にとって当面の最大の課題であるデフレ脱却に向け、断固として取り組むこととし、

平成２５年度までを念頭に人、物、金を動かす観点から政策手段を導入するとしております。

７月３１日には日本再生戦略を、また８月１７日には平成２５年度予算の概算要求組み換え基

準を閣議決定したところであります。 
 こうした中、今国会では消費増税を柱とする社会保障と税の一体改革関連法が８月の参議院

本会議で可決成立し、消費税率は平成２６年４月に８％、平成２７年１０月には１０％へと２段

階で引き上げられ、社会保障の充実・安定化とそのための安定財源確保と財政健全化の同時達

成を目指すこととしておりますが、国民の負担は増加し、国民生活に影響が出ることが懸念さ

れているところであります。 
 一方、野田首相に対する問責決議が可決され、重要法案の審議はすべてストップし、国会は

開店休業の状態であります。中でも平成２４年度の予算執行に必要な公債発行特例法案も成立

が絶望的となり、中部横断自動車道の直轄工事の発注先送りや地方交付税の一部支払い延期な

ど本年度の事業執行に影響が生じつつあります。 
 予算と一体である公債発行特例法案が政局の材料に使われている現状は遺憾であり、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。 
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 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、峡南北部地域の医療再生への取り組みについてであります。 
 峡南地域における救急医療の確保や医師確保のための地域医療再生計画につきましては、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

て検討を進めております。 
 ８月１０日に開催されました第３回北部地域医療連携部会において、県の事務局から地域医

療再生計画の医療連携案が示され、各病院の役割分担や医療提供体制等についてとして鰍沢が

救急医療や高度専門的な医療を提供する期間診療型病院、市川三郷町立は日常的で広範囲な医

療を提供する総合診療型病院、峡南が在宅医療を中心に地域に密着した医療を提供するケア

ミックス型病院とし、各病院の医師数、病床数および看護師配置数、診療科、強化すべき医療

機能などが示されたところであります。 
 また望ましい医療形態として市川三郷町と富士川町が共同で設置する一部事務組合、または

地方独立行政法人のもとに、市川三郷町と鰍沢の２病院の経営を統合する経営統合案と市川三

郷町と富士川町が共同で指定管理者を指定し、その指定管理者のもとに市川三郷町立病院と鰍

沢病院の一体的運営を行う共同管理の２案が示されたところであります。 
 示された医療連携案につきましては、いずれの場合においても経営統合や高度な医療連携を

前提として富士川町が鰍沢病院を購入することが必要となっております。 
 なお、この医療連携案につきましては地域に判断を委ねられており、県の事務局では９月

１８日に予定している第４回の北部地域医療連携部会において、望ましい医療連携のあり方の

総括を予定しておりますが、遅くとも１０月に開催予定の第５回の会議には間に合うよう、町

としての考えをまとめ上げる必要があります。 
 こうしたことから９月３日から町内６カ所で県が示した医療連携案について、第２回の地域

医療についての地区懇談会を開催し、町民の皆さまとの意見交換を行っているところでありま

す。この地域医療の再生計画は足掛け３年半になりますが、病院の取得も絡む大きな議案であ

り、これまでも議会のご判断をいただく中で町としての判断をしてまいりましたので、今回の

地区懇談会が終了したのち、懇談会におけるご意見をも参考に議会と十分検討する中で富士川

町としての最終結論を出してまいりたいと考えております。 
 次に直営事業法人検討プロジェクトチームの設置についてであります。 
 道の駅の運営につきましては今後の財政負担とならないよう、身の丈に合った効果的な運営

計画により、将来にわたって安定的な運営を行うことが重要であると考えております。 
 こうしたことから、その運営のあり方等につきまして道の駅検討委員会に検討をお願いして

きたところでありますが、昨年９月、検討委員会から提言をいただいたところであります。提

言では道の駅オープンの当初は直営で行い、その後、部門ごとに民間を参入させ、中部横断自

動車道の開通の合わせ、指定管理者を導入してはどうかとのご意見をいただいたところであり

ます。 
 そこで道の駅における収益部門、公益部門などの業務内容、施設の管理方法等を検討した結

果、地元雇用、地場産業の活性化、農産物の販路拡大などが可能であること。地域の人材や資

源が活用できること。利用者や地域のニーズに直ちに対応が可能であること。民間のノウハウ

が活用できること。これらを運営の基本方針としたところであります。 
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 また本町には同様の直営事業を行っている塩の華、つくたべかんがありますが、これらの運

営を含め民間人の社長による民間感覚で一体的な経営ができる株式会社を検討することとし、

この８月に直営事業の法人化に関する検討プロジェクトチームを設置したところであります。 
 今後、会社の規模や役員構成、資本金の額や出資者の範囲など基本的事項を検討した上で道

の駅オープンを視野に諸準備を進めてまいりたいと考えております。 
 次に、富士川の河川敷地を活用した川町づくりについてであります。 
 本町には利根川スポーツ公園や殿原スポーツ公園、大法師公園があり、スポーツの練習や大

会などに利用されているところであります。また富士川においては、増穂水辺プラザおよび鰍

沢水辺プラザを中心に水辺に触れ合う自然観察やレクリエーション等を楽しむコミュニティ空

間として町民や町内外の方々にスポーツ、レクリエーションなどにご利用いただいているとこ

ろであります。しかし町内には、町民が一堂に会する十分な広さを持った広場がなく、町民体

育祭の開催においても会場に苦慮しているところであります。 
 そこで富士川の河川敷地には広大な未活用用地が残っておりますので、国土交通省と連携し

て、この富士川の水辺空間を新たなまちづくりの核として、その活用策を検討してまいりまし

た。これは富士川右岸の河川敷地を活用し、サッカー場やソフトボール場などのスポーツ施設

やパークゴルフ場などのレクリエーション施設を町が整備し、町民や来訪者の新たな交流と賑

わいの空間を創出する川町づくりとして、活性化を目指すものであります。併せてこれらの施

設を保護するため、国土交通省において河川内に親水護岸の整備を進めるものであります。こ

の構想を国の川町づくり事業として採択されるよう、申請に必要な基本構想策定の経費を計上

いたしております。 
 次に、白子明神町地内の町有地についてであります。 
 鰍沢市街地の活性化を図るため、甲西道路と旧国道５２号の間の白子明神町地内の町有地を

長期貸付により有効活用するため、公募型プロポーザル方式により貸付事業者を選定するため

町ホームページにて公募し、８月３１日に締め切ったところ２社から申し込みがあったところ

であります。 
 今後、両者から地元商店街との連携や朝市への協力などのプレゼンを選定委員に審査してい

ただき、１０月中旬ごろには業者の決定を行ってまいりたいと考えております。 
 次に、青柳町東部地区への大規模商業施設についてであります。 
 青柳横通り線の南側用地に出店の予定をしておりました、株式会社ベイシアにつきましては

一部地権者の同意が得られず出店を断念し、これまで地権者と交わしていた仮契約につきまし

てもすべて解除するとともに、県にも大規模集客施設立地計画廃止届出書を提出したところで

あります。 
 またベイシアの撤退に併せて、進めておりました新たな大型商業施設誘致につきましては、

株式会社フォレストおよび株式会社くろがねやと地権者全員が、事業用定期借地権設定予約契

約書の締結を完了したところであります。 
 こうしたことから、今後新たな立地計画書の提出を受けたのちに開発行為許可申請、農地転

用許可申請と各種法定手続きに着手する運びとなっておりますので、埋蔵文化財の試掘に要す

る調査費を今定例会に計上したところであります。 
 次に、富士川町虐待防止ネットワーク協議会およびネットワーク体制設立についてでありま

す。 
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 障害者、高齢者の虐待および配偶者からの暴力の防止に向け、先般、国会におきまして障害

者虐待防止法が成立し１０月１日から施行されるのに伴い、市町村の責務として虐待の未然防

止、迅速な保護および擁護者支援を行うための体制整備に努めることが規定をされたところで

あります。また超高齢社会が進行する中で高齢者虐待や配偶者からの暴力被害なども増加して

おり、これらの被害者救済にどのように対処すべきか、早急な取り組みが求められているとこ

ろであります。 
 こうしたことから、本町では障害者虐待に加え高齢者の虐待、ならびに配偶者の暴力の防止

に向けた取り組みとして、虐待等の早期発見・早期対応および未然防止に迅速かつ適切に対処

するため、この秋には県関係機関、警察、介護事業所および地域団体等による富士川町虐待等

防止ネットワーク協議会を設置し、社会的に弱い立場の皆さまが地域や家庭で安心して暮らす

ことのできる体制づくりに努めるとともに、障害者虐待防止について町の皆さまにご理解を深

めていただくための啓発の経費等を計上したところであります。 
 次に、リニア中央新幹線についてであります。 
 昨年、ＪＲ東海よりリニア中央新幹線の概略ルートが示され、リニア山梨駅の位置について

は、甲府市大津町周辺とされたことから本年２月に駅西部の概略ルートに位置する中央市、南

アルプス市、富士川町でリニア中央新幹線甲府駅西部沿線地域活性化対策協議会を設立したと

ころであります。 
 そして本年７月、本年度第１回の協議会を開催し、工事用に整備される側道の整備、リニア

中央新幹線とのアクセス環境の整備促進、リニア駅から西部沿線地域への公共交通網の整備、

沿線地域への対応の４項目を８月２７日、知事に要望したところであります。 
 次に、国民文化祭についてであります。 
 文化の祭典となる第２８回国民文化祭において、本町では開幕ステージ期間となる明年１月

１９日、２０日の土日にかけ、ますほ文化ホールを会場として和太鼓の祭典を開催することと

しております。すでに全国から２１の団体、県内から１４の団体の出場が決定しており、現在、

本番に向けてプログラムの編成やスケジュール調整等を行っている段階となっております。 
 来場されます皆さまを歓迎する機運を高めるため、町の実行委員である区長会をはじめ町民

の皆さま、各種団体の皆さまのご協力をいただきながら、町内美化活動などを計画していただ

いているところであります。 
 なお、和太鼓の祭典に関しましては、今年１１月４日の日曜日に山梨県太鼓連盟と共催によ

るプレ大会をますほ文化ホールにて開催いたしますので、本番に向けしっかりと対応してまい

りたいと考えております。 
 また、明年４月２１日に開催します山車巡行祭りにつきましても、これまで２回の企画委員

会を開催するなど、万全な準備を進めているところであります。 
 最後に平成２４年９月補正にかかる主なものにつきまして、ご説明申し上げます。 
 まず、通学路の路肩カラー化工事であります。 
 全国で集団登校中の児童がはねられる事故が相次いだことを受け、児童生徒らへの交通安全

指導や通学路の安全点検を行ったところでありますが、危険回避と児童等の安全確保のため増

穂小学校、鰍沢小学校周辺の通学路の路肩をカラー化するために必要な経費を計上しておりま

す。 
 次に、鰍沢中学校屋内運動場の屋根改修工事についてであります。 
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 本年度の当初予算に鰍沢中学校屋内運動場、屋根改修設計費を計上させていただきましたが、

このほど設計が完了いたしましたので、今回、防水工事を含む屋根改修工事を行うための工事

費を計上いたしております。 
 次に十谷観光駐車場、擁壁補強工事についてであります。 
 大型観光バスなどの駐車、待避所となっております十谷観光駐車場は東日本大震災以降、ブ

ロック積み擁壁と駐車場の間に大きなクラックが入り、安全確保のためには早急な補強工事が

必要なことから、その補強工事費を計上いたしております。 
 以上、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、本定例会に提出いたしまし

た案件は報告案件１件、専決処分案件１件、改正条例案件３件、補正予算案件４件、公営企業

会計の余剰金処分案件１件、組合規約の変更案件１件、決算認定案件２件、町道認定案件１件、

合わせて１４件であります。 
 提案理由は議案ごとに申し上げさせていただくこととしておりますが、よろしくご審議の上、

ご議決あらんことをお願い申し上げます。 
 以上であります。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 以上で、町長のあいさつを終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第４ 報告第３号 平成２３年度決算に基づく富士川町財政健全化判断比率及び資金不足比

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

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

〇議長（芦澤益彦君） 
 財政課長、田辺明弘君。 

〇財政課長（田辺明弘君） 
 それでは平成２３年度決算に基づく富士川町財政健全化判断比率の状況につきまして、報告

をさせていただきます。 
 まず実質赤字比率、それから一般会計と特別会計を合わせた連結の実質赤字比率でございま

すが、いずれの会計も赤字が生じておりませんので傍線で表記してございます。 
 続いて、その下の実質公債費比率は１０．８％、将来負担比率は４１．１％でいずれも右側

の早期健全化基準を下回っております。 
 次に平成２３年度決算に基づく富士川町財政健全化資金不足比率の状況について、ご報告を

させていただきます。 
 富士川町水道事業会計、富士川町簡易水道事業特別会計、富士川町営農飲雑用水事業特別会

計、富士川町下水道事業特別会計、富士川町箱原農業集落排水事業特別会計、いずれの会計に

おきましても資金の不足が生じておりませんので、傍線で表記してございます。 
 以上、ご報告させていただきます。 
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〇議長（芦澤益彦君） 
 以上で、町長の報告ならびに担当課長の説明が終わりました。 
 次に監査委員から、平成２３年度決算に基づく富士川町財政健全化判断比率及び資金不足比

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

ます。 
 代表監査委員、川住道夫君。 

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

ます。 
 ただいま、町長ならびに担当課長から説明がございました平成２３年度富士川町財政健全化

判断比率の算定基礎係数について審査を行いました。その結果についてご報告いたします。 
 それではお手元の資料の議案、報告第３号のうしろに意見書が添付されておりますので、ご

覧いただきたいと思います。 
 それでは、朗読をもって報告に代えさせていただきます。 
 （平成２３年度富士川町財政健全化審査意見書の朗読説明） 
 以上で、平成２３年度富士川町財政健全化等審査意見についての報告を終わります。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 以上で、平成２３年度決算に基づく富士川町財政健全化判断比率及び資金不足比率の報告に

対する意見書の報告が終わりました。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第５ 承認第１２号 「専決処分の承認を求めることについて」（平成２４年度富士川町一般

会計補正予算（第２号））についてを議題とします。 
 町長から、本案について提案理由の説明を求めます。 
 町長、志村学君。 

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

〇議長（芦澤益彦君） 
 次に、承認第１２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、承認第１２号の補足説明をさせていただきます。 
 （以下、専決処分書・平成２４年度富士川町一般会計補正予算の朗読） 
 第１表の歳入歳出予算補正の詳細につきましては、事項別明細書により説明をさせていただ

きます。 
 事項別明細書の１ページをお開きください。 
 （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、補足説明を終わらせていただきます。 
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〇議長（芦澤益彦君） 
 以上で、町長の提案理由ならびに担当課長の補足説明が終わりました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第６ 議案第５６号 富士川町防災会議条例及び富士川町災害対策本部条例の一部を改正す

る条例について 
   日程第７ 議案第５７号 富士川町公民館条例の一部を改正する条例について 
   日程第８ 議案第５８号 富士川町公園条例の一部を改正する条例について 

 以上の３議案は条例の一部改正案でありますので、一括して議題とします。 
 町長から、本案について提案理由の説明を求めます。 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
―――― ３議案の提案理由朗読説明 ―――― 

〇議長（芦澤益彦君） 
 次に、議案第５６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、富士川町防災会議条例及び富士川町災害対策本部条例の一部を改正する条例につ

いて、詳細説明をさせていただきます。 
 本条例の一部改正は災害対策基本法の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、必要と

なる改正を行うものであります。 
 富士川町防災会議条例中、第２条関係では防災会議の所掌事務について、第２号の「富士川

町の地域にかかる災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集する」となって

いたものを「町長の諮問に応じて、町の地域にかかる防災に関する重要事項を審議すること」

に改め、第２号の次に第３号とし「前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること」

を加えるものであります。 
 「防災組織を構成する者、または学識経験のある者のうちから町長が任命する者」を加え、

その定数を２人とするものであります。 
 また富士川町災害対策本部条例では災害対策基本法の一部改正に伴い、同法を引用する本条

例中に項ずれが生じたため、所要の改正を行うものであります。 
 以上で、議案第５６号の詳細説明を終わらせていただきます。 
 なお、例規集では第１巻の１１０１ページから１１０３ページのところに記載してあります。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 次に、議案第５７号の補足説明を求めます。 
 生涯学習課長、山田直君。 

〇生涯学習課長（山田直君） 
 議案第５７号 富士川町公民館条例の一部を改正する条例についての補足説明を行います。 
 現行条例では中央公民館、中央公民館分館および１５地区公民館の合計１７の公民館を規定

しております。しかしながら、そのうち地区公民館はその設置および運営の形態が根拠法であ
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る社会教育法第２４条において条例で定めるとしている公民館ではないため、地区公民館を社

会教育法第４２条第１項で規定している公民館類似施設として規定するために改正するもので

す。また中央公民館分館につきましては、公民館としての運営形態ではないため、本公民館条

例からは削除するものです。 
 改正条例をご覧いただきたいと思いますが、第１条の条例制定の趣旨につきまして、公民館

を設置する場合には条例で規定するとした社会教育法第２４条に基づくと改めるものです。 
 第４条の改正は、中央公民館分館および地区公民館を条例から削除し、公民館類似施設とし

て新たに規則で規定するために改正するものです。 
 例規集は第２巻、２７５ページになります。 
 よろしくご審議くださいますよう、お願い申し上げます。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 次に議案第５８号の補足説明を求めます。 
 建設課長、川住資農夫君。 

〇建設課長（川住資農夫君） 
 それでは議案第５８号 富士川町公園条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明を

させていただきます。 
 鰍沢地内の富士橋周辺の河川敷に整備してまいりました、水辺プラザが完成いたしました。

そこで名称を富士川水辺プラザ公園といたしまして管理するため、公園条例で規定されていま

す１６公園に新たに富士川水辺プラザ公園を追加するための条例改正でございます。 
 公園の規模でございますが面積が約４ヘクタール、それから公園の施設といたしましては多

目的広場、園路のほかベンチサークル、東屋、水飲み場、便所等を設置しております。 
 例規集は第２巻、２６５７ページから２６６０ページであります。 
 以上でございます。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９ 議案第５９号 平成２４年度富士川町一般会計補正予算（第３号）について 
   日程第１０ 議案第６０号 平成２４年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）に

ついて 
   日程第１１ 議案第６１号 平成２４年度富士川町介護保険特別会計補正予算（第１号）について 
   日程第１２ 議案第６２号 平成２４年度富士川町介護サービス事業特別会計補正予算（第１号）

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

〇町長（志村学君） 
―――― 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５９号の補足説明を求めます。 
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 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５９号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、補足説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 次に、議案第６０号の補足説明を求めます。 
 町民生活課長、依田正一君。 

〇町民生活課長（依田正一君） 
 それでは議案第６０号 平成２４年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）の

補足説明をさせていただきます。 
 裏面をお開きください。 
 （以下、平成２４年度富士川町国民健康保険特別会計歳入歳出予算補正事項別明細書朗読説

明） 
 以上です。よろしくお願いします。 

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

〇福祉保健課長（深沢茂樹君） 
 議案第６１号ならびに第６２号の補足説明をさせていただきます。 
 はじめに議案第６１号 平成２４年度富士川町介護保険特別会計補正予算（第１号）。 
 裏面をお開きください。 
 （以下、平成２４年度富士川町介護保険特別会計歳入歳出予算補正事項別明細書朗読説明） 
 以上でございます。 
 続きまして、議案第６２号の補足説明をさせていただきます。 
 平成２４年度富士川町介護サービス事業特別会計補正予算（第１号）。 
 裏面をお開きください。 
 （以下、平成２４年度富士川町介護サービス事業特別会計歳入歳出予算補正事項別明細書朗

読説明） 
 以上で議案第６１号、ならびに議案第６２号の補足説明を終わらせていただきます。よろし

くご審議をくださいますよう、お願い申し上げます。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 以上で、町長の提案理由ならびに担当課長の説明が終わりました。 
 ここで、暫時休憩します。 

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

再開 午前１１時２４分 
〇議長（芦澤益彦君） 

 休憩を解いて、再開します。 
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  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第１３ 議案第６３号 平成２３年度富士川町水道事業会計未処分利益剰余金の処分につい

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。 
 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６３号 富士川町水道事業会計未処分利益剰余金の処分についての件につきまして、

補足説明をさせていただきます。 
 第１次一括法により、地方公営企業法の一部改正がありました。この改正により利益剰余金

の減債基金等への積み立て義務が廃止されました。 
 施行日は２４年４月１日です。 
 新法においては、条例または議会の議決を経て利益剰余金を処分できることとすることにな

りましたので、今後の企業債の償還や建設改良の資金として、それぞれ利益剰余金を減債基金

へ２００万円、それから建設改良積立金に６００万円、積み立てを行いたくて提案するもので

あります。 
 なお、利益剰余金の処分は決算の認定を受けるまでに議決を求める必要があると総務省は公

営企業法改正後における剰余金処分の適用留意事項としていますので、決算認定前に提案する

ものであります。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１４ 議案第６４号 山梨県後期高齢者医療広域連合規約の変更についてを議題とします。 

 町長から、本案について提案理由の説明を求めます。 
 町長、志村学君。 

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

〇議長（芦澤益彦君） 
 次に、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６４号 山梨県後期高齢者医療広域連合規約の変更についての補足説明をさ

せていただきます。 
 次のページの別紙をお開きください。 
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 山梨県後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約ですけども、変更の理由につきま

しては住民基本台帳法の一部改正により、平成２４年７月９日から外国人登録制度が廃止され

ました。 
 外国人登録原票が閉鎖されることを受けて、山梨県後期高齢者医療広域連合会規約中の別表

にある外国人登録原票の表記を削除するため、規約の一部を変更するものであります。 
 附則の施行期日につきましては、関係市町村の協議が整った日から施行する。 
 それから経過措置としましては、規約の変更個所は共通の経費負担金の算定根拠に関わる部

分ですが、共通経費負担金の算定につきましては、前年度の３月３１日における関係市町村の

人口数に基づいて人口割、それから高齢者人口割を当該年度の算定に用いております。 
 したがって今回の制度の改正によりまして、選定の根拠を用いて算定することになるのは、

平成２５年３月３１日における人口割合による算定することになる。平成２５年度から共通経

費の負担金になるものであります。 
 以上、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１５ 認定第１号 平成２３年度富士川町一般会計及び各特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 
   日程第１６ 認定第２号 平成２３年度富士川町水道事業会計決算認定について 

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

〇町長（志村学君） 
―――― ２議案の決算概要朗読説明 ―――― 

〇議長（芦澤益彦君） 
 次に、認定第１号および第２号の補足説明を求めます。 
 説明者は簡潔明瞭な説明をお願いします。 
 まず、認定第１号の補足説明を求めます。 
 会計管理者、齋藤和彦君。 

〇会計管理者（齋藤和彦君） 
 それでは、認定第１号の富士川町一般会計及び特別会計の決算につきまして補足説明をさせ

ていただきます。 
 まず、一般会計から説明をさせていただきます。 
 決算書の前に綴ってあります一般会計特別会計総括表という表がございますけども、この表

によりまして、一般会計の全体をまず説明させていただきます。 
 （以下、平成２３年度富士川町一般会計歳入歳出決算付属書類朗読説明） 
 以上が一般会計の補足説明となります。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 説明の途中ですが、ここで休憩します。 
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 再開時刻は午後１時とします。 
休憩 午後１２時０１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。 
 引き続いて、認定第１号の補足説明を求めます。 
 会計管理者、齋藤和彦君。 

〇会計管理者（齋藤和彦君） 
 それでは引き続きまして、補足説明をさせていただきます。 
 次に特別会計、国民健康保険特別会計の補足説明をさせていただきます。 
 決算書の７ページをご覧いただきたいと思います。 
 （以下、平成２３年度富士川町特別会計歳入歳出決算付属書類朗読説明） 
 以上、一般会計、それから特別会計の決算の補足説明とさせていただきます。よろしくお願

いいたします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 次に、認定第２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） 
 認定第２号 富士川町水道事業会計決算認定について補足説明させていただきます。 
 決算書の２２０ページ以降をお開き願います。 
 （以下、平成２３年度富士川町水道事業会計決算報告書朗読説明） 
 以上で、補足説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 以上で、町長の決算概要の説明ならびに担当課長の補足説明が終わりました。 
 ただいま議題になっています認定第１号および第２号については、委員会条例第６条の規定

によって決算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査したいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、認定第１号および第２号の決算認定については決算特別委員会を設置し、これ

に付託の上、審査することに決定しました。 
 ここで、委員会名簿を配布します。 
 （ 配 布 ） 
 お諮りします。 
 ただいま設置されました決算特別委員会の委員選任については、委員会条例第７条第１項の

規定によって、お手元に配布しました名簿のとおり指名したいと思います。 
 これにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
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 したがって、決算特別委員会の委員は名簿のとおり決定しました。 
 ここで、暫時休憩します。 
 決算特別委員会委員は正副委員長互選のため、議員控え室へご参集ください。 

休憩 午後 １時３１分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午後 １時３４分 
〇議長（芦澤益彦君） 

 休憩を解いて、再開します。 
 休憩中に決算特別委員会を開き正副委員長の互選を行いましたので、議長から報告します。 
 決算特別委員会の委員長に望月邦彦君、同副委員長に深澤勝雄君がそれぞれ互選されました。 
 議案付託表、決算特別委員会日程表および現地視察日程表については、議会終了後配布しま

すのでご了承ください。 
 次に監査委員から平成２３年度富士川町一般会計、特別会計及び公営企業会計（水道事業会

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

を求めます。 
 代表監査委員、川住道夫君。 

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

の皆さまには大変お忙しい中ご協力をいただきまして、日程どおり無事に終了することができ

ました。このことにつきまして、厚く御礼を申し上げます。ありがとうございました。 
 当決算審査に対する意見書につきましては、一括して報告させていただきます。 
 なお、時間の関係もございますので、１ページの審査結果までの部分と最終ページの結びの

部分のみ朗読させていただき、報告に代えさせていただきたいと思います。あらかじめ、ご了

承願いますようお願い申し上げます。また、省略させていただきますページにつきましては、

後日ご確認をしていただきたいと思います。 
 それではお手元の資料により、報告させていただきます。 
 議案書の認定第２号のうしろに意見書が添付されておりますので、ご覧ください。 
 まず、１ページをお願いいたします。 
 （以下、平成２３年度富士川町一般会計、特別会計及び水道事業会計決算審査意見書朗読説

明） 
 以上で、決算審査意見書の報告を終わります。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 以上で、代表監査委員の決算審査に対する意見書の報告が終わりました。 
 川住代表監査委員には、誠にご苦労さまでした。厚く御礼を申し上げます。 
 １５番、保坂實君。 

〇１５番議員（保坂實君） 
 動議を提出します。 
 決算審査に必要な資料の提出を望みます。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ６番、齊藤欽也君。 
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〇６番議員（齊藤欽也君） 
 今、保坂議員から出された決算資料の提出についての動議に賛同いたします。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ただいま１５番、保坂實君から決算審査に必要な資料提出を望む動議が出されました。 
 この動議は１人以上の賛成者がありますので、成立しました。 
 これから、決算審査に必要な資料提出を望む動議を議題とします。 
 ここで１５番、保坂實君から決算審査に必要な資料の説明を求めます。 

〇１５番議員（保坂實君） 
 提出資料の一覧表を朗読いたします。 
 提出資料、これは１番から２４番までありまして、１番から申し上げます。 
  １．平成２３年度社会福祉協議会一般会計決算書。 
  ２．平成２３年度各行政委員会および各種委員会等、会議開催数。 
  ３．文化ホール決算・予算の推移（平成１９年から平成２３年まで）。 
  ４．平成２３年度文化会館自主事業収支報告書（催しものごと）。 
  ５．平成２３年度臨時職員月別人数、産休人数・介護休暇取得者。 
  ６．平成２３年度年間保守業務委託一覧表。 
  ７．平成２３年度市町村普通会計決算の状況。 
  ８．平成２３年度各小中学校児童生徒数。 
  ９．平成２３年度各保育所園児数。 
 １０．保育所保護者負担金の各保育所収入未済額（過去５年間の件数と金額）。 
 １１．平成２３年度保育所時間延長・一時預かり保育利用状況。 
 １２．平成２３年度町営バス決算（バス資料により）※デマンドバスを含む（登録者数、運

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

〇議長（芦澤益彦君） 
 保坂議員、自席にお戻りください。 
 これから、決算審査に必要な資料提出を望む動議を採決します。 
 お諮りします。 
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 決算審査に必要な資料提出を望む動議を決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、決算審査に必要な資料提出を望む動議は可決されました。 
 提出資料については議会終了後、配布しますのでご了承願います。 
 暫時休憩します。 

休憩 午後 １時５４分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午後 １時５５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１７ 認定第３号 富士川町道路線の認定についてを議題とします。 

 町長から、本案について提案理由の説明を求めます。 
 町長、志村学君。 

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

〇議長（芦澤益彦君） 
 次に、補足説明を求めます。 
 建設課長、川住資農夫君。 

〇建設課長（川住資農夫君） 
 認定第３号の補足説明をさせていただきます。 
 今回、認定させていただく路線でありますが、開発区域内の道路で路線名は最勝寺２０号線、

延長は５０メートルであります。 
 起点は最勝寺８２７番２地先、終点が最勝寺の８２３番２地先です。 
 場所につきましては、裏面の地図をご覧いただきたいと思います。 
 役場本庁舎の約３００メートルほど南側の最勝寺村中地内となっております。 
 よろしくお願いいたします。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 以上で、町長の提案理由ならびに担当課長の補足説明が終わりました。 
 以上で、本日の日程は全部終了しました。 
 なお、９月１０日の会議時間は富士川町議会会議規則第９条第２項の規定により、午前９時

に繰り上げて開くことにします。 
 お諮りします。 
 ９月１０日の会議時間を午前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、９月１０日の会議時間を午前９時に繰り上げて開くことに可決されました。 
 本日は、これにて散会します。 
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 ご苦労さまでした。 
 

散会 午後 １時５７分 
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開会 午前 ９時００分 
〇議長（芦澤益彦君） 

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

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３回富士川町議会定例会第２日の会議を開きます。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（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。 
 本日の議事日程は、お手元に配布したとおりです。 
 本日の会議に説明員として出席通知のありました者の職氏名は、一覧表としてお手元に配布

しておきましたとおりです。 
 また中村高志教育委員長には大変お忙しい中、ご出席をいただき誠にありがとうございます。 
 本日は、一般質問の日程になっております。 
 質問回数について、申し上げます。 
 会議規則第５５条の規定により３回までとなっていますが、今定例会に限り質問の回数は無

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

て３０分以内とします。 
 一般質問の通告者および当局者は、質問ならびに答弁の要旨を具体的、かつ簡潔にお願いし

ます。 
 なお、本日は報道機関から写真撮影の申し出がありました。これを許可しましたので、ご了

承を願います。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第２ 一般質問。 

 質問の通告者は８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、２番、長澤健君の一般質問を行います。 
 ２番、長澤健君。 

〇２番議員（長澤健君） 
 それでは通告に基づきまして、質問したいと思います。今回も地域医療について、質問させ

ていただきます。 
 ここにきて非常に急に買い取りの話が加速してきて、今月中にももう病院を買い取るという、
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非常に急いでいるような話になってきています。どうも住民を置き去りにしているような気が

してなりません。どうもこれは県が来年度の予算計上のため、また臨時交付金を使ってもらう

ためというようにしか見えません。町長も３つの条件が整ったと言っていますけども、ちょっ

と曖昧な部分も多くて、まだ納得できない部分もあります。 
 以前は鰍沢病院を起点として、その施設を活用して１つに集約して中核病院として機能を果

たすという地域医療体制調査検討委員会のシミュレーションパターンの５－１で、これは富士

川町としても納得して、一番コストがかからないということで納得して進めてきましたけども、

これは白紙になってしまいました。そして今度は県の指導によって、北部の地域医療連携部会

がスタートしました。今度は市川三郷町立病院も峡南病院もそのまま残して機能を分散すると。

この半年の間でじっくり検証していたとは、とても思えないような無謀な感じでございます。

そこで質問させていただきます。 
 北部地域医療連携部会での県の出したシミュレーションを、町でどう考えるか伺います。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 長澤議員の質問にお答えいたします。 
 ただいま冒頭に、ここで買い取るという動きが出てきて拙速ではないかというお話がありま

した。これは私、今、地域の懇談会でも話しておりますけども、足掛け３年半前からこの議論

は出ておりました。旧増穂町、旧鰍沢町の時代であります。そして医療再生計画が出て、市川

三郷町立病院と鰍沢病院の経営の統合が望ましいというのが県の最初の計画案であります。そ

れに基づいて調査検討委員会を立ち上げ、調査検討委員会では３病院の経営統合が望ましいと

いう答えを出しながら両町に検討をお願いし、市川三郷町も富士川町も議会へその部分を委ね

ながら、両町の結論を出してきたわけです。多少の附帯要件とかありましたけども、市川三郷

町議会も町も３病院統合が望ましい。富士川町議会も、町も３病院の統合が望ましいというこ

とで、調査検討委員会は終わりになって新病院設置協議会に移ってきたわけです。そういうこ

とを考えれば、そのときも３病院経営統合するのは一部事務組合なりが鰍沢病院と市川町立病

院を買い取って、峡南病院を廃止しながら経営の合理化を図っていこうということで、議会も

そのときに買い取るという結論がいったん出たんではないかと。ただ、これは富士川町が買い

取るんではなくて、一部事務組合が買い取るというご理解だったと思います。市川との話し合

いが白紙に戻ったことから、今回は県に、もっと県が主導的に動けという意見もいただきまし

たので、県が主導を取りながら今、医療連携案をまとめていると。この中では今度、富士川町

が病院を買い取ってこういう連携をしていきましょうという案でありますので、拙速という言

葉がありましたけども、決して拙速ではなくて、答えが遅すぎるというのが現状ではないかと

思っています。 
 ご質問の県の示した医療連携案について、町はどう考えるかということにお答えをいたしま

す。 
 新病院設置協議会が解散したことに伴いまして、山梨県が主体となり北部地域医療連携部会

において、峡南北部地域における医療連携の方向性、基本方針、基本目標、役割分担などにつ

いてこれまで３回の部会を開催し、協議を行ってきたところであります。 
 今回の地域医療再生計画では各病院の医師数、病床数および看護師の配置数、診療科目、経
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営の収支予測が目標値として示されているところであります。 
 医師の確保策としては、寄附講座による地域医療研修支援を受けるほか山梨大学医学部にお

ける地域枠の医師を戦略的に受け入れることによって、医師不足は解消されていくものと考え

ております。 
 看護師の確保につきましては県の第７次看護職員受給見通し等により、毎年３名程度の増員

が図られるものと考えております。 
 診療科目につきましては、医師の増加やローテーション勤務により充実されるものと考えて

おります。 
 経営の収支予測については、医療提供体制の充実を図ることで、鰍沢病院については黒字に

転換されるものと考えております。ただ、これは鰍沢病院が儲かればいいということではなく

て、医療連携ですから利益の分配ということも当然これからあるわけでありますが、全体でも

黒字になっていくものと考えております。 
 この計画策定には山梨大学も関与しておりますことから、これらを実現するに向けては大学、

県、地域の三者が緊密に連携を行い、それぞれの役割分担に基づいた機能強化を図り、各病院

の強みを生かした高度な医療連携を進めることが重要であります。こうしたことを実施するこ

とによりまして、県の示した計画の実現が図られるものと考えております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ２番、長澤健君。 

〇２番議員（長澤健君） 
 医師の確保の部分はこのあと質問させてもらいますので、収支予測という部分ですけども、

シミュレーションですね、２年度から黒字に転じるという予測ですけども、ちょっと僕も県内

１２の市町村の公的病院を調べさせてもらいました。町長が懇談会で言った中核病院として位

置づけの見本となる甲府市立病院は毎年甲府市が１４、１５億円補填しているので一応、黒字

と言われていますけども、市から１４、１５億円は補填しています。県立中央病院、北病院は

独立行政法人になって黒字化したと言いますけれど、これもやはり県が４０億円、病院に繰り

出しをしていると。これは黒字になったと言いますけども、これは黒字とは言えないと思いま

す。 
 今回、この病院を買い取っても山梨県はこの病院に対して金銭の支援はしないといっていま

す。ということは、もしかしたら赤字になる可能性はありますけども、もしも赤字になったと

きですね、町長は町民の税金は増やさないと言っていますけども、もし赤字になった場合はど

のような対処方法をしていくのか、ちょっと教えてください。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 すみません、ちょっとうまく聞き取れない部分がありましたので、もう少し声が通るように

お願いしたいと思うんですが、買い取った病院がもし赤字になった場合というご質問でよろし

いでしょうか。県立病院にしてもどこの医療機関にしても、各自治体からの支援部分はありま

す。県も４０億円程度の支援はしている。それ以外の自治体病院もしております。これは地方

公共団体がそういった病院を持つことによって、交付税というものが入ってきますので、その
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部分は地方公共団体が使えるわけではありませんので、病院の医療のために使っていくという

ことですから、それを出していくわけですけども、それでもなお、まだ赤字が出た場合の質問

だと思います。 
 税金が上がるという言葉が片方にありますけども、そういった会計が赤字になったからって

税金を上げるようなことは、この地域においても日本全国においてもこれまでありませんので

当然、富士川町が持ったときにもないと思っていただいて結構だと思います。 
 目的税として、また新たに税金をかける場合は別かもしれませんけども、役場の経営が、ど

この会計が赤字になったからということで税金を上げるようなことはありませんので、役場全

体の総債務、そしてまたその入ってくるお金をどう分配していくか、予算でそれはやっていく

ということになると思います。当然、この予算の分配のときには議会の議決を経てお金を使っ

ていくということになりますので、病院を持ったからって、仮に赤字になったからってそれで

税金を上げるようなことはないと思っていただいて結構だと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ２番、長澤健君。 
〇２番議員（長澤健君） 

 それは分かるんですけども、やはり赤字になればどこかでサービスは必ず低下する、金をま

わさなければならないということでサービスは低下すると思います。合併特例で今、地方交付

税がありますけども、あと何年かでその部分が減ってきてしまうということで、非常に富士川

町の財政も厳しいと思いますので、今、ちょっとはっきり明確には答えていただけませんでし

たけども、ぜひこの部分は非常に町民も危惧していると思いますので、明確に今後出してもら

いたいなというふうに思います。 
 あともう１個、シミュレーションの中で富士川町が病院を買い取るという中で、地域医療再

生臨時交付金が使えるというふうにあります。大体７億円というふうには聞いているんですけ

ども、実際、本当にいくら出してくれるのか。そして病院というのはいくらで買い取れるのか。

町長は町で１円でも出すのなら買わないとまでも言っていましたけども、実際の本当に正しい

数字というのがもし分ければ教えてください。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 計画の中は当初からこの北部地域で病院買い取りの経費、はっきり病院買い取りとは出てい

ません。医療体制を整備していくということで、当初５億円の予算計上がされていました。こ

の間に執行できなかった経費もありますので、今はその部分が１１億円に上がっております。

当時７億円でしたか、それが今、１１億円に上がっています。その１１億円のうち中南部で４億

円、執行する予定でおりますので、北部地域は７億円という予算になっております。 
 ただ、この本家本元である医療再生計画が当初のものは国の承認も得てなっているんですが、

地域でまだ足並みがそろっていないということから、計画自体は承認されておりますけど、執

行が承認されておりません。そこで今回、県のつくった医療連携案が地域で承認をされ、峡南

の地域医療連携協議会で他町村、身延、南部、早川の町長もいますけども、そういうところで

も了解を得て、そして県の医療審議会を通って、国の医師会を通って、みんないいよと言えば

これは使えますので、そういうときにはこの地域で７億円、現状ですね、７億円の経費は経営
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統合あるいは医療連携の部分に使っていけるんではないかなと思っています。 
 そしてそういう状況ですから、今、病院がいくらかという具体的な話はまだしておりません。

ただ、私もこれまで厚労省へ行ったり、ＲＦＯに行ったりして無償譲渡をしてくださいとか、

うちの予算はこの範囲ですとかという話はしてありますので、向こうでもここの予算はいくら

ということは承知をしていると思っております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ２番、長澤健君。 
〇２番議員（長澤健君） 

 この７億円はまるまる買い取りに使えるということで、病院がまだいくらかはっきり確定し

ないと言いますけども、いずれ富士川町が買い取らなければならないので、ぜひこの金額とい

うものはしっかりとこの鰍沢病院いくらでという正しい値段というんですが、金額は聞いても

らいたんですけども、どうですか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 向こうも安易に答えが出せるわけではないと思います。簿価でいけば７０億円とか８０億円

とか聞いています。それをいくらで、交渉するには富士川町さんで買い取ってくれますねと言

われたときに、うちはまだ何にも言えない状態なんです。そこがなければ、細かい交渉には入っ

ていけない。ですから大枠でこういうことがこれで進むといえば、これから詳細に決めていか

なければならないのは病院の価格だけではなくて、いろんなものに出てくると思っています。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ２番、長澤健君。 
〇２番議員（長澤健君） 

 そういう部分は買い取る、買い取らないにかかわらず、金額というのは明確にしながら話は

進めていくべきだと思いますので、ぜひこの鰍沢病院の買い取る意思があるのであれば、金額

のほうをぜひ、交渉を先に進めてもらいたいなというふうに思いますけども。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 今のお話を聞いていますと、まだ町としても結論が出ない前にもう買い取る交渉をしてよろ

しいということでしょうか。私はそうではないと思いますね。やはりこの問題は議会と方向性

を決めてからやっていかなければ、厚生労働省もスーパーマーケットの値段を付けるわけでは

ありませんから、今、値段を付けるわけではない。最後は入札になるか、随意契約になるか分

かりませんけども交渉ごとだと思います。この交渉ごとには相手の腹が据わっていなければ、

やすやすと交渉に乗るわけには向こうもいかないと思いますので、まずこの県の示した、今回

は医療再生計画が良いのか悪いのかという判断を、この月中にしていきたい。経営統合なのか、

共同管理なのか、そしてまたどういうふうな、これから行う、していくなのかは、これから、

あと市川三郷町もおりますので、その両者で決めていかなければならないんではないかなと

思っています。 
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〇議長（芦澤益彦君） 
 ２番、長澤健君。 

〇２番議員（長澤健君） 
 非常に大きな買い物ですので、たしかに交渉、買い取る前に金額を聞くのは失礼かもしれま

せんけども、やはりそういう部分も町民はまず理解しなければ、なかなか買い取りという部分

には賛成はできないと思いますので、そういう部分もはっきりとしていってもらいたいなとい

うふうに思います。 
 それでは、次の質問に移りたいと思います。 
 県は鰍沢病院を富士川町で買い取って、市川三郷町、峡南病院と医療連携、共同経営の提案

をしてきました。前回の統合が白紙になってまだ半年しか経っていないんですけども、ここで

急にまた展開が変わってきました。まだ全然その部分は十分に協議がされていないようには思

いますけども、市川三郷町と峡南病院との連携の話し合いはしてい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） 

 市川三郷町立病院と峡南病院ですか。今度の医療連携の主なものにつきましては、市川三郷

町立病院と鰍沢病院が主体となった医療連携ということでありますけども、市川三郷町と峡南

病院の連携の話というのは、市川三郷町と峡南病院、町と峡南病院の連携は特には、問題の側

面ではあると思うんですが、直接は。病院同士の連携をやっていきますので。町立病院と峡南

病院の連携ということでしょうか。質問の内容がちょっと分からなくて、市川三郷町と峡南病

院の連携というのは何を指して言っているのか、ちょっと。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ２番、長澤健君。 
〇２番議員（長澤健君） 

 今回、連携のための病院の役割分担というのが出ましたよね。鰍沢病院は基幹型診療、市川

三郷町立は総合診療型病院、峡南病院というのはケアミックス型病院というのが出ました。市

川の町立病院は、要は町医者のような存在ですよね。手術も救急医療もできません。峡南病院

というのはケアミックスということで在宅医療や介護の部分を賄うということで、やはりこの

役割分担もそれでやっていくわけですから、そのへんも市川三郷町立病院も峡南病院も納得し

ているかどうか、それをお伺いします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 県の医務課から今回、提案されています地域医療再生計画医療連携案につきましては、市川

三郷町立病院長、そして鰍沢病院長、峡南病院長、そして県と医大の医学部による話し合いの

中でこの素案がつくられております。町が関与しているかどうかというのは定かではありませ

んけども、市川町立病院は市川三郷町の経営体でありますので、町長とかということではなく

て、病院長が入りながらこれが望ましい医療の連携策だということを出していただいておりま

す。そしてその中で、県が２案の経営方針をつくったというところですが、いずれの場合にお

いても経営統合、または高度な医療連携をして、富士川町が鰍沢病院を買収というのが必要と
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なる。これは先ほど言ったように３病院の院長、医大、県が入りながらそしてその素案を今、

市川三郷町と富士川町に提案しているというふうに理解しております。 
 ですから十分に、峡南病院の院長もこのあれには入っていまして、この前の部会のときにも

見事な案だと小川院長は言っていますので、十分そのへんは承知していると思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ２番、長澤健君。 
〇２番議員（長澤健君） 

 それぞれ市川三郷町立病院の院長も峡南病院の院長も、市川は総合診療型病院で、峡南病院

はケアミックス型病院でいくということに納得してい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） 

 そういう医療に現在、携わっている人の中からこの素案が提案をされていると。あとは医師

会とか両町とか、そういうものがこれに対して部会のメンバーですので、最終的には部会で了

承していかなければならないんですが、その前に市川三郷町はこの案でいいのか、富士川町も

この案でいいのか、この２案を提案していますので、この全体と含めて経営の形、２案を提案

していますので、それぞれの地域でご判断をいただきたいということで、今、投げかけられて

いるところだと理解をしております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ２番、長澤健君。 
〇２番議員（長澤健君） 

 では病院のほうは納得しているということで、もしこれで鰍沢病院を富士川町が買い取って、

この話は進めるということなんですけれど、ただ市川三郷町として、町としても病院連携をし

ていくわけですよね。町と富士川町で。その中で市川三郷町のほうもそのへんは納得している

のか。もし納得しないまま、では富士川町が買い取りましたと。そうすると、今度は単独で経

営をしていかなければならないので、ぜひこの市川三郷町の意見というのを教えてください。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 富士川町は当初から議会の皆さんとも一緒に協議をしながら進めておりました。だから、今

回、こういった地域に委ねられた問題を文書をもって議会に投げるようことはしないつもりで

います。問題を共有しながら、一緒に検討しながら富士川町としての最終判断を出していけれ

ばなと思っております。 
 市川三郷町のほうは、町長さんから議長さん宛てに医療連携案の項目について議会の判断を

お願いしたいということで、文書で提案しております。そしてその期限は９月１４日と聞いて

おりますけども、それは市川三郷町のこういった問題集約の考え方だと思っております。 
 市川三郷町とうちとはちょっと判断をする内容が違うんですね。市川三郷町は今、病院を持っ

ています。その病院をこれからも地域の医療を守っていくためにどう活用していくか。その案

が今度の連携案で出ていますから、こうした鰍沢病院、あるいは峡南病院とそうした連携、医

療の連携がいいのか。そして医師をローテーションで動かすといっていますので、そういう医

 ３３



師の配置でいいのか。診療科目も増えるといっているけどもそれでいいのか、こういう問題を

市川は検討していかなければいけない。富士川町はまた、今まで病院経営をやっておりません

から、お医者さんたちがこうやって決めた望ましい医療体系、医療体制であればそれはそれと

して、うちの一番大きな問題は地域医療を守るために病院が必要か否か。それを富士川町が、

３病院なければ今の構想が絵に描いた餅になりますので、そういうことを加味しながら富士川

町が病院を取得する。取得するといっても先ほど言ったように身銭をきって取得ではなくて、

地域医療再生交付金を活用して取得ということはこれまでも言っておりますので、できるだけ

その範囲内で取得できるように、方針が固まれば努力していくということになると思いますけ

ども、市川三郷町の状況は今、そんな状況であります。これから議会のお答えをいただく中で、

市川三郷町の役場としての考えをもう一度、集約していく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） 

 ２番、長澤健君。 
〇２番議員（長澤健君） 

 市川はたしかにもともと病院を持っているということで、今後も富士川町と考えが違うと思

うけども、市川としてみれば、やはり今の病院をもう少し充実してもらいたいというのであれ

ば、逆に市川に今の臨時交付金をすべてやって市川三郷町の病院を建て替えさせて、そして市

川の医療を充実させるというのも手ではないかと思いますけども、そのへんはどうでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 今回の医療再生臨時交付金はただ単なる地域の施設を整備する、あるいは器具を整備すると

いうための交付金ではありません。これを活用することによって病院の集約化とか、医療の高

度な連携ということを目的として２５億円が使われるようになっておりますので、ただ単に市

川の病院が建て替えが必要だから、その交付金を使って建て替え、これは国のほうでＯＫして

くれないと思います。もっと言えば市川が鰍沢病院まで全部集約をして、全部あそこへ建て替

えますよと。それで鰍沢病院をなくしますよといえば、これは使える話だと思います。大きな

医療改革になりますので使えると思いますので、そんなことをうちのほうから市川に、一杯飲

みながら笑い話では言えても、背広を着てネクタイをして面と向かって言うわけにもいきませ

ん。これは市川が判断することでありますので、それは市川の皆さんがこれから地域の住民の

皆さんの意見も聞きながら、どこまでどういうふうな計画をつくるかは市川のご判断だと思っ

ております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ２番、長澤健君。 
〇２番議員（長澤健君） 

 分かりました。それでは次の質問に移ります。 
 ３月７日の市川三郷町と富士川町新病院設置協議会、医療機能部会、僕がオブザーバーで出

席したときに、山梨大学医学部附属病院の佐藤教授の、鰍沢病院だけに医師を送ることは無理

だという言葉がどうしても頭から離れません。山梨県内も医師が不足しているわけですけども、

その医師不足はすべてそこの医大が賄っているということで、そんな中で医師を段階的に増や
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して平成３６年には２０人の常勤医師を目標とありますけども、このへんは本当に可能かどう

か、町の見解を伺います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 今回の医療再生計画の中には、医師確保における基本的な考え方が示されております。大学、

県、地域の三者が緊密に連携をした取り組みの成果として医師の確保が可能になるのであって、

１つの団体、機関のみの努力では実現できないことを相互で確認しつつ、段階的に医師を増や

していくことを関係者間の共通目標として掲げていこうということになっております。 
 医師の見通しとすれば、こういった計画がおおむね了解を受ければ、現在も予算執行の項目

にあります医大に寄附講座を設けるというのも、あと２年残っております。そして２年後には

２５年度で地域医療再生交付金は終わるんですが、そのあとも医師確保というのは十分必要に

なってきますので、そのときには医大にあります地域枠の医師がこれからも３５名程度ずつ出

てきますので、そういう人たちを研修できる機関として地域にそういう医療機関を置いておく

というところで、医大も今、自分の医大だけでは当然、手術も計画どおりにまわしきれない状

態ですから、医大を中心とした近隣のそういった中核病院を活用する中で医師養成、これから

の専門医を目指す、お医者さんのたまごを養成していくための地域医師研修センターといいま

すか、地域医療センターといいますか、そういうものを必要としておりますので、いずれにし

ても医大と県と地域と、地域は病院と役場ですが、そういうものが連携をしながら取り組むこ

とによって、当面３名、鰍沢に内科はいないわけですから、当面３名、内科医がほしいわけで

すが、あとは９年かけて７名の医者を充足していきたい。これが目標でありますけども、みん

なで努力をするということだと思っております。可能だと思っております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ２番、長澤健君。 
〇２番議員（長澤健君） 

 この目標をうちは可能ということですけども、今の寄附講座とか地域枠とか地域医療研修セ

ンターという言葉が出てきましたけども、ちょっと１つずつ聞いてみたいんですけども、寄附

講座というのはあと２年で終わりですよね。その寄附講座がある間は指導員が３人、研修医が

３人確保できるという部分ですけども、もしその寄附講座がなくなってしまったあとの医師の

確保という考えはどのように考えているんでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 今、お答えしました寄附講座は２５年度で終わります。今年、来年しかありません。その後

は、この寄附講座をさらに設けるかどうかは新しい経営体のまたご判断になると思いますけど

も、寄附講座がもしなくなった場合においても山梨県医大には地域枠というのがあります。

３５名。この地域で医者を、別枠で医学生をとって、そしてその人たちは一定期間、この山梨

県で就業するという縛りもしてありますので、そういう人たちを活用していく。今もあるわけ

ですけども、研修する場所がなくて京浜地方、あるいは中京圏へ出てしまうという状況ですの

で、医大もそういうことを懸念する中で甲府市立病院を今度は研修センターとして指定をしま
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した。６名、すぐお医者さんが行きました。これは新聞にも出ていたとおりでありますが、医

大を中心としてということですから、北へ南へ、近場で医師が研修できる。医師を送れば指導

医も行かなければなりません。指導医は医大の先生ばかりではなくて、地域の開業している先

生も、腕のある先生は指導医として行っておりますので、そういう人たちの行きやすい場所に

医師の研修センターを設けたいということでありますので、その地域枠の先生も活用する中で、

私は可能ではないかなと思っております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ２番、長澤健君。 
〇２番議員（長澤健君） 

 僕もちょっと病院関係、勤めている友だちが結構いまして、いろいろ聞いているんですけど

も、やはりこの地域枠という部分もたしかにどの病院も期待はしていますけども、確実に山梨

県に来るかもまだそんなに明確ではありませんし、その３５人が山梨県中の病院に散ってしま

えば、たぶん鰍沢病院もそんなに数、下手すればゼロという可能性もあります。ある程度、生

徒の意思に任せるということで、鰍沢病院に本当に来るかというような確定はできませんので、

この地域枠という部分も定かではないと思います。 
 また地域医療研修センターですか、これは医大がやってくれるということなんですけども、

これはもう医大から、本当に鰍沢病院をそういうふうな研修の病院にするという確約は取れて

いるんでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 確約というお話がありましたが、まだこれがこのまま動くかどうかが分からない中で確約は

できないわけであります。地域がそういう努力をしますよと。地域もそうやって活用してくだ

さいよという話が正式に出て、医大もではそうしましょうという話になると思います。ただ、

すべてが決まってからばかりではいけませんので、私も、議員さんも一緒に行ったときであり

ますけども、医大の院長、副院長、ぜひそういった地域の医療を確保するため、この一番のも

とはお医者さんの確保ですから、医大が新しくなるこの鰍沢病院を医師の研修センターとして

使ってくれませんかと。医大はそう言ってもらえばありがたいですと。今すぐにはできなくて

も、１、２年猶予があればそれは確実にできますよと。今、私が言ったように医大も自分の地

域枠のお医者さんを手元に確保しておきたい、これは十分、分かりますので地域枠がその地域

に残るかどうかは不確実、当然そうだと思います。先ほど来言っていますように、医大と県と

地域が連携をしながら、そしてこういった１つの団体のみで、１つの機関のみに任せていたん

では今までどおりだということをみんなが認識をして、全員でなんとかこの地域に医者不足の

解消を図っていくという、共通に認識のもとでやっていかなければ、地域枠があるからといっ

て横を向いていたんでは、先生は来ないと思います。せっかくそういった地域枠があるんです

から、それを最大限活用できるような、また受け皿づくりを地域はつくっていかなければ、高

みの見物ではお医者さんは来ないと思っております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ２番、長澤健君。 
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〇２番議員（長澤健君） 
 言っていることは分かります。ただ、本当にこういう部分というのはやっぱり、富士川町が

買い取るという意思を示してからすべて動き出すという、非常に危険な部分もありますので、

やっぱりある程度、予測というかそういう部分はしていかなければいけないかなというふうに

思いますので、ぜひそのへんも、医大との話ももう少し詰めていただきたいんですけども。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 先ほど来言っていますように、この医療再生計画案は医大も入って作っているんです。医大

の思いも入っているんです。地域のお医者さんの思いも入っているんです。こういう中で、あ

とは行政がこういう医療体制、役割分担、こういうことでいいのか、そして富士川町も大きな

買い物をしてもらわなければならない、これでいいなのかという、今、そこのところまできて

いると思うんです。これも医大も入って作っている案ですから、医大をそっちのけにして作っ

ているものではありません。当然、お医者さんを今までもこれからも医大からいただかなけれ

ばならないんですから、医大をそっちのけでこんなものはつくれませんので、医大の入る中で

作っております。医大からも、医大にばかり期待を持たれても困る。地域も県もみんなで協力

してもらわなければ、お医者は行けませんよという話し合いの中から、この三者がそれぞれの

役割を認識しながら連携をとって、努力をしましょうということになっております。そういう

中でやっておりますので、医大も、これまでも医大と全然話をしなくてやってきているんでは

ないので、私も数えきれないほど医大へは行っています。こちらから行ったこともありますし、

向こうから呼び出されたことは何回もあります。１人で行ったこともありますし、議会の皆さ

んも一緒に行ってもらったこともあります。相当、バトルはやっています。医大とは。とても

ここでは言えないぐらいの言い合いをする中で、こういうものを決めてきておりますので、医

大も一緒にこれはやっていると思っていただいて結構だと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ２番、長澤健君。 
〇２番議員（長澤健君） 

 分かりました。佐藤教授の言葉がちょっと僕、頭から離れなかったもので、今こんな質問を

させてもらいましたけども、ぜひ医大からもしっかりとした確約をいただけるようにしていた

だきたいなと思います。 
 それでは、次の質問にいきます。 
 僕はまだ、このＲＦＯが鰍沢病院を見捨てたとは思えないんですね。資料を出すのが面倒く

さいからあれですけども、もう少し国の動向を見守るべきだと思うんですけれども、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） 

 ＲＦＯと国の動向についてのご質問でありますが、ちょっともう一度、この問題を整理させ

ていただきたいと思います。 
 この峡南北部地域の医療問題につきましては、国の地域医療再生臨時交付金の決定を受けま
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して地域医療が長期的に安定した地域医療体制のもとで確保できるよう、市川三郷町立と鰍沢

病院による経営統合、または医療連携として医療体制調査検討委員会を設けて再生計画を進め

てきたところであります。 
 そして、この調査検討委員会の検討結果案を市川三郷町と富士川町に示したところ、両町と

も市川三郷町立、鰍沢、峡南の３病院の経営統合が望ましいとのご判断をいただいたことから、

医療体制調査検討委員会というのを廃止しまして、新病院設置協議会に改組いたしました。そ

して市川町立、鰍沢、峡南の３病院の持つ医療資源を集約して経営統合することで、運営、経

営基盤の強化、地域住民の希望に応える地域完結型高度医療を進めることとしてきたわけであ

ります。このようにいずれも鰍沢病院を含んだ経営統合でありますので、その間、鰍沢病院に

対する厚生労働省や全社連、ＲＦＯなどの考え方を確認してまいりました。 
 こういう中で、厚生労働省は独立行政法人は経営の合理化を図ることが目的であるので、最

終的に赤字の状態が続けば、閉鎖されることもあり得ると。現に国立病院機構においても、独

立行政法人移行後に閉院した医療機関も２例もありますという話を受けています。地域の医療

体制の維持が見込まれて地元自治体との合意があれば、どの病院も譲渡の対象になり得ますよ

というのが厚生労働省です。 
 また一方、全社連は譲渡の暁には職員は全社連の職員ですから退職金はすべてうちが払うの

が原則ですと。そして鰍沢病院の累積負債についても、各病院で経営努力をしているので内部

決定をみなければいけませんけども、全社連の負担だと考えています。職員は原則的に全職員

を新しい病院のほうで継承してほしいという意見もいただいております。 
 またＲＦＯは、われわれは厚生省から管理を委託されているだけですから、厚生労働省から

譲渡の指示があれば、それに従うということをいただいています。 
 こうした中で、昨年６月に独立行政法人の健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法

律が成立して、いわゆるＲＦＯが年金福祉施設等の整理合理化を目的とした組織から、今度は

病院の運営を目的とした組織に改組されたところであります。しかし新病院設置協議会におけ

る３病院の経営統合というのは、遅々として進んでいない状況でありました。結局、この４月

には白紙の状態ということになったところでありますが、そうしたことから先ほど来、話して

いますよう、今度の地域医療再生計画を県にもういっぺん主導権を任せ、そして新たに経営統

合や高度な医療連携が進んできている。そういうことから、またさらに県とともに直接、ある

いは地元選出国会議員を通じて改正ＲＦＯになったあとの厚生労働省とか全社連、ＲＦＯに鰍

沢病院の新機構への移管などに対する考え方を確認すると同時に、新組織の傘下病院となる鰍

沢病院の院長にも病院長会議、４回ほど開かれております。そういう中での新機構のビジョン

の具体化に対するワーキンググループの報告を受けておりますので、それを受けた感想などを

お伺いしてきたところであります。 
 そうした結果、厚労省あるいは全社連、ＲＦＯの考えは以前と全然変わっていないこと。ま

た病院長は新機構に移された場合でも短期貸付はされるようですがその内容も定かではなく、

経営状況によっては病院の規模・縮小、これは職員のボーナスを削るとかなんとかというのは

これはもう明記されておりますけども、そしてまた儲からない診療科目は減らしていくとか、

病院の規模・縮小とか、診療科の廃止などといった経営の見直しは図られるなど、長期的に安

定した地域医療が確保されないということを、鰍沢病院の院長は危惧しているということであ

ります。 
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 県もこうした厚労省とか全社連とかＲＦＯ、また病院長の意見も聞きながら今回の新たな医

療連携案を提案してありますので、町としても県の示した連携案に対して、これから議会と一

緒に判断をしていきたいとこんなふうに考えております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ・・・町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 厚労省もＲＦＯも全社連も、全社連はここまでもう、職員の給与とか身分とかそういうこと

もいっています。そこまでいうということは、あの人は持ち続ける気がないなということと同

時に自分たちの口からは譲渡対象ですよとは言えない。地元から手を挙げてくれれば、すぐ応

じる。こういう状態に今、なっているんではないかなと私は個人的に理解をしております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ２番、長澤健君。 
〇２番議員（長澤健君） 

 長くて、ちょっと頭が整理つかなかったんですけど、黒字になればいいんですよね。病院と

いうのは。鰍沢病院。そうすればＲＦＯもなんとか残しつつという考えなんですよね。そのへ

んはどうなんでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 黒字になるかどうかも、その時点の黒字ではないと思うんですね。特に山梨県の場合は２病

院を持っているんです。病院を２つ。甲府に１つ、鰍沢に１つ。甲府のほうは今後も持ち続け

ようということで、一時建て替え案も宙に浮いたときがありますけども、今はもう建設に入っ

ています。向こうは必ず持つだろうと。そういう中で私ども、ＲＦＯ、全社連、厚労省に１県

に２病院あるところはどうなるんですかという話をしています。それは今のところ考えていま

せんということであります。短期的に黒字になっても、これからはずっと改正ＲＦＯが独立行

政法人のもとで全国の病院経営をしていくんですが、全国の病院経営は個々の病院が経営する

んですね。その連合体が独立行政法人の改正ＲＦＯになっていると思います。一生懸命やった

病院と一生懸命やっても赤字になる病院。赤字になる病院は今のところ、そこの赤字負担を負

うとは病院長会議でもいっていないんですが、短期貸付といっているんです。短期貸付は半年

なのか１年なのか３年なのか、よく分かりません。そこのところは鰍沢病院の院長も危惧して

いるところだと思うんですが、それが返せないようであれば職員の賞与はまずカットしていき

ますよ、そして規模も縮小していきますよ、最後は病院長の責任でなんとかしなさいという、

今、尾身院長の説明なんですね。資料もそういうふうに出ていますので。それを病院としても

危惧している。鰍沢病院が黒字、赤字ということに関係なく、厚労省の考え方もまだはっきり

分かりませんけども、１県に２病院あるところは１つにしていくのか、黒字の病院は廃止して

いくのか、譲渡対象にしていくのかというのは私にもよく分かりませんけども、いずれにして

もこの地域は地域医療再生交付金を活用しながら地域医療の再生を考えている地域ですので、

それは厚労省のお金を使っていますから、厚労省もそれを認可して、いいよということでその

２５億円が使えるようになりますので、ここが地域医療は今のままでいいよということであれ

ば２５億円、このまま返上すればいいわけですが、今の状態では困る状態が続いていますので、
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県も医大も地域も一緒になって、どの方策がいいか分かりませんけども、今みんなで汗をかい

ている、その最中なんです。これを拙速とかなんとかというよりも、本当に今、決めなければ

この地域医療は崩壊して終わりになります。その危機感を持って、この問題を扱わなければこ

の峡南の医療というのは二度と再生できないんではないかと、私は思っております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ２番、長澤健君。 
〇２番議員（長澤健君） 

 僕も地域医療を守るということは賛成なんです。ただ、今こうやって一番危惧しているのは、

やはり町民に負担をかけずに病院というか、地域医療を守れるかどうかというところを僕は期

待しているわけでして、いろんな病院の話を聞かせてもらう中で、やっぱり病院というのは院

長の努力なんですね。たぶん中島院長が努力すれば内科医３人ぐらいは、個人攻撃になってし

まいますけども、病院はなんとかなるという話も聞いていますので、僕はＲＦＯは、鰍沢病院

は、富士川町のものではないんですけども、そういう部分を例えば院長に努力する要請とかを

しながら、やはりあの病院は国で持ってもらいたいという僕の願いですので、町からもそうい

う部分の要請は一度はしてもいいかなというふうに思いますけども、これは僕の思いですので、

それでは次の質問にいきたいと思います。 
 厚生労働省、年金局、事務企画課、社会保険病院等対策室から病院譲渡の変更案が出ました。

山梨大学医学部でも社会保険鰍沢病院を買い取ることができるという改正案なんですけれど、

この部分で山梨大学医学部にも買い取りを働きかけるべきだと思いますけども、町の考えを伺

います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 ８月１０日に県の第３回医療部会が開催されまして、今、皆さんご承知の医療連携案が提案

されたわけでありますが、その後、平成２４年、今年の８月１４日付けで厚生労働大臣からＲ

ＦＯの理事長宛ての通知がありました。保健医療に関する教育研究を行う学部、または学科を

置く大学を設置する者も今度、そういった病院譲渡を受けることが可能となるという通知であ

ります。 
 この通知に基づいて、仮に山梨大学が鰍沢病院を買収した場合、国立大学法人であるために

累積赤字という、３０億円近い累積赤字というものはどこに残るのかということがあります。

解消されないということですね。たぶん国と国の機関ですから、その赤字を国が買ったからっ

て、それは終わりですよとうやむやにしてしまうわけにはいきませんから、その累積赤字が解

消されない。それと地方公共団体が持つことによって、地方交付税あるいは特別交付税という

交付税措置があるんですが、大学は国の機関ですから交付税の措置は一切ありません。そして、

また買い取るときの地域医療再生交付金も、国が国の金を使って別個の、文部科学省に買収費

の予算が計上されれば別ですけども、今回の医療再生交付金を使うことはできない。こういう

ことから、町として安易に大学に病院を買ったらどうでしょうかということは言えないんでは

ないかなと、こんなふうに考えております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ２番、長澤健君。 
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〇２番議員（長澤健君） 
 この累積赤字の部分もみれないとかという話ですけども、ちょっと話が戻ってしまいますけ

ど、もし全社連が鰍沢病院を買い取った場合というのは、その鰍沢病院の借金はチャラになる

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） 

 この借金は全社連がつくった借金なんです。全社連が。自分のつくった借金を自分のところ

で病院を買うから今までの借金をチャラにしてくれと、これは国へ返すということですね。そ

れか全社連の傘下団体、傘下病院、例えば黒字の病院ということですね、みんなこの借金は今

度ゼロにしますから、皆さんのところでみてくださいと。自分が持ったんではそれは無理だと

思うんですね。これを今回売るにつけ、ただ持ち続ければ毎年毎年赤字が出るから、今回整理

をするんだよと。整理をすることによって、今後も新たな負債は増えないということで傘下団

体にご理解をいただかなければ鰍沢病院の累積赤字も解消はされないと思うんですが、全社連

の役員は、全社連がつくった赤字ですから、これは全社連が負うのが大原則ですとこういって

いるわけです。全社連が全社連の施設を、自分で自分の施設を買うということはまず考えられ

ないんではないかなと思っております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ２番、長澤健君。 
〇２番議員（長澤健君） 

 例えば富士川町が鰍沢病院を買い取ったときには、今、鰍沢病院の累積赤字というのは富士

川町にはこないということですよね。 
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、言っていますように全社連のつくった負債ですから、全社連がそれをみるのが原

則です。ただ全社連も各病院の集合体ですから、各病院の意見は伺わなければなりませんけど

も、全社連がそれは自分たちがつくったものですから人に負わせるのはおかしいと。私どもは

負うのが大原則だと思っていますと。 
 それと今いる医療従事者についても全社連の職員ですから、全社連の職員の退職規定に基づ

いて退職金も全部払う。ただ身分だけは新たな病院で継承してくれないかと。ここまで具体的

な話をしてくるところに、売る気がもしなくて自分のところで経営するつもりがあれば、門前

払いだと思いますよね、普通は。ここまで向こうから積極的にそういった話をしてくるという

ことは、もうやる気がないと見るのが普通ではないかなと私は思っております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ２番、長澤健君。 
〇２番議員（長澤健君） 

 僕はそうは思ってはいないんですけども、やはり国のものは国でという考えはいつまでも変

わりません。ちょっと話がそれてしまいましたけども、今、この医大が買い取ってくれるかと

いう部分で買い取ってくれなさそうということですね。医大では。 
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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） 
 それは医大の判断でありまして、富士川町から医大で買い取ったらどうでしょうかと。昔、

医大の分院化というときには積極的に話をしました。それはかつての話で、今こうやって、こ

の８月１４日に新たな通知が出たからといって、医大が買い取ることもできるようになりまし

た。できるようになったんですが、そこは富士川町から医大に働きかけた場合に、では累積赤

字の部分とか、毎年くるべき交付税がうちにはこないんですが、その分は富士川町が見てくれ

ますかなんて言われてもこれは困る話ですので、うちから安易に医大に話しかけることは今の

ところ考えておりません。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ２番、長澤健君。 
〇２番議員（長澤健君） 

 そうはいってもあれですね、シミュレーションの中であるように、もし富士川町と市川三郷

町で連携する場合は医大に指定管理者になってもらうというふうにあるので、ある程度、その

へんも医大のほうも話はいっていると思うんですけど、そのへん、医大のほうの考えというの

は、全然こっちにはきていないんですか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 第３回の医療連携部会のあと、みんなで会うこともありませんし、それぞれ今回のこの案に

ついて９月１８日までに地域で、できれば集約をしてほしいということでありましたから、富

士川町は富士川町なりの考えをしていこうと。今は地域との懇談会を主体にやっているところ

でありまして、医大との接触はしておりません。 
 ただ、この案の中に経営統合、あるいは共同管理ということがあります。経営統合をしても

指定管理をすることは可能なんですね。経営統合をして一部事務組合をつくって、その一部事

務組合が再度、今度、指定管理を出すということは可能なんです。それはそれで経営統合の中

のやり方だと思いますが、一部事務組合がつくれない場合の共同管理を今いっていますから、

富士川町が鰍沢病院を持ち、市川三郷町が町立病院を持ち、そして共同で管理する中で運営を

第三者に委託しようというのが指定管理であります。 
 ただ、医大が今、指定管理を受けるだけの体力というか組織力があるかどうかは、私はない

と思っています。ないというのは今、医大の附属病院を運営している最低といいますか、必要

最小限の人数でやっていると思います。これを新たにこの２病院を運営するというと、そこへ

医療従事者が必要になってきます。当然、具体的に言えば市川三郷町立病院、鰍沢病院の職員

を医大の、今度は指定管理を受ける病院の職員として採用しなければならないわけであります。 
 そういうことも含めて、この買い取りとかそういうものはしなければならないと思いますの

で、安易に医大にうちのほうから買ったらどうですかなんて、そんなことは言えないと思って

います。 
 そしてまた、それに対する財源措置が全然ないわけです。私どもの場合は２５億円というも

のが裏についていますけども、今回、医大が買い取ることができるという規定はできました。
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本当に売らないつもりであれば、そういう相手を広げるということもないと思うんですね。で

もそれがだんだん広がってきたというのも、新しいＲＦＯといいますか厚生労働省は何を考え

ているかなというところは思っています。 
 それと先ほど全社連が買ったらどうか、全社連自体は病院経営者ではありませんから、病院

経営者の集合体なんですね。どこかの病院があそこを買うんだったら、厚生省は売りますけど

も、譲渡対象に全社連は入っていないんです。今の法律の運用の通知の中には。民間病院か地

元自治体か、今度、大学が買うこともできるとなっただけであって、全社連は買う対象者になっ

ておりませんので、まず無理だと思っております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ２番、長澤健君。 
〇２番議員（長澤健君） 

 全社連に買い取れということは僕は一言も言っていないので、そういうふうにとられたら申

し訳ありませんでした。 
 今、医大のほうでもやはり、例えば指定管理になるにしても非常に医大も厳しいというよう

な話も受けました。となると、もしも市川三郷町と富士川町の共同で経営するという場合、共

同管理する場合、指定管理、医大が駄目だとしたらたぶん、ほかやってくれるようなところは

民間しかないと思うんですけども、そういう部分というのも少し深く詰めていくべきだと思い

ます。まだ買い取らないか言えないではなくて、やはり買い取る前にもそういう部分は詰めて

いかないと、買い取ってからやっぱりどこも指定管理もできませんという話になっても困ると

思いますので、そのへんも考えを聞かせてください。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 今回の県の示した、この地域医療の連携案がこの９月末までに私は良いか悪いか決めたいと

言っておりますけども、これを拙速だと言っていますが、これをまず決めなければ次に何も進

んでいかないんです。どこかの例えば医療機関と、ではもう水面下で話をした。では富士川町

が病院を取得して市川と共同で共同管理をしながら指定管理してくれますね、言えないではな

いですか、まだそんなことは。これをどういうふうにしていくかは、これから市川と意見が合

意したあとの話なんです。ですから富士川町としてのまず考えを決めて、市川と合えばその次

に動きますけども、市川がもし駄目だということであれば、この医療再生計画、地域医療連携

策案というのはもう終わりになると私は思っています。またゼロから、今度は交付金も使わず

に新たな医療体制の確保を考えていかなければならない。それこそ拙速ではなくて、今すぐ決

めていかなければ、もうどうにもならない状態に追い込まれてきていると思っていますので、

ぜひこれまでの経緯もよく紐解いていただきながら、今本当にこの秋までになんとかしなけれ

ば、本当に県も手を抜き、医大も手を抜き、地域で考えるそういう時代がすぐやってきてしま

うんではないかなと、そこを一番危惧しています。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ２番、長澤健君。 
〇２番議員（長澤健君） 

 買い取りの部分というのは、非常に危惧しているので結構しつこく言いましたけども、やは
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り今回、市川三郷町という相手もいますことですし、市川の判断が、ＯＫが出なければ買い取

りの話も何もないということですので、そのへんは理解いたしました。 
 最後の質問に入りますけども、もし最悪の場合、富士川町が鰍沢病院を買い取ったとき、市

川三郷町も共同経営、また経営統合になりますけども、今、市川三郷町立病院も建て替えを考

えています。この部分で富士川町も負担をするのかどうか、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） 

 現在、県から示されている案は１つが経営統合、もう１つが共同管理ということであります。

この経営統合というのは一部事務組合、または地方独立行政法人をつくりまして、そして病院

を一体化した中で経営していくということでありますが、この場合は病院の経営が一本化に

なって、病院の建物を建て替えする場合には組合が事業主体になるか、独立行政が事業主体に

なるかということになります。それぞれの法人の財産を建て替えるということですから、その

組合または法人が経費を捻出していくんではないかと、こんなふうに考えております。 
 もう１つは共同管理ということでありますけども、共同管理は指定管理者を指定して、一体

的に運営を行うということになっております。病院の建物というのは、それぞれの町のものに

なりますので、市川三郷町の病院は市川三郷町が所有権を持っておりますので、市川三郷町で

建て替えをする。あと３０年４０年経って鰍沢病院が老朽化したときには、富士川町が独自に

建て替えをする。そして共同管理をしていく。こういう形になると思います。 
 これからどういうふうな形になるかは分かりませんが、共同経営と共同管理という中で今、

市川三郷町が病院を建て替えするにはどうなるのかというのは、普通はそういうふうに考える

のがベターではないかなと思っています。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ２番、長澤健君。 
〇２番議員（長澤健君） 

 その共同経営、経営統合になってからもし市川が建て替えた場合には、やはり富士川町が出

さなければならないんですか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 １つの法人がつくって、その法人が建て直すことになりますから、その法人が建て直す。富

士川町がお金を出すかどうかは分かりません。法人が建て直す。全然、収益のないところはそ

れぞれの構成町が負担金を出しますけども、今回の場合は営業目的なんですね。１つは。地方

公営企業法の中の、まず一部事務組合になっても、この病院がどういう形になるにせよ、地方

公営企業法でやるか、独立行政法人としてやるかだけの話であって、その設置主体はもう富士

川町ではなくて新しい形態になりますから、そこが経費を捻出していくということになります。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ２番、長澤健君。 
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〇２番議員（長澤健君） 
 分かるんですけど、大体が今、甲府市立病院とか県もそういう独立行政法人になりましたけ

ども、まだ県でもその部分を、病院に繰り出しをしているという部分もありますので、たぶん

富士川町としてもまるっきり１円も出さないという話にはならないと思うので、そのへんは非

常に危惧しているわけですけども、このあと市川三郷町にも・・・。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 県が独立行政法人に出している、あれは運営の部分なんですね。今の質問は建て替えの部分

のお金をどうするかということだと思いますので、それとこれとは話が違うんではないかなと

思います。 
 当然、地元自治体として独自になんか、高度医療をお願いする部分については運営補助とい

うのはあると思います。それは政策的な補助金になると思いますけども、ただ単に赤字補填を

するかどうかというのは病院を経営してみなければ分かりませんし、そして病院建て替えのと

きには、中央病院の場合は指定管理にしているんですね。だから病院は県のものなんです。県

のものだから県が予算で建て替えて、きれいにした病院を独立行政法人に貸し与えた。うちの

場合は新しく一部事務組合をつくるんですね。地方自治体を。そこに病院を持たせますので、

富士川町の病院ではなくて一部事務組合の病院となりますから、その一部事務組合が自分たち

のできる範囲で建て替えをすると。だから構成町は市川三郷町と富士川町になりますので、ま

たそこの話し合いは、そこにも議会がおかれますので、その議会との話し合いで全額が捻出で

きなければ両町にお願いということもあるかもしれませんけど、基本的にはその新しい自治体

が自分たちで考える、できる範囲の中でやっていくということだと思います。 
 そして病院を建て替えるときには、一気にやると大きなお金になりますけども、役場をつく

るときにも借金をしながら、返済は１０年をかけて返していくとかそういうのをやっています

から、一時的にそんなに大きなお金がかかるものではなくて、一部事務組合が病院を建てると

きもですね。それは資金計画をつくりながら、その中でやっていくということになります。将

来は富士川町の所有物ではなくなるということを、頭の中へぜひ理解をしておいていただきた

いなと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ２番、長澤健君。 
〇２番議員（長澤健君） 

 分かりました。この連携の中でもう１つ、ちょっと気になるのが峡南病院の立場なんですけ

ど、峡南病院の建て替えとかというのはまるっきり、もう関係ないということですか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 先ほど来言っていますように所有者が建て替えるんですから、峡南病院は民間のものであり

ますので、建て替えるかどうかも民間が決めればいいことですし、われわれが古いから建てた

ほうがいいですよ、では補助金をくれますかといっても補助金もありませんから、そういうこ

とも言えないということです。これは、峡南病院が独自に考えていただければいいことではな
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いかなと思っております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ２番、長澤健君。 

〇２番議員（長澤健君） 
 分かりました。以上で質問を終わりますけども、今回のこの病院問題というのは非常に合併

問題と同じくらい大きな問題だと僕は思っています。この富士川町になって志村町長の行政手

腕というんですか、リーダーシップ、行動力、決断力、非常に僕は敬意を表していますけれど

も、ただ今回の地域医療の部分だけは、ちょっと僕も納得いかない部分も多々ありますので、

今回、一般質問をさせてもらいましたが、ぜひこの病院は２０年先、３０年先、５０年先まで

富士川町に関わってくる問題にはなってくると思いますので、ぜひこの負の遺産を残さないた

めにももう一度、９月、たしかに結論を出さなければなりませんけども、しっかりと検証をし

ていきたいと思います。そしてこの部分は議会にも言えることで、医療で町が破綻しないよう

な冷静な判断というものをお願いして質問を終わります。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 以上で通告１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１２分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午前１０時２２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２番、９番、堀之内美彦君の一般質問を行います。 
 ９番、堀之内美彦君。 

〇９番議員（堀之内美彦君） 
 最初に、子宮頸ガン検診に細胞診ＨＰＶ併用検診について伺います。 
 子宮頸ガン予防対策にＨＰＶワクチンが広く実施され高い接種率となり、また定期接種化さ

れる流れとなっております。一定の予防効果が期待されています。しかし、これだけでは完全

に予防することができず、予防には検診を受けることが大前提となっています。 
 現在、本町では検診には細胞診を実施しております。しかし子宮頸ガンを撲滅するには細胞

診に加え、ＨＰＶ検査が極めて有用であることが分かってきました。細胞診とＨＰＶを併用す

る検診を行うことによって、細胞診では異常な細胞があるかどうかを検査し、ＨＰＶでは１３種

類の高リスク型のＨＰＶに感染しているかどうかを検査することができます。両方の検査を行

うことで異常な細胞を見逃さずに診断し、早期に治療することができます。また細胞診とＨＰ

Ｖの両方が陰性ならば、毎年行っていた検診を３年間隔にすることも可能となってきます。 
 こうしたことから、本町でも細胞診、ＨＰＶ併用検診の早期導入が必要と思いますが当局の

考えを伺います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 福祉保健課長、深沢茂樹君。 
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〇福祉保健課長（深沢茂樹君） 
 堀之内議員のご質問にお答えさせていただきます。 
 子宮頸ガン検診につきましては、２０歳以上の女性を対象に検診業務を山梨県産婦人科医会

に委託し、県内４１カ所の医療機関で細胞診が受けられる検診体制をとっており、２１歳から

４１歳までの５歳刻みの対象者には、クーポンによる無料検診を実施しております。 
 ＨＰＶ検診は、子宮頸ガンを引き起こすヒトパピローマウイルスの遺伝子検査を行うことに

より感染の有無を診断し、従来の細胞診と併用することでほぼ１００％前ガン病変を見つける

ことができるといわれており、子宮を摘出せずに治療ができる状態での早期発見が可能なため、

県内でも甲府市と市川三郷町において、年齢層を絞った検診が実施されています。 
 この併用検査によって、細胞診とＨＰＶ検査の双方で陰性を示した場合は子宮頸ガン検診の

受診間隔を３年に延長することができるのも特徴で、費用面でのメリットも示されています。 
 子宮頸ガンの動向については、全国的に２０歳代における上皮内ガンが増加していることや

晩婚化により出産年齢が上がっていることなどから、女性が安心して子どもを産める環境を整

えるための支援施策の必要性については、重く受け止めております。 
 先般、国のガン検診のあり方に関する検討会において、特に発症率の高い３０代を対象に子

宮頸ガンの早期発見を目指すため、ＨＰＶ検査の導入方針が示され、厚生労働省は来年度から

ＨＰＶ検査を導入する方針を固め、来年度予算の概算要求に盛り込み、今後、導入方法を検討

していくことが示されたことから、国の方針に併せて現在、実施している子宮頸ガン予防ワク

チン接種助成事業とともに将来の子育て支援につながる若年層の子宮頸ガン予防対策として、

来年度以降、細胞診とＨＰＶ検査の併用による検診を導入してまいりたいと考えております。 
 以上でございます。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ９番、堀之内美彦君。 

〇９番議員（堀之内美彦君） 
 ただいま課長のほうから答弁がありましたけども、ぜひとも早めに導入できるようお願いし

ます。 
 前に子宮頸ガンワクチンを本町でも接種するということで、平林のあるお母さんなんですけ

ども、本当に町が町の女の子を救ってくれたと、こういう話をしていました。ぜひともまたこ

れから予防ということに力を入れて、よろしくお願いします。 
 以上です。 
 では、次に移ります。 
 次に胃ガン撲滅のため、ピロリ菌ＡＢＣリスク検査の導入をついて伺います。 
 ピロリ菌ＡＢＣ検査とは、血液検査でピロリ菌抗体と胃の萎縮度を測るペプシノゲンを測定

し、その組み合わせから胃ガン発症のリスクを明らかにするものです。その結果をもって、リ

スクのある人は、専門医の内視鏡による精密検査を行うことで対象を絞った効果的な胃ガン検

診を行うことができます。 
 胃ガン検診は、長年バリウムを飲みレントゲン撮影を行う方法で行われてきました。いまや

レントゲン方法を超える胃ガン検診法があることを私たちも知るべきだと思います。 
 ピロリ菌ＡＢＣ検査には、４段階の判定方法があります。Ａ判定はピロリ菌の感染なし。胃

の萎縮もなし。よって、健康な胃で危険性なし。Ｂ判定はピロリ菌に感染しているが、胃の萎

 ４７



縮なし。よってピロリ菌がいるため、危険あり。Ｃ判定はピロリ菌に感染。胃の萎縮もあって、

よって危険性が高い。Ｄ判定は胃の萎縮が進みすぎて、ピロリ菌が住めないタイプです。つま

り、この検査法は直接、胃ガンを見つける検査ではなく危険度が高い人を絞り込み、一時予防

としてのピロリ菌除菌、２次予防としてＢＣＤ判定の方にはバリウムか内視鏡検査を受ける二

段構えの検診です。このように検診によって、自身の胃の状態を知ることができる、このこと

は町民にとって大変有益なものと考えますが、ピロリ菌ＡＢＣ検査を導入する考えはあるか伺

います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 福祉保健課長、深沢茂樹君。 
〇福祉保健課長（深沢茂樹君） 

 本町の胃ガン検診につきましては、総合健康診査において３５歳以上を対象に胃バリウム検

査を、また人間ドックにおいて内視鏡検査とバリウム検査の選択制による検診を実施しており、

いずれの検査も厚生労働省の指針に基づいた、死亡率減少効果を示す証拠がある対策型検診と

して全国で実施されております。 
 県による平成２２年度のガン検診統計では、本町の胃ガン受診率は２２．４％で、県平均受

診率の１５．８％を上回っており、胃ガンの疑いがある者が２名、見つかっています。また死

亡原因がガンである者のうち胃ガンを原因とする死亡者は６名で、全ガン死亡順位の中で肺お

よび気管支、結腸に次いで３位となっておりますが、胃ガンによる死亡者数は平成１７年以降、

減少傾向にあります。 
 ＡＢＣ検診は現在、高崎市や足立区など全国１２自治体で導入されており、胃ガンの原因と

されるピロリ菌感染の有無と、胃粘膜の萎縮状態を調べる血液中のペプシノゲン量検査によっ

て両検査が陰性のＡ群、ピロリ菌検査が陽性でペプシノゲン検査が陰性のＢ群、両検査とも陽

性のＣ群に分け胃ガンリスクを分類するもので、Ｂ群およびＣ群については２次検査として内

視鏡検査を実施することになります。 
 国民のピロリ菌感染率が５０歳代で５０％、６０歳以上では８０％といわれる中、本町の胃

ガン検診受診者は５０歳以上を占める割合が８０％と高いため、ピロリ菌検査の有用性は低い

ことから、現状では胃ガンを見つける対策型検診である胃バリウム検査と人間ドックでの内視

鏡検査が有効であると考えています。 
 しかし、胃ガン予防の観点からピロリ菌感染が胃ガン発症原因の１つであることは確認され

ておりますので、今後、胃ガン予防対策を進める中で、住民に対しピロリ菌感染や除去に関す

る知識を広く周知していくことは重要であると考えております。 
 なお、ピロリ菌に感染しても胃ガンが発症するか否かは喫煙や食事、運動などの生活習慣が

大きく影響するという研究結果もあり、保健指導や啓発活動などの生活習慣病予防対策を講じ

ていくことが重要であると感じています。 
 ＡＢＣ検診の有効性については、国のガン検診のあり方に関する検討会において順次、検証

していくことが示されていますので、今後の国の動向を注視してまいりますが、胃ガン予防対

策の一環として、検診事業への導入について検討してまいりたいと考えております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ９番、堀之内美彦君。 
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〇９番議員（堀之内美彦君） 
 今、課長のほうから高崎市の話があったんですけども、高崎市というのはたしか受ける対象

者というのが１万３千人くらいいまして、そして実際に受けたというのは５千人程度だったと

思います。その中でＡ判定の人はたしか４９％、それからＢ判定が２７％、それからＣ判定が

１９％、それからＤ判定が４％だったと思うんですよね。そういうことからしてみて、例えば

このＡＢＣ検査を導入することがいいのか、もしくは今現行のバリウムの放射線撮影をやって

いるというのがいいのか、このへんの費用対効果を考えた場合いかがでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 福祉保健課長、深沢茂樹君。 
〇福祉保健課長（深沢茂樹君） 

 現在の受診体制ですけれども、総合健康診査の中で胃ガン検診を申し込んだ方のうち検査当

日、医師の診断や問診において高血圧や骨粗しょう症、肢体不自由など体力低下、便秘などそ

れらの症状が見られる場合には、レントゲンによる胃バリウム検査が不適当と診断されて、そ

の代替検査として希望者にペプシノゲン検査が受けられることを説明し、当日検査を実施して

います。 
 この費用対効果の問題なんですけれども、胃バリウム検査の場合ですと実費というか、検査

費が３，９４０円。ペプシノゲン検査１，５７５円ほど、かかっております。自己負担５００円

をいただいており、７５歳は無料という形をとらせていただいております。この中で２３年度

ですけれども、８名の方がペプシノゲン検査を受けまして、要精検というのが１名見つかり、

萎縮性の胃炎という状態だったんですけども見つかっております。 
 ですから費用対効果面からしますと、どのくらい見つかっているかということはここでは申

し上げることはできませんけども、検査費用として１，５７５円、加わってくるということに

なります。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ９番、堀之内美彦君。 

〇９番議員（堀之内美彦君） 
 今、ＡＢＣ検査が１，５００何円とかという話だったんですけども、それは例えば町の総合

健診のときに任意で受けたい場合は、受けるようなことというのは可能でしょうか。自己負担

でやりたいという人の場合に。お願いします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 福祉保健課長、深沢茂樹君。 
〇福祉保健課長（深沢茂樹君） 

 現状の健康診査の中では、先ほど申しましたようにバリウムの検査が受けられない方に対し

て、その代替措置としてペプシノゲン検査がありますということで説明をさせていただいて、

希望者に受けていただくという体制をとっておりますので、併用してその希望者にペプシノゲ

ン検査がどうかというご質問ですけれども、これにつきましては今後の総合健診事業の中で

ちょっと検討をさせていただきたいと思っております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ９番、堀之内美彦君。 
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〇９番議員（堀之内美彦君） 
 ひとつよろしくお願いします。 
 次に移ります。 
 次に、子どもたちにガン教育の導入について伺います。 
 今年６月、新たに策定された第２次ガン対策推進基本計画は、次の５年間のガン対策の方向

性を決めるものであります。働く世代や小児ガン対策の充実、成人喫煙率４割減を目指す数値

目標など新たなガン対策に取り組むものとなりました。 
 基本計画にはガン対策を進める方向として、ガン患者を含む国民がガンを知り、ガンと向き

合い、ガンに負けることのない社会を目指すと明記され、５年前の第１次基本計画で重点的に

取り組んだのは、日本のガン医療で遅れていた放射線療法や化学療法の充実、ガンと診断され

るときの緩和ケアの推進など、ガンになった人を治し癒すための対策強化でした。 
 そこから早期発見に力を入れるとともに予防への取り組み、さらに学校や職場でのガン教育

の普及が盛り込まれたこともあり、東京豊島区では教員用の指導手引きを作成し、公立小中学

校でガンに関する教育を開始する、独自のガン教育プログラムを開発し、２学期以降、全校で

本格的に展開することとしております。 
 ガンについて早い年代から意識し、日常生活において心がけることが必要と思っております。

学校教育の中でガン検診の重要性を教えていくことによって、将来確実に成果が出てくると思

いますが、基本計画に沿った教育の推進について所見を伺います。 
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、堀之内議員のご質問にお答えさせていただきます。 
 子どもたちが健康と命の大切さについて学び、みずからの健康を適切に管理し、ガンに対す

る正しい知識やガン患者に対する正しい認識を持つことは、大変意義あることと思っておりま

す。現在は県において、国の推進基本計画の見直しに合わせたガン対策推進計画の見直しを進

めております。 
 町では改定される県の推進計画に則り、ガンの予防を含め健康教育の推進を図ってまいりた

いと考えております。 
 以上でございます。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ９番、堀之内美彦君。 

〇９番議員（堀之内美彦君） 
 今、課長のほうから県のほうで今、推進計画が作成中だという話なんですけども、これは

１０日ばかり前の山日にたしか載っていた記事だと思うんです。ちょっと今日、持ってこなかっ

たんですけども、ぜひとも県の方向に沿ったガン教育の導入をよろしくお願いします。 
 以上です。 
 次に移ります。 
 小中学校でのいじめ問題について、伺います。 
 いじめは絶対許さない、させない、かけがえのない宝である子どもたちを守るという内容で

いじめ撲滅宣言を教育振興大会で採決した自治体もあります。児童生徒に是々非々の心を育む
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とともに学校・家庭・地域が一体となり、社会総がかりでいじめ撲滅に向けて取り組む必要が

あるとの中身でした。 
 連日いじめ問題が報道され、問題が顕在化されています。どの学校においても大小はあるに

せよ、子どもたち同士での考えの違いはあるものと思いますが、気になる記事を目にしました。

今、現場の中でいじめを受ける側も悪いというような風潮もはびこり始めているといった内容

のものでした。ある教育者の言葉に、いじめは１００％いじめる側が悪いというのがあります。

私もそう思います。いじめという行為において、いじめられる側も悪いなどという理屈は絶対

に通してはいけないと思っておりますし、いじめは悪いと毅然と教え諭すことが大切と考えま

す。本町小中学校においては、これまでどのようないじめ問題があったのかを伺います。 
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） 

 ご質問にお答えさせていただきます。 
 管内の学校におきましては、いじめは人格を否定するもので絶対に許されないこと。いじめ

はどの学校にも起こり得ること。そして被害者の立場に立って考えることを基本認識として、

いじめの問題への取り組みを徹底しているところでございますが、本年度の１学期において、

ひやかしやからかい、嫌なことを言われた、物品を隠されたという１件の報告がありました。

この件につきましては現在、学校を含め当事者間で話し合いなどを行い、いじめ解消に向け相

談支援を行っているところであります。 
 以上でございます。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ９番、堀之内美彦君。 

〇９番議員（堀之内美彦君） 
 そのほかにはありませんか。 

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） 
 現時点において報告を受けている分につきましては、１件でございます。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ９番、堀之内美彦君。 

〇９番議員（堀之内美彦君） 
 つい先日、子どもがいじめられているというお母さんが家へこんなふうないじめにあいまし

たという手紙を書いて持ってきてくれました。このお母さんはたしか去年の秋だったと思うん

ですけども、子どもがいじめられて困るという相談があったんです。そのときは、これほどま

でいじめのほうが顕在化していなかったもので、では学校の担任の先生にしっかりそのことは

話をしたらどうですかということで、そのままになっていたんですけども、今、こういうふう

にいじめの報道が連日報道されるようになってきまして、そのお母さんがたまたまこうやって

会ったときに、今度いじめのことで議会で一般質問をする、では私のことも聞いてくださいと

いうことで書いてくれて、ここにありますよ。結構いっぱい入っていますよ、この中に。学校

は知らないんですか。ありますよ、読みましょうか。これは読んでもいいとお母さんに承諾を
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得ていますから。ありますよ、いっぱい。教育長、どうですか。 
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） 

 ただいまの件ですけども、課長が答弁しましたとおり現在つかんでおりますのは１件でござ

います。ただし学校のことですから、毎日毎日いろんなことが起きているとは理解しています。

教職員におきましても単発的なものにつきましては把握し、解決していると理解しています。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ９番、堀之内美彦君。 

〇９番議員（堀之内美彦君） 
 これは９月６日の読売新聞なんですけれども、ちょっと読んでみます。文部科学省は５日、

いじめ問題などに関する新施策を発表した。いじめについて、決して許されないとした上で学

校現場の主体的な取り組みに委ねてきた従来の受け身の対応を変更。被害者や保護者を支援す

る組織設置や学校と警察との連携強化などを盛り込んだ外部専門家の力を活用することでいじ

め対策を強化する。このように国でも、先日ありました大津市の自殺した子どもさんのことを

こうやって、国のほうでも平野文部大臣と思うんですけども、国のほうもだいぶ方向転換して

いると思うんです。今まであれば、ともすれば国というのは教育委員会、学校という、その現

場のほうに任せておいていたと思うんですけれども、今度は国のほうもこんなふうに動き出し

ているところなんです。 
 このことに関しまして、これで解決するかというとこれでは絶対解決できないです。警察が

こうする、ではこうやって教育カウンセラーがこうする、何がこうする、何がこうするといっ

たって根本的な解決はないと思うんですね。その根本的な解決で１つ、先日の新聞にいいこと

が出ていたので、ちょっと読んでみますね。人の心の奥底に波打つ相手への嫉み、ねたみがや

がて悪口、意地悪へ。さらに激しくなると陰湿な行為から暴力へと進行することさえある。子

どものいじめの底に潜む本質、些細な悪口から無視、金銭恐喝、暴力までの表面行為だけを責

めず、諭すだけでは消滅していない。加えて不満、憤懣、悲哀の感情を引き出し、その根を切

らなければ真の解決はないというふうにあるんですけれども、教育長、このへんのことはどう

いうふうにお考えでしょうか。 
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） 

 ただいまの質問ですけども、大人の世界もたぶんそうだと思いますけども、人の心の深淵の

中を学校教育の中ですべて把握するということが、やっぱり難しい部分だと思います。教職員

につきましては、子どもたちには自分がやられて嫌なこと、言われて嫌なことはするなと指導

しております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ９番、堀之内美彦君。 
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〇９番議員（堀之内美彦君） 
 今、教育長が言ったように本当に人の心の深淵というのは探り難いものがあると思うんです

けども、でもやはりこれを解決するというのは話し合うよりほかないと思うんです。子どもさ

んにしても、また親のほうにしても、やっぱり先生も忙しいと思うんです、今の先生というの

は。その中で時間を割いて子どもと話し合う。また、その父兄と話し合うということ、そうい

うのが大事かなと思うんですけど、１つ提案として今後、ぜひともこうやって本町の小中学校

におきましては先生、それからまた児童、そして父兄と、問題が深くなる前に話し合うような

形をとっていただきたいと思いますけども、これは要望としてお願いします。 
 以上で終わります。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 以上で通告２番、９番、堀之内美彦君の一般質問を終わります。 
 続いて通告３番、１３番、井上勝君の一般質問を行います。 
 １３番、井上勝君。 

〇１３番議員（井上勝君） 
 第１番目の長澤さんも医療関係でございましたが、私はあんまり無駄な時間を使いたくあり

ませんので、できるだけ短い時間でできる、できない、可能性がある、ないというふうな回答

をいただきたいと思います。 
 ということは、８月２１日に出前講座の延長戦ということで議会が一度、説明を受けました。

その中で鰍沢病院の中島院長がビッグチャンスという話をしてくれましたけども、あのビッグ

チャンスというのは鰍沢病院の院長であるからビッグチャンスと言ったのかな、それともここ

らへん地域のためのビッグチャンスかなという点が、非常に私も興味があって聞いておったん

ですけど、病院の２７億円近い赤字がどこかに転売することによって、今現在、所持している

ところが責任を持つというふうな回答がありました。それから決して院長も、ああいう立場に

ある人が簡単に自分の持っている病院をよそに転売したり、そうするなんてことをいいとは普

通思いません。しかし、もうここまでくると売らざるを得ないなと。町長に富士川町が買うと

言ったのかとか、言わないとかそういった話がよく議会の中で出ておりますが、町長の発言で

あるか、向こうの発言であるかは、それは話し合いの中でわれわれもいたわけではないから分

からないけども、少なくとも院長としては早く別の組織に入って新しい病院をつくる、ビッグ

チャンスということは、県も今までの三者の話し合いが挫折してしまったと。その後に県が指

導して、ああいう話し合いをもった、これがビッグの機会だというふうな捉え方を私はしてお

ります。 
 その中でいくつか私も理解しにくい点がありましたので、町長に質問していきたいと思いま

す。 
 この中に今、長澤議員がおっしゃったことも、議会の中には非常に慎重に考えて、富士川町

のことを、将来を考えてああいう発言をされているという方もおられますけど、やはりあまり

練りすぎてしまって時間がない、もうあといつまでやらなければならないということが決まっ

ているわけですから、町長もあまりにもこの皆さんのほうに気を使って、いろんな意見を聞き

入れていると。すべて町長は、考え方はもともとから変わっておりませんのでそれはそれでい

いんですけど、あまりにも皆さんの意見ばかり聞いていると早くやるべきことができなくなる、

そういう懸念があるのでいくつかここでお伺いすることは、早く結論を出して富士川町の方向
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を示せということを、大雑把なことですけど、そういう意味でいくつかの質問をさせていただ

きます。 
 まず病院買い取りをするときの県の医療連携ができれば、交付金が使えるというふうな話を

お聞きしました。ただし市川三郷町が相手でありますので、市川の話が進まなければ駄目なの

か。それとも鰍沢病院と峡南病院でもなんとか可能性があるのかどうか。そのへんを私も２年

前から一生懸命聞いているんですけど、なかなかどうも、規模が違うからちょっと無理だなと

いうような話も聞いておりますが、これは町長の努力でもってなんとか、もし市川が駄目な場

合に、鰍沢と峡南でもそういうことが今、進められていることが可能かどうか、そのへんにつ

いて、まずお聞きしたいと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 井上勝議員の質問にお答えをいたします。 
 地域医療再生計画におきましては、鰍沢病院と市川三郷町立病院の共同経営、または連携等

による病院機能の集約化に伴い、両病院の施設の改修や設備の整備を行う費用に対して助成を

すると定めております。ですから峡南病院のことは、これには全然触れておりませんので、峡

南病院の取得うんぬん、あるいは施設整備はこれから連携があれば多少あるかもしれませんが、

施設の取得とかそういうことは全然、これまでも触れられておりません。ですから峡南病院は

廃止というふうな改定案が出たわけですが、そういう中、現在、山梨県から医療連携案が示さ

れ、いずれの場合も経営統合、または高度な医療連携を前提として富士川町が鰍沢病院をＲＦ

Ｏより買収することが必要だと、こういうふうな案であります。この案に対して富士川町、ま

たは市川三郷町が望ましくないという判断をした場合には、この地域医療再生交付金による支

援は受けることができなくなります。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 １３番、井上勝君。 

〇１３番議員（井上勝君） 
 鰍沢病院の累積赤字はどうなるかということは、先ほど申しました中島院長のビッグチャン

スの中にも非常に可能性があるのかなと。借金のことについては心配しなくていいのかなとい

うことを感じましたけども、町長の考え方は。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 中島院長さんもこれまで厚労省、全社連、ＲＦＯとの会合のときには一緒に行っていただい

ていますから、私が先ほど長澤議員に答えたようなことはすべて聞いております。そんなこと

でビッグチャンスという言葉が出てきたのかなと。当然それは鰍沢病院の累積赤字のこともあ

るでしょうし、地域の医療をやっぱり一番よく知っている先生ですので、今のままではもうにっ

ちもさっちもいかない状態でありますから、今回のこの医療再生計画を実現することで地域に

よってビッグチャンスだと、こんなふうに私も受け止めています。 
 平成２３年度の鰍沢病院の決算状況で見ますと、累積赤字は２９億５千万円と聞いておりま
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す。これまで鰍沢病院の今後について、先ほど言ったように厚労省、ＲＦＯ、全社連の考えを

伺う中で鰍沢病院がもし譲渡される暁には、鰍沢病院の累積赤字はすべて全社連のほうの責任

だということで精算をしたいという考えをお伺いしておりますので、私どももそういったつも

りで現在おります。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 １３番、井上勝君。 
〇１３番議員（井上勝君） 

 鰍沢病院がこういう形になった場合の職員の扱いですけど、このままずるずるしていると、

やっぱり職員も不安が溜まるので、いろいろ個人個人は考えていると思うんですけども、でき

るだけそういったところも富士川町としては、いい方向を見出してあげるべきだと思いますが。

町長。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 これも市川三郷町も一緒、富士川町も一緒、県も一緒、そして病院の先生方も一緒というと

きに全社連から伺っております。職員を、もしあの地域で病院を取得するようになったときに

は職員はどうなりますか。退職金の積立金があるはずですが、それはこちらへもらえるんです

かというお話をしたところ、今いる職員はすべて全社連の職員の中ですから譲渡する暁には退

職金はすべて全社連の規定に基づいて支払いをしたいと。その際、全社連からは現在の職員は

原則継承していただきたいという要望も受けたところであります。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 １３番、井上勝君。 
〇１３番議員（井上勝君） 

 一番大きな問題は、この医師の確保ということだと思いますが、医大の協力を得て、今日も

ちょっと１つ出ましたけど、寄附講座の問題があって寄附講座が開始、これは富士川町が負担

しなくてはならない問題だと思いますけど、寄附講座を開設することによって、ある程度、医

師の確保が得られるというふうな発言を説明会のときに聞きましたので、町長からもお聞きし

たような気がしますけども、このへんの確認をしたいと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 県が策定しました峡南医療圏の地域医療再生計画の事業の中に、大学との連携による医師確

保というのがあります。これは山梨大学に寄附講座を設置することによって、指導医と研修医

を確保するというものであります。内容は中核病院に地域医療研修センターを設置して、研修

医３名を受け入れるとともに合わせて指導医３名を確保し、研修指導と同時に診療を行うとい

うものであります。 
 このような地域医療再生計画の中に寄附講座がしっかり位置づけられておりますので、経営

統合、または高度な医療連携をすることによって中核的病院に位置づけ、そして医師派遣につ

いて支援を受けることができるようになると考えております。 
 また地域医療再生計画は２５年度で終了いたしますが、山梨大学の医学部におきましては平
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成２０年度から３５名の地域枠が設けられております。これらの地域枠の学生は就学資金の種

類によって期間は異なりますけども、卒業後、県内の医療機関に勤務しなければならないとい

うことが義務付けられております。こうしたことから地域医療再生計画に沿って経営統合、ま

たは高度な医療連携を行うことによりまして、病院群に山梨大学の地域医療研修センターとし

ての機能を持たせて、平成２６年度から配置されます地域枠の医師を戦略的に受け入れること

によって、医療体制とともに恒久的な医師確保が図れるものと考えております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 １３番、井上勝君。 

〇１３番議員（井上勝君） 
 それでは５番目の自治体が病院を持った場合に、交付金がもらえるかどうかということです

が、富士川町が今、鰍沢病院を所有した場合の金額は、具体的にできれば出してもらいたいし、

できるのか、できないかということでお答えいただきたい。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 自治体が病院を持つことによって、地方交付税の歳入というのは見込めると思います。総務

省の平成２３年度病院事業にかかる普通交付税措置の基準ですと、１病床当たり７１万２千円。

鰍沢病院は一般病床１５４床ありますので１億９００万円余と。そして救急告示病院となって

おりますから５，３００万円ほど。合わせて１億６千万円程度が普通交付税として見込めると。

これは鰍沢病院のことですので市川町立病院も１００床、今のところあります。計画では８０に

なっていますが、１病床当たりやっぱり７１万２千円という数字は同じですので、１００床あ

れば７，１２０万円という数字が出てくると思います。さらに鰍沢病院は小児救急とか感染症

指定病院となっておりますので、この普通交付税以外に６千万円余の特別交付税が交付される

ものと考えております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 １３番、井上勝君。 

〇１３番議員（井上勝君） 
 大雑把な内容は私も理解できましたけど、やはりこの地域がしっかりした医療機関を持たな

ければならないということは、いくつかの例がありましたけども、私もたまたまそういう事故

の状態にぶつかって、峡南の消防署へ電話して来てもらったんだけど、やはり運転手ともう１人

の隊員さんがいたんですが、病院が確保できないということで、われわれが見て、このケガ人

は大したことがないなと思ったんだけど、頭を打っているからしっかりした病院へ連れていか

なければならないというのがその隊員の考え方らしくて、あっちもこっちも電話をしたけど、

なかなか出ない。こっちもイライラしたから、いいよ、私が車で乗せていってやるよと言った

ら断られましたけど。それぐらい病院が受け取れない。これはデータを見たり、いろいろなも

のを見て議会の人たちもよく理解をして、非常に緊急体制が脆弱だということを認識しており

ます。 
 そういうことを考えてみれば、やはり経験をした人間は特にそういうことを感じますし、こ

 ５６



の中に、議会の中にも近所のおじさんがやっぱり血圧で倒れてしまった。なんとかもうちょっ

と時間が早く、そういう処置ができれば助かったかもしれないと悔いを残すような結果が出て

いるという話を聞きましたけども、そういうことを経験した人間はみんな、ああでもこうでも

ない、意見をいつまでも出し合って、知恵を出し合っているんではなくて実行しろということ

を非常に切望しているんではないかと。 
 夕べあたりも地域の説明会を町長さんはじめやってくれておりますが、参加者が少ないとい

うことはやはり町にある程度、町を信頼して任せておけば、なんとかちゃんとやってくれるだ

ろうと。当然、やるべきことをやってくれるというふうな判断が働いているんではないかなと

思います。全部の人の意見を聞いたわけではありませんから、今言う金がかかり過ぎるとか、

こんな小さな町が病院を持つことはうんぬんという意見もあるようですけど、人の命に関わる

問題ですから、これは一日も早くそういう方向を決めて進むべきだと思いますし、あまりにも

町長も人の意見を大変聞きすぎてしまって、よく言えばボトムアップで皆さんの意見をとても

聞くんだということで、それはそれで姿勢としていいんですけど、やはり早くやらなければな

らないことは早くやるということを町長、考えを持っていただきたいと思います。 
 医療関係については終わります。 
 それから次は公民館改築事業の補助についてということでございますが、２２年度の地区公

民館改築事業費補助金、老朽化した公民館の建て替えだけに使える補助金という制度が出てお

りますが、私はたまたま長沢の出身でございますので、長沢なんかの場合にはもう順次、改築

されているものがありまして、それ以外のものに使われる制度があったらいいなというふうな

意見が区会の皆さんからも出ております。 
 そういうことで、今までの制度をもう少し改めて建て替え以外にも、例えば駐車場の整備だ

とか、たまたま長沢の場合は広い道に沿ったところで、あの反対側が河川敷なものですから、

花を植えるという工事で、あそこを潰して駐車場を造るかと言ったんですけど、それにはちょっ

とスペースが小さいので、あそこへ車を停めて慣れない人が出たり入ったりして事故でも起き

てはいけないということで、ほかに駐車場をもちたい。今、さっきのビッグではないですけど、

ビッグなチャンスがわれわれのところにあるわけですけど、たまたま悲しいかな金がないとい

うことが起きております。私が区長をしたことからそういう話で、なんとか買い取りたいとい

う意見はあったんですが、残念ながらこれ以上、区費を上げるわけにはいかないということで

延び延びになっていますが、ぜひそのへんの改正というのか、なんと言ったらいいのか分かり

ませんが、そんなことも一考を願いたいと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 先ほど医療の話はこれで終わりということがありましたが、議員さんのおっしゃられること

ごもっともだと思います。私もこの新町になって最初の選挙に出たとき・・・。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 議長、今の質問は公民館について町長に聞いているわけですよね。町長、公民館について答

えてください。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、質問に答えください。 
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〇町長（志村学君） 
 地区公民館は生涯学習の場のみならず区の活動をはじめ交流、ふれあいを通じた地域コミュ

ニティの活動拠点として重要な施設であると考えております。町では地区公民館施設を修繕、

改修、改築する場合に補助制度を設けておりまして、各公民館で活用していただいているとこ

ろであります。しかし地区公民館をさらに活用するためには、用地の拡大や駐車場整備が必要

などのさまざまなご要望もいただいているところであります。こうしたことから町では現在、

地区公民館の幅広い整備に対する新たな貸付金制度を検討しているところであります。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 １３番、井上勝君。 

〇１３番議員（井上勝君） 
 すみません。今、私、医療問題のほうの６番の最終結論を端折ってしまいました。町長はそ

れについてお答えいただけるのかと思いましたが、ちょっと質問させてもらいます。よろしい

ですか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 再質問ですか。６番の再質問ですか。はい。 
〇１３番議員（井上勝君） 

 救急医療が崩壊している、なんとしてでも立て直すことが自治体の使命であると私は思いま

す。町長のお考えを。これは時間が、私はできるだけ早く走りましたので、時間がかなりある

はずですので、１０分くらいやっていただいても結構でございます。丁寧にしてください。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君・・・６番の答弁をほしいですか、そういうことですか。６番はもう過ぎま

して次のものへ移りましたので、要望は分かりますが公民館のほうの次の２番へ移ります。 
〇１３番議員（井上勝君） 

 それでは、終わります。ありがとうございました。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 以上で通告３番、１３番、井上勝君の一般質問を終わります。 
 続いて通告４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） 
 それでは通告に従って、質問させていただきます。 
 まず１つ目に峡南北部の医療体制についてということで、１つ目の６月定例会で答弁してい

た地域医療機能推進機構の再確認の実施状況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） 

 秋山貢議員の質問にお答えいたします。 
 地域医療機能推進機能の再確認につきましては、これまでも県を通じて厚生労働省の社会保

険病院等対策室、ＲＦＯ、全社連等に鰍沢病院についての考え方を確認してきたところであり

ます。 
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 こうした中、本年４月にＲＦＯの新理事長が就任し、平成２６年４月に新機構改組に向けた

準備がスタートしたことから、改めて鰍沢病院の新機構への移管などについて県と一緒に地元

選出国会議員を通じて、厚生労働省をはじめ関係機関に考え方を再度、確認をしてきたところ

であります。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 そうすると、私が一般質問をしたのは６月定例会の６月でしたからね。それから６月１５日

以降に厚生労働省をはじめ、先ほどおっしゃっていた関係機関に町長、確認に行ったというこ

とですけども、いつ行ってきたのかお伺いいたします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 いつ行ってきたということではなくて、県と地元選出国会議員を通じて新しい理事長が就任

したあと、厚労省の考え方、そして全社連の考え方、ＲＦＯの考え方、これについて今までと

どうかということを確認してきたところです。 
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、その確認というのは電話で確認したんですか。県の職員に会って確認したということ

ですか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 国会議員は何回も、私も国へ行くことがあります。民主党政権になってから、私どもが直接

厚労省に入っていけません。国会議員を通じてでないといけないことになっていますから、こ

れまでも国会議員を通して、そういうアポを取りながらやっていたんですが、今回は県と一緒

に国会議員を通じて、県は直接、厚労省があると思いますけども、そして県を通じて厚労省の

動き、また地元選出国会議員を通じて厚労省、ＲＦＯ、全社連の動きを前回と今度、ＲＦＯが

改正されましたが、その後どうでしょうかということを確認していきます。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 その国会議員は誰で、では国会議員のところへ行ったわけですから、いつ行かれたんですか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 私はいろんな要望等で国会議員、特に議員会館へは行きますので、行った都度、また国会議

員もこちらへ来ていることがありますから、１回とか２回ではなくて会う都度、そのことは確
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認をしてきております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 そうすると６月以降、そうやって国会議員を通じて県と一緒に厚労省の意向を確認したとい

うことで、町長は６月の定例会前までに僕の知り得ているところでは４回、僕もそのうち１回、

一緒に行きましたけども厚生労働省に行っていると思うんですよ。最初に行ったときが僕の記

録が間違いなければ、平成２２年８月４日、この当時はＲＦＯというのが今年の９月、今、解

散する予定だったんですね。ＲＦＯが解散して鰍沢病院が廃止されるかもしれないと、こうい

う状況の中で当然、町長は鰍沢病院の購入を検討するという話を持ちかけても、その当時の状

況であれば、僕は無理もない話だなと思っているんです。そのときはこの８月８日当時は、一

番最初に行ったときはどなたに会ってどんな話をされたか、町長覚えていますか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 一番最初行ったのは厚労省だけであります。社会保険病院等対策室、社会保険庁になります

かね。そこの社会保険病院等対策室、室長の統括審議官と室長補佐、室長、それとあと担当の

方から、いろいろ厚労省の考え方を次回には全社連を呼びましょうということで、２回目は全

社連と厚生労働省と県、私ども、市川三郷町、５者で話をしました。その次は今度はＲＦＯも

呼んで、やはりこのときも厚労省、全社連からも来ていたと思ったんですが、それと県、富士

川町、市川三郷町、病院の関係者が繰り入れしましたから、議員さんも行っていただいたと思っ

ております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 そうすると、どうも今までの経緯を私なりに辿ってみると先ほど町長言ったとおり、その自

民党政権下でＲＦＯが整理・売却、譲渡する法人、そういった性格、それから今度は病院の運

営を目的とする地域医療機能推進機構に変わることが決まったのちも、厚生労働省に鰍沢病院

を公的医療機関として存続させてほしいとお願いすることは、今までの一番最初、当初はどう

なるか分からないんだから、やっぱり町で購入してやっていこうということで話をしてきたん

だと思うんですよ。だから公的医療機関として存続してほしいというお願いは、当然そのとき

はしなかったんだと思うんですよ。それどころか町が購入しますと積極的に私は申し入れてき

たんだと思うんです。それは当然のことだと思うんです、その当時は。だから厚生労働省も新

機構では一体的に運営しますと弁明することがないんですね、鰍沢病院に対しては。なぜなら

ば先ほど言いましたとおり町長は、国は地元の意向に沿いますとおしゃって、地区の懇談会に

も住民の皆さんに説明していますよね。ということは、町長が公的医療機関として存続させて

ほしい。鰍沢病院は購入できませんと、はっきりと言わないために国は公的病院グループの枠

組みに鰍沢病院を入れないんですね。 
 例えば徳島県の健康保険鳴門病院は、徳島県知事が国に申し入れをして譲渡が決まりました。

また川崎社会保険病院は地元の川崎市長が経営形態を問わず、病院の存続を厚労省に求めた結
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果、ここは一般競争入札で民間に売却されたんですね。また社会保険浜松病院は、平成１８年

度に移転、新築される予定だったんですね。ところが存続がはっきりしないため、この移転新

築が凍結されたままになったんですね。そのため、建物や医療機器の更新ができずに老朽化が

進み、平成２１年３月末で閉鎖されたんです。どうなったかというと、建設予定地は確保して

いたんですね。建物はもう古いのでこの土地が４億７，７２２万５千円で、民間の医療法人に

売却されたんですね。お隣の長野県健康保険岡谷塩嶺病院、ここは経営を受託していた岡谷市

に売却されたんですね。全国にはいろんな社会保険、厚生年金病院があるんですけども、大分

県ですね。由布院厚生年金病院があるんですね。ここの由布市長さん、それから秋田社会保険

病院がある能代市長さんは連携して、この厚生年金病院、社会保険病院の公的存続の活動を国

に対しても行ってきたんですね。なぜ私は、志村町長はこれらの全国の市長さんや町長さんと

足並みをそろえて要望活動をしてこなかったのかなと思うんです。くどいようですけども、地

元が売却要請をしない限り、厚生労働省は売却指示を出さないんです。鰍沢病院は浜松病院と

違って、建築からまだ１１年目なんですね。また僕は先ほども話がありましたけども、８０億

円とも言われるお金をつぎ込んで建てた兼備な建物なんですよね。今後、３０年近くはこのま

ま十分もっていくと思うんです。これを取り壊したり、閉院するなんていうことは国民にとっ

て大きな損失になる、これは火を見るよりも明らかなことだと思うんです。 
 志村町長が振り上げた、その当時は私も致し方なかったと思うんです。ＲＦＯが売却の法人、

それから鰍沢病院も閉院になるおそれがある。こういったことで購入の旗をあげたのは僕も理

解できます。でもいろんな状況を判断すると、今、町長がこの旗をおろすことが何よりも大事

なことだと私は思っています。町長、考えはいかがですか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 厚労省と最初に話をしたときには購入しますという話はひとつもしておりません。今、この

地域では市川三郷町と一緒に地域医療再生交付金を使いながら、こういうことを検討していま

す。その中で医療連携、あるいは経営統合というのがありますから、鰍沢病院について医療連

携をするにしても経営統合をしていくにしても、地域の医療を守るためにはこういう方法を今、

考えておりますので、国の考え方を教えてくださいということで行きました。もし国がそれを

地元へということであれば、私は無償譲渡でどうでしょうかということも言った記憶もありま

すし、それは当時の質問、あるいは回答用紙の中でも残っておりますけども、そういうことも

しています。 
 検討しているということで言ったのであって、譲渡をしてくださいとか、そういう話はひと

つもしていません。まだその方向は出ていないんですね、この地域は。買うも買わないのも。

はっきりした。ですから、そういった話をしたことはないんですが、そういう中で譲渡の暁に

はということで、先ほど来、答弁をしています全社連はああいうふうなことを言っていると。

職員は、退職金は私どもが払います。身分は継承してください。累積赤字は私どもがつくった

赤字ですから、私どもが精算したいと考えているとか、そういうものが出てきたということで

あります。 
 町長がはっきりしないのは、まだこの計画が良いか悪いかの判断が、今はまだ案が出ている

ときであって、これが出て富士川町も市川三郷町もこの案でいこうということであれば、早速、
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今度は譲渡に向けた話をしていかなければならないと思います。 
 それと由布院の市長さんが中心になって、今、動いているのも承知はしています。私どもも

一度は名を連ねて、社会保険病院として存続をしてほしいということで名を連ねたこともあり

ます。ただ、こういった医療再生計画が出てからは、この鰍沢病院については今、地域でどう

いうふうに病院を進めていくかということを論議していますので、その結論が出たら、また動

きますということで、この状況も由布院の市長には伝えてあります。由布院の市長からも何回

かお礼の手紙がきたことがあります。ですから連携をしてやっていないということではなくて

一緒にやっているんですが、由布院の置かれている状況とここの置かれている状況が違うから、

それは由布院の市長さんにもちゃんと文書でお答えをしてあるはずです。 
 それと全国でいろいろ病院が動いてきております。ただ岡谷の病院は、岡谷市に委託をして

いたということですから、そのままも岡谷へ行くことになります。それ以外のところは、厚労

省のほうからこの病院をどうだこうだではなくて、地方から譲渡してほしいという意見が出れ

ば厚労省のほうで検討をし、方針を決めてＲＦＯのほうに伝えていく。これも今までと、なん

らシステムは変わっていないということも今回、確認をしていますし、そしてこの地域はぜひ

この医療再生計画に基づいた、地域が長期的に安定した医療体系をつくってほしいというのも

厚労省のあれです。この医療再生計画も先ほど来言っているように、地域でまず原案をつくっ

て、県の医療審議会をとおって、そして国の有識者会議へかけて、厚労省がこれでいいですよ、

これでいきましょうと認定してくれてはじめて医療再生交付金が使えるものですから、厚労省

と県と一連の作業の中で進んでいると思っております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 ちょっと最初に言った平成２２年８月４日には、もうすでに峡南の地域医療再生計画ができ

ていましたよね。２５億円の使い道も決まっていましたよね。そうすると当然、その中には５億

円の高度な医療連携、それから病院統合という計画も入っていますよね。当然、町長とすれば

僕が町長の立場ですれば、厚労省へ行って高度な医療連携、病院統合、ましてやそのときの状

況が、鰍沢病院が売却対象、閉院される可能性がある。ぜひうちで買って、この基金を使って

地域医療を守っていきますよと、そう言っても僕は当然だと思うんですけども町長違いますか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 県の医療再生計画が出まして、市川三郷町立と鰍沢病院の経営統合、または医療連携という

ことで計画が出ました。ただ、それがそのとおり動くかどうかは、まだ出ていなかったですね。

両町にどうしたらよろしいでしょうかという前に、医療体制調査検討委員会というのを市川三

郷町と富士川町で主体になってつくって、そこで３病院経営統合が望ましいという案を出し、

両町に出して投げて、そして両町からいただいて、それをまた議論している。この過程の中な

んですね。ですからまだ、この地域で例えば一部事務組合が承認されたわけでもないし、ここ

が病院を買うという決定が出たわけでもないし、そのときに、ましてや市川三郷町と共同で進

めていかなければならないこの事業に、富士川町だけが突出して病院を買いますというわけに

もいかないし。ですから最初からこれが常に宙に浮いたまま、ですからそれ以上のところへ踏
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み込んでいけないんですね。それがこれまでの現状だと思っています。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 この厚労省の有識者会議ですよね。これはちょっと僕も細かく見なかったんですけど、計画

変更を承認する機関ですよね。この地域医療再生計画。そこで町長の言うとおり、この県の審

査会、それから国の有識者会議で認められて、峡南地域の医療再生計画というのはできている

わけではないですか。そしてそれに向かって実行していこうということですよね。たしかにそ

の中には委員として町長は入っていますけど、議員は誰も関わっていません。だから議会とし

て追認するような計画だったので、今こういった事態になっていると思うんですよ。そのとき

から議会も町長のよく言う、この話は議会と最初から一体的に取り組んでいると言いますけど

も、私にしてみればその峡南の再生計画は町長さんたち、お医者さんたち入っているけど、議

員はどこの町の議員も誰も入っていないんですよね。だから本来、町長の言うとおり一体的と

いうときには、議会もやっぱりそこに関わっていなければ、この問題ははじめから町と議会も

一緒に取り組んできたとは言えないと思うんですよ。だからこういう事態になっていると思う

んですよ。 
 町長は計画だと言いますけれども、有識者会議でこれは承認した、れっきとした実現性、実

効性のある計画なんですよ。そうではないんですか、町長。この計画というのは。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 これは峡南地域の医療を再生するための、当時の医療連携協議会の中でつくった案でありま

して、そしてその医療連携協議会の案をより具体化しようということで、峡南北部地域医療連

携部会というのをつくりました。この部会の中で本来、最初から協議すれば、今は県主導の部

会でやっていますけども、市川三郷町立病院と鰍沢病院の連携のことでしたから、であれば市

川三郷町と富士川町で協議会をつくって、これが医療体制調査検討委員会という部分ですが、

そこで議論をしてきた。そこでくどいようですけども、調査検討委員会の原案として３病院の

経営統合が望ましい。ただしも付いていますけども、大まかには３病院だと。それを両町の議

会に検討をお願いするということを、両町長が承知する中で受け取って市川も富士川も両町議

会へ投げて、議会の中でも検討していただいたと。別にこの協議会、部会は入っておりません

けども、この問題については最初から私どもも資料を全部投げておりますし、そういう中で議

論を一緒にしてきていただいたと思っております。 
 私も富士川町としての決断をするときに富士川町議会から３病院経営統合が望ましいと。そ

して病院の効率化と医療の質の向上を図れということですから、それと同様な文書で調査検討

委員会に投げた。ただ計画は計画であるんですが、今も生きているんですね。生きているんで

すが、これではまとまらないから、また今度は高度医療の部分と、そして医療連携の部分が出

てきたと。救急医療と高度な医療連携という医療連携案が出てきて、やはり結果とすれば今す

ぐ経営統合ができなくても、将来に向けての経営統合、そしてまた、それも一部事務組合から

独立行政法人をつくっている、ここのところは同じなんですね。前と。早いか遅いかだけで。 
 もう１つ出てきたのは、共同管理という案が出てきましたけども、今回は前の案で計画が、

 ６３



下部組織といいますか、計画を実行していただく段階で白紙になりましたから、もう一度、県

が主体になってこういう案でどうでしょうか、再度、両町議会へ投げられているところであり

ます。ここで両町に投げられておりますので、両町で一緒の判断ができれば、これは進むと思

いますが、うちが頓挫しても、市川が頓挫してもこの計画はこれで終わってしまうというふう

に私は認識をしております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 私はこの、先ほど話が出た厚生労働省の地域医療再生計画にかかる有識者会議の構成員を見

て、とても驚きました。昨日恥ずかしい話で初めて見たんですけども、その前に若干、この会

について説明させていただきますけれども、この会議の趣旨は地域の医師確保、救急医療の強

化など地域における医療課題の解決を図るため、都道府県に地域医療再生基金を設置し、都道

府県が策定する地域医療再生計画に基づく取り組みを支援することとしております。 
 この地域医療再生計画に対して評価、技術的助言を行うため、地域医療再生計画にかかる有

識者会議を開催するものであります。会議の役割は地域医療再生計画の開始にあたり、基金の

より効果的・効率的な活用に向けて計画に対する評価、技術的助言を行うことがありますと。

まさに現在、私たちが直面している課題の支援をしてくださる会議だと私は理解しております。

その座長さんという方が、これは尾身理事長と自治医科大学の一期生だと思うんですけども、

梶井英治自治医科大学地域医療学センター長なんですね。この梶井先生というのは、私も２年

前に滋賀県での議員研修で会ったんですね。昨年は富士川町議会で永井議員、市川議員、井上

光三議員も研修で会っていると思うんです。この地域の実情は大変よく理解していただいてい

るんですよ。なぜかというと、そこの研修所でこの鰍沢病院の問題を取り上げてくれたんです

ね。全国から来た市議会議員や市長さんや町長さんや議長さんたちが議論したんですね。永井

さんには、たぶん本人ですよね、梶井先生から直接連絡があってフォローアップ事業というの

はどうですかという話もあったんですよ。そのくらい、この先生は地域医療に対してはものす

ごく熱意がある先生で、行動力もある先生なんですよ。 
 ですから私が何を言いたいかというと、町長たしかに国会議員を通して話をされている、そ

れも１つの方法だと思います。でもこの梶井先生に僕はせっかく有識者会議の座長さんで、僕

たちも面識がある。ぜひ町長、一緒にこの梶井先生に会って、この地域をどういうふうに守っ

ていくか助言をいただく、こういった考えはどうですか、町長。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 厚労省をはじめ全社連、あるいはこういった全国の医療問題をやっている人については、こ

の鰍沢病院の状況というのは、本当に皆さんよく承知をしております。全国でも屈指の医療困

窮地帯だと私は思っています。ですからこういったところを、そしてまた今、こうやって市川

三郷町と３病院と、富士川町も含めて地域がこういう問題、こういう問題というのはこれは全

国で初めての問題なんですね。モデルだと思っています。こういうことをやっていますので、

非常に注目度は高いと思います。ただ、遅々として進んでいないというのも皆さんご承知のと

おりだと思います。 

 ６４



 その梶井先生にお会いしてどうこうするかは分かりませんけども、私どもはこの計画をつ

くってそこにご意見を伺う立場でありますので、この計画が国の考えている地域医療再生であ

るかどうかということは、その有識者会議のまたご意見をいただかなければなりませんが、単

に今までが市川三郷町立病院と鰍沢病院の経営統合、または医療連携ということで進んできて、

それは了解をもらっておりますが、その当初の最初に経営体をつくっての経営参画は白紙に

なっていますので、今度のこの県のつくっている高度な医療連携というものが果たして、その

有識者会議を通るかどうかはまだ私もそれは分かりませんが、前回は計画だけを通してそのと

おり進めていこうということでありましたが、今回は下のほうからこの案に賛同できるかどう

かというところを通しながら、上にあげていくと思っております。 
 必要があれば会うこともやぶさかではありませんけども、今のところは会っていろいろご意

見を伺う必要はなく、この県の医療連携案が良いか悪いかを早急に決めていきたいと、こんな

ふうに考えています。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 これだけの専門的な知見を持っている方が、協力を惜しまないと僕は考えています。やはり

国会議員の先生を通して会うのもいいんでしょうけども、やはり直にこういった方のお話を伺

うということが僕は非常に大事なことだと思っています。 
 （２）に移りますけれども、独立行政法人年金・健康保険福祉整理機構から新機構への改組

に向けた動きについて、把握している状況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） 

 今年４月に新しくＲＦＯに理事長さんが就任したこと、そしてまたそのＲＦＯ内に地域医療

機能推進機構準備室というものが設置されたこと。そして新機構への改組に向けた取り組みが

進められていることは承知しております。 
 厚生労働省においても、９月３日に新機構のあり方を議論する検討会を立ち上げて、新機構

が提供する医療のあり方、法人制度のあり方等について検討をしていこうということで、過日、

第１回の会議が設けられ、そして年内中に結論を出していきたいという今、動きだと認識して

おります。 
 また、私どもは中島院長さんから社会保険病院等の院長会議というのがあります。全国の社

会保険病院等の院長さんで構成する会議でありますけども、その院長会議において新機構に向

けた財務運営、組織運営・人事給与に関する事項等のワーキンググループでの報告と、そして

また４回にわたる院長会議での報告も受け、改組に向けた取り組みに注視をしているところで

ありますし、またいたところでもあります。 
 こうした報告を受ける中で、鰍沢病院が新機構に移管された場合においても、経営状況によっ

ては病院規模の縮小とか診療科の廃止など経営改善が図られる、長期的に安定した地域医療が

将来にわたって確保されなくなるおそれがあると鰍沢病院の院長は危惧していると、こういう

ことも聞いておるところであります。 
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〇議長（芦澤益彦君） 
 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 ９月３日に、地域医療機能推進機構の改正案を提出するために必要な手続きの地域医療機能

推進機構の法人制度に関する検討会が開催されました。町長もご存じだと思います。たしかに。

どのような議論がなされたのか、ご存じでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 会議の資料は入手しておりますが、議論の内容はまだ走りだけをやっただけで、今年度中、

年度内に決めていきたいということで、まだ議論は深まっていないと認識しております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 私の知り得ているところでは、この日の主要なところというのはＲＦＯの尾身理事長へのヒ

アリング、それから尾身理事長が全国ネットワークと地域の病院との連携を生かした総合病院

の養成、医療・検診・介護・在宅支援などの地域包括ケアを地元の自治体、医師会、関係医療

機関と連携し実現し、地域住民の生活を支えることを特に強調したと聞いております。 
 中でも注目されるのは政治に振りまわされて譲渡を前提にするのではなく、全部の病院で尾

身理事長が述べた地域医療のニーズに応えるというミッションを実行していき、前倒しででき

るならやってほしいという意見が出され、厚生労働省もこれらの意見を踏まえて議論していく

というふうに答えているそうです。 
 ところで、町長は新機構に移行すると国からは補助金は１円も出ないと言っていますけど、

これは間違いないですか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 法律の中に運営に対する補助金はなしと、これはなっておりますので、私どもが確認した中

でも今後、その運営に対する国からの助成はゼロということは確認しております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 たしかに普通はないんですね。その行政法人の中でそうなっているんですけど、実はこの新

機構法の第１９条に財源措置の特例が規定されているんですね。機構については、運営費交付

金は政府から出ませんと。ただし第２１条第１項に定める災害、公衆衛生上、重大な被害が生

じ、もしくは生じようとしている場合には厚生労働大臣は必要な財政措置を行うことができる

となっています。ですからこういった特例があるんですね、国では。この地域というのは３０年

以内の発生率が８８％とされる東海地震、東海、東南海という連動という話もありますからね、

その揺れは６強と想定されているのはご存じのとおりです。この大地震が起きれば、峡南地域

だけでなく県下一円の病院も被害を受ける、これは想像に欠かせないと思うんです。そういう
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状況になったときこそ、鰍沢病院の公的な全国グループのスケールメリットを生かした、被災

していない全国の社会保険病院、厚生年金病院から医師、看護師をはじめとする医療スタッフ、

医薬品、食料などの支援を受けることができると私は考えます。 
 それは平成２３年３月１１日の東日本大震災での全社連、社会保険病院などが一体となって

協力して、被災した複数の病院の難局を乗り越えたことで証明されていると、私はこのように

思うんですけども、町長の考えはいかがですか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 新たな独立行政法人に国から運営費等といっていると思いましたけども、一切出さない。そ

れはそうなんです。また伝染病とか大きな災害、これは今までも社会保険の病院だけではなく

て、今、東北の地域にもこれは相当な医療支援がいっております。これはお金にしても。ただ、

夕べもテレビでやっていましたが、まだそれが十分ではなくて、もう一般の開業医なんかはこ

れから自分の年齢等を考えたときに、ここまで機器をもういっぺんそろえてできるかどうかと

いうのがありますから、非常に災害の規模によっては難しい部分があります。 
 日本も鳥インフルエンザとかＯ－１５７とかいろんな病気が蔓延したときがありますから、

そういうときにはそういうときで当然、それはどこの病院だろうが全部の病院を使っていかな

ければできないことですから、それはあると思います。 
 社会保険は社会保険病院のネットワークというのは、これは私もあると思っております。た

だ、私のところへこれまでいってきたところも、このネットワークを使いながら来月にも内科

医を入れますよといってきたのが社会保険のネットワークなんです。これは国会へも出ている

ような、有名な方がわざわざ私の部屋まで来てそれを言ってくれたんですが、もう１年経ちま

す。いまだに来ません。言葉だけでなくて、しっかり来てくれるんであればそれはいいんです

が、そのネットワークが活用できないから、鰍沢病院が今ああいう状態になってしまったと思

うんです。自治体病院も自治体病院ネットワークというのがあります。ただ、お医者さんを今、

ぎりぎりの人員の中でやっている中で、東北の被災地にもお医者が十分でない。そういう中で、

こういう考え方は非常にいい考え方でこれからもそういうことが実際できるように、これから

やっていきたいと思いますけども、実際問題としてこういった空想上の理想論みたいなことだ

けでは私はいけないと思っています。ですから、しっかりそういう有事に対応できる地域のネッ

トワークをまた、つくっておかなければいけないんではないかなと思っています。 
 この間も９月２日にここで想定をしながら死傷者の数、重傷者の数というのをやりましたけ

ども、トリアージをしてくれる先生が確保できていない。あとの問題もありますけども、その

ときの問題がとてもあると思うんですね。そのへんも今後、うちの防災計画をつくる中で地域

の医師会とか、地域の病院と連携しながらやっていかなければいけない問題ではないかなと。

おっしゃるとおり、そのネットワークを活用していくというのは、ぜひこれからもやっていき

たいと思っています。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 それから中島院長先生等もおっしゃっているという、その新しい新機構になったときに赤字
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病院への貸付の話、これについては私の知っていることでは前の３回、４回の院長会議の中で

長期の貸付というのは１％を見込んでいると。それから長期というのは１年を超える貸付のこ

と。それから短期というのは１年未満だと。それから金利については１％ということでなく、

できるだけ無利息の中で融資を行っていこうということは今、議論になっているということで

あって、中島院長先生がなぜそうおっしゃるのか僕には分からないんですけど、あのビジョン

の資料を見ると、そう書いてあるんですね。それがもし中島院長先生が、これはどうなるのか

は分からないとかということであれば、やはり院長先生がご自分で院長会議に出席されている

ので、そこで僕は確認して、確認したらこうだという話をすべきだと思うんですよ。そこで話

には出ているけども、全然分かりませんというのは、僕は経営者として責任感というのはどう

なのかなと逆に考える面もあります。ですから町長は、この貸付については全然ありません。

１カ月になるのか、３カ月の貸付になるのか分かりませんとおっしゃっていますけども、僕は

資料を読み解けば短期の貸付、長期の貸付、それから１％の金利というのも説明会で出たとい

うことなので、これについては新しい新機構でもこういった貸付の制度というのはあると思っ

ていますけども、町長いかがですか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 私も病院長会議の資料は１回から４回までもらっています。３回目のときに、このワーキン

ググループで財務運営、組織運営、人事・給与に関する事項とともに赤字病院に対する考え方

というのが出てきたと思うんです。この間も新聞、ビラが入っていましたけども、都合８ペー

ジぐらいしかないんですね、あれは。資料がそのまま移っていると思っています。でも細かい

ところが全部欠落しています。その欠落している中に赤字病院に対する貸付制度、短期貸付。

その資料の中にはパーセントは全然出ていないはずだと思います。私もその資料しか知りませ

んから、それ以外の資料はどこからどう出ているのか知り得ていませんので、その中を見る限

り、先生これはどうなるんですか、この短期貸付というのは。そこのところの具体的なことは

まだ出ていないですという答えを受けていますので、中島院長もどのくらいの期間を貸してく

れるのか、利率がどのくらいなのか、具体的なことは分からない。これは３回目の会議のとき

に出た資料ですので、４回目のときにまたそれが出たかどうかは私は知り得ていません。 
 そういう中で、中島院長さんは新機構の傘下に入る病院ですから、そこが危惧をしているよ

うではやっぱり駄目だと思うんですね。今度そこが、私のところは大丈夫ですよと。この新し

い機構のもとに今までとは違った運営ができる。今まで違ったお医者さんも来てくれるであれ

ば、この県の進めている医療体系の連携の中に鰍沢病院は離脱をしていくんではないかなと私

は思います。でもここに入って、市川三郷町とこういう医療連携をしていかなければ今のお医

者さんの見込みが立たないから、医大からお医者さんをもらって、こういうふうな医療連携を

していかなければならない。これは先ほど来言っていますように、河野院長さんも中島院長も

小川院長さんも議会も入って、そして県も入ってつくり上げているものでありますので、県が

いろんなところを歩きながら、みんな集めたりもしているかどうか分かりませんけど、いろん

な意見を聞きながらこれをつくり上げていますから、議会でも中島院長さんを呼んでお聞きし

たと思うんですが、中島院長さんが今度新しい機構のもとに鰍沢病院は大丈夫ですと言ってい

ただければ、富士川町も中島院長の言葉を信じながら、それでこの問題は、鰍沢病院は抜いて
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くださいということも言えると思うんですね。そこがないから、やはり医療を守っていくには、

両院長の意見も参考にやっていかなければいけないと。今、こんなことでこの医療連携の作業

を進めているところです。 
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３つ目の、２回目の地区懇談会を開催していらっしゃいますけども、住民の皆さん

の反応について、町はどのように捉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） 

 地区懇談会、２回目の懇談会を９月３日から明日まで、計６回に分けて全地区を対象に実施

をしております。ここまでは５回やってきているわけでありますけども、この地区懇談会にお

いて感じたことは、峡南北部の医療を守ってほしいという町民の切実な思いが多いなというこ

と、中でも救急医療とか医師確保をして、現在失われている医療機能の充実を図ってほしいと

いう声が多いと感じております。 
 一方ですね、町が新たに病院を取得したり、経営をするということで赤字のリスクに対して

危惧する慎重な意見なども多くあるように感じております。 
 いずれにしても病院を持てば、それは今までにやっていないことをやることですから、手間

もかかりますし、労力も必要になります。しかし今の医療の現状を見たときに、ここに１万６千

人富士川町民もいます。当然、ここの地域ではなくて中北地域へ行ったり、東京へ直接行った

りして診てもらっている人もいますし、そしてまた富士川町民でなくてもこの近隣の市町村か

らも鰍沢病院を利用している人もいますし、市川三郷町立病院にも富士川町民も多く運ばれて

きています。 
 そういう中で、この峡南北部の医療をいかに守っていかなければいけないか。私はこういっ

た地区懇談会、両方の意見があることは十分承知していますが、多くの町民の皆さまの貴重な

意見をお伺いする中で、今後、議会と一緒に富士川町としての最終判断を決めていきたいと、

こんなふうに考えております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 私も４会場に参加させていただきました。米の方は町の将来にわたる、この問題の判断は

あらゆる情報を出した上で、町民に委ねるべきだとこう発言されていらっしゃいました。また

大久保の方は鰍沢病院の平成２６年の経営収支予測が、平成２２年に比べて５億４千万円上が

ることに大変、疑問を抱いて計画どおりに医師が派遣されるのか不安を抱いていた発言もあり

ました。さらに中部地区では山梨大学医学部の附属病院化を強く望み、鰍沢病院の購入は慎重

にしてほしいという意見もいただきました。また合併算定替えの適用期間が終了し、普通交付

税が減額することに伴う町財政の影響を心配する発言もありました。女性の参加者からは町に

とって都合のよい話だけではなく、リスクもすべて白日の下にさらけ出して、最後は住民投票

によって決めてほしいという意見もいただきました。 
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 本町地区では医師の確保を県なり医大なり等、覚え書によって担保しないととても信用でき

ないと、こういった意見もありました。そこで病院事業にかかる普通交付税と特別交付税、先

ほどから井上議員からも質問があったり、長澤議員からもありましたけども、病院を仮に取得

後、どのくらいしたら措置されるのか、お伺いいたします。交付税です。基準財政需要額に算

定されますよね。交付税とか特交が。それは病院を取得したら、その年からいただけるのか、

それとも１年後なのか２年後なのか、その点についてお願いします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 交付税は昨年度の実績に基づいて算定をしていきますので、富士川町が仮に病院を取得して

開業したにしても、その年度は入ってきていません。翌年度から交付されるものだと考えてお

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） 

 そうすると仮に平成２６年４月１日、直近でいって富士川町が申請して、そしていいですよ

という認可というんですか、それが下りてくるのが４月１日とすると、そこから普通交付税は

２７年は駄目だから２８年から措置されますよね。それが、僕、確認したんですよ、財政の担

当に。そうすると２６年ですから、２８年から措置されるんです。交付税は。それは確認した

んです、僕。普通交付税はそういうふうになってくるんです。特別交付税はどういうふうに措

置されるのか、教えていただけますか。 
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） 

 秋山議員の質問にお答えさせていただきます。 
 地方交付税につきましては、先ほどおっしゃられましたように２６年で取得した場合には

２８年度交付ということになっています。よろしくお願いします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 そうすると特別交付税、これは僕、よく分からないんですけど、これもいただけるという説

明をして、６，５００万円ですか、いただけると。小児救急医療提供病院とか。中にはこの自

治体が１５０床以上の病院を取得したときには、この特別交付税というのは措置されないんで

はないかということを聞いているんですけども、その点については。たぶんこれは医務課が特

別交付税は出ますよと町に説明していると思うんですよ。では県の市町村課で、これは間違い

なく特別交付税、自治体病院、１５０床以上の病院にも出ますということは確認しましたか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 普通交付税のほうは私も分かります。そして特別交付税の部分はまだ分からない部分が多い
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から、医務課でもそれははっきりしたときのほうがいいんではないかという話はしていたんで

すが、富士川町の議会の勉強会といいますか、議会説明会の中でそういう話が出たと聞いてい

ますので、これは県が出してくれるんだと私は理解をしています。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 確認がとれていないんですよ。１５０床以上の自治体の病院に特別交付税が措置されるかど

うかというのは、はっきり確認しなければ、町民の皆さんに根拠のあることを言えないと思う

んですけども、そのへんは根拠があっておっしゃっているんですか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 一般交付税は病床数に応じてきますから、これは１５０を超えても病床数に応じてくるもの

です。特別交付税は災害医療をやるところ、そしてまた小児医療をやるところに病床数とは関

係なくくるものでありますので、病床数でそれが止められるということであれば、私もこれは

驚きでありますけども、私は県のほうでそういうやっている機能に応じて６千万円、５，

３００万円ほどと聞いていますかね。くるということを聞いていますので、６千万円ほどくる

ということで聞いています。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 この特別交付税というのは小児救急医療提供病院、それから感染症病床、そして追加共済費

用ということで常勤の人数掛ける単価、それから１５４床という病床数も、一般病床入ってい

るんですね。それをもとに特別交付税、これを計算して６，５００万円という数字を出してい

るんですよ。だから病床数は関係ないということはないんですよ。この根拠でいくと。だから、

やはりここは町民の皆さんに特別交付税が間違いなく出ますよという確認は、医務課のことを

鵜呑みにするのではなく、やはりちゃんと根拠を確認した上で僕は説明すべきだというふうに

思います。 
 この交付税、平成２７年度から毎年約８千万円ずつ普通交付税が減ってきます。平成２８年

度、約１億６千万円の減額です。平成３２年には５億円の減額と理論上はなるわけです。病院

が赤字でも税金が上がることはない。これは町長が説明しているとおりだと思うんです。たし

かに税金は上がりませんけれども、これだけの算定替えが終了して、どの予算を切り詰めるん

でしょうか。先ほども長澤議員が聞いていましたけども、歳入で、例えば５億円減ってくると

いうことは、歳出になれば５億円で済まないんですね、市町村の財政というのは。なぜなら当

然５億円を元手に国の補助金や県の補助金を使って、２倍３倍の事業をやっていくんですね。

これだけの５億円のお金を、何を削って交付税の減額分を凌いでいくのか、具体的な対処方法

をぜひお聞きしたいです。 
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） 
 算定替えの期限が切れることは十分、承知をしております。そういう中で町の総合計画を立

てながら、そして実施計画の中で財政シミュレーションを立てながら、これからの事業につい

て赤字に転換しないように、しっかり役場の中で進めているところであります。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 やはりこういったことを、税金が上がらないよう、そういった説明ばかりでなく、鳥屋の女

性が言ったとおりいい話もリスクもすべてあからさまにして、そして町民の覚悟を判断できる

ような資料を出してほしいということが、僕は町民の多くの方が望んでいることだと思います。 
 町長は兼ねてから、この問題については住民投票を実施してもよいという考えだと私は理解

しているんですけども、地区懇談会でもこういった要望を聞いて、議会と相談しながら決める

と答弁していましたけども、やはり私は最終的には住民投票をすべきではないかと考えますけ

ども、町長いかがですか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 住民投票をすべきかどうかは、議会の中でまた決めていただきながら、これも１つの今回の

判断をする材料にしていただければと思っております。 
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、４の地域医療連携部会で示した県の医療提供体制の実効性について町の認識をお

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） 

 この問題は市川三郷町と富士川町で設置しておりました、新病院設置協議会が解散したこと

に伴いまして、今度は山梨県が主体となって進めてほしいということから、北部地域医療連携

部会において、峡南北部地域における医療連携の方向性、基本方針、基本目標、役割分担など

について、これまで３回の部会を開いて協議をしてきたところであります。 
 今回の地域医療再生計画では、医療提供体制として各病院の医師数、病床数および看護師の

配置数、診療科の診療科目などが目標値として、また強化すべき医療機能が分野、機能別に示

されたところであります。 
 医師の確保策としては、寄附講座による地域医療研修支援を受けるほか、山梨医大における

地域枠の医師を戦略的に受け入れることによって医師不足は解消されていく、またしていかな

ければならない問題だと思っております。 
 看護師の確保については、県の看護師確保対策による第７次の看護職員受給見通しによりま

して、毎年３名程度、受け入れていきたいという計画でありますので、こうした増員計画を使

いながらやっていきたいと。 
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 診療科目につきましては、医師の増加とかローテーション勤務により充実されるものと考え

ております。これは医師のご理解も必要になりますが、ぜひこういうふうにしていかなければ、

この地域の医療が現状のまま、あるいはこれよりも質が下がってしまうということになってい

ます。 
 この計画策定には先ほど来言っていますように山梨大学も関与しておりますので、大学、県、

地域の三者が緊密な連携を行いまして、それぞれの役割分担に基づく機能強化を図って各病院

の強みを生かした高度な医療連携を進めることが必要であります。こうしたことをみんなで共

通認識として実施することによって、県の示した計画が実現できるものと考えております。 
 以上です。 

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、この経営収支予測の鰍沢病院の医業費用についてお伺いいたします。この資料を

持っていますかね。県の資料ですけどね。平成２６年の医療材料品費が１億７，６９２万９千

円となっていますけども、計算すると２億６，８３５万５千円となるはずなんですね。９，

１４２万６千円増えて２４億６，４７１万８千円となっている医業費用が増えて２５億５，

６１４万４千円になるんですね。よって、平成２６年度の鰍沢病院の医業利益は２億１，

９８９万２千円になります。市川三郷町町立病院の医業利益は２億３，４６７万２千円の赤字

ですので、両病院の医業利益は７，６６４万６千円の黒字が１，４７８万円の赤字になるはず

なんですね。この計算は町では確認したのかどうか、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） 

 今回の、この県の示した医療連携策については推計をしながら目標値をやっているものであ

ります。このとおりいくかどうかはこれからの努力によってということになりますが、こうし

た計画が良いか悪いかの判断をしていただくことであって、ここに経営の収支予測もあります

けども、私もいろんな地区の懇談会をしながら、このとおりいくものでないかということも言

わせていただいております。これはあくまでも窓口収入と保険診療の国保連、あるいは社保の

支払い保険から入ってきた分と、そしてこれぐらいの規模でいって、また人件費は今のままを

予測しておりますから、これも人件費がどういうふうな形になっていくかによって、これはガ

ラガラ変わってくると思いますので、これはあくまでも目安ということで地区説明会も話をし

ております。 
 ただ、こうしたことにしていかなければ、この地域の医療の質の確保ができないということ

があります。町のほうでも、これは県がつくったものですので、このつくる考え方は聞いてあ

りますけども、細かい資料を詰めていることはしていません。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 やはりそういったことは、たしかに県と町、一体になるのかもしれません。でも県も地方政

府、でも１万６千人の小さい町も地方政府なんですね。それは下部組織でもなければ出先機関
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でもないんですね。町は。対等な立場の政府同士なんですよ。やはり、その点についてはちゃ

んとした検証というものをやるべきだと思うし、そのために議会があるんだよといわれれば議

会で一生懸命やりますけども、できるだけ町民の皆さんに先ほどの交付税と同じで確認をとっ

て、根拠のある数字というものを示すことが僕は正しい情報を町民の皆さんに示して覚悟を仰

ぐということが必要になってくると思うんです。 
 それで県の示す経営統合についてお伺いいたしますけれども、市川三郷町と富士川町が共同

で設置する一部事務組合、または地方独立行政法人のもとに市川三郷町立病院と鰍沢病院の経

営を統合するということは、鰍沢病院と同じように市川三郷町立病院の５億円を超える累積赤

字と職員の退職金、約１０億円とも言われています。約７億円といわれている介護老人保健施

設の赤字も精算できるのでしょうか。平成２７年には実現したいと久保町長が表明した町立病

院の建て替え費用は２０億円ともいわれております。２病院の運転資金は３カ月分で、今現在

でも約１４億円は必要といわれています。平成２６年には外来も入院も格段に増えますので、

さらに運転資金は上積みをしなくてはならないと考えます。 
 町長の言う大枠を決めてから細かいところを詰めるのではなくて、鰍沢病院購入を決める前

に考えられる論点を整理し、町長同士が１つずつ課題を克服していく必要があると考えます。

経営形態は一般型地方独立行政法人、２年後には統合する、それまでの運営はどうするのか。

こういった道筋を具体的に決めて、町民にそれまでの行程を示す。これができないのであれば、

鰍沢病院の取得などあり得ないと私は考えますけれども、町長の考えをお聞きします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 まず大枠が決まらなければ細かいことが決まらないと、私は思っています。これまでも細か

いところへ最初からつきすぎて、大枠を見失ってしまったんではないかなと思っています。ま

ず大枠を決めて、そして経営統合にいくのか、共同管理にいくのか、全然またそこも変わって

くると思いますので、まず市川三郷町、富士川町がこの県のつくった地域医療再生計画にのれ

るか、のれないかがまずありますね。のれた場合に、それでは今度、どういう方策をしていこ

うかと。今のところは判断基準が市川三郷町とうちは違うと思うんです。市川三郷町は、この

県のつくった、こうした病院の役割分担がいいかどうか。病床数、医師数、看護師の配置数が

いいのか、診療科目がいいのか。それと富士川町が取得する病院と一緒にやってできるかとい

うところを市川三郷町は決めるんですね。うちはもともと医療をやっていませんから、鰍沢病

院の院長さんとかこの地域のお医者さんがこういう医療体制がいいということであれば、そこ

の部分はのむとして、一番大きな問題は病院を取得できるか、するかしないか、できるかどう

か、ここだと思うんですね。それが、お互いの町が富士川は富士川でこれにのったと。市川三

郷町ものってくれると。その中で今度どういう、例えば経営体をつくっていくのか。ここには、

例示は一部事務組合あるいは独立行政法人と書いてありますけども、これ以外にもあるのかど

うなのか。そこは今度はじめて論点を１つにしながら、議論の題を１つにしながら市川としっ

かり話ができるんではないかなと。今までそこまで、全然いっていないんですね。ここ３年半。

細かいところへ先に進みすぎてしまって、ですから大枠は決めても、またそのあとで話が合わ

なければ、ご破算になることもあるかもしれません。先ほど合併と同じと言った人がいました

けども、総枠が決まらない先に町の名前を先に決めるとか、そういうことを決めても住民に話
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もできません。この問題は富士川町だけの問題ではなくて、よその町も絡んでいる問題ですの

で、私一人で決めるわけにもいきませんから、その話ができる土壌をまずつくってほしいと。 
 そして、もう３年半もこれをやっているんですね。もっと早くに総枠で議論をしていきましょ

うというところが、これはどっちの町の問題でもありませんけども、全然歩みよるところがな

かった。それが今日の結果になっているんではないかなと、私は思っております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 次に共同管理についてお聞きしたいんですけども、この病院統合、統合は分かるんです。こ

の共同管理というのは、自分よく考えても分からないんですよ。鰍沢病院が取得した場合には

公営企業法、下水道局の職員みたいに富士川町の職員、片や市川三郷町は市川三郷町の職員、

それをどういうふうに共同管理するのか、町長教えていただけますか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 まず経営統合の場合は身分も統合していかなければ、たぶん利益の分配がありますので大変

ではないかなと。職員の給与の問題、身分の問題、退職金の問題、そして職員が加盟する保険

の問題、職員にかかる部分も全部、同じにしておかなければ、片方は低い給与で働いて黒字が

出た。片方は高い給料でやって赤字が出た。その黒字をこっちへ充てた場合、職員同士で当然、

職員もローテーションしていきますので、こっちへて来て安い給与で働かされるとかそういう

のが出てきますから、それはやっていかなければいけない。経営統合の場合は、それもそれで

また、これから詰めなければならない問題がたくさんあると思います。まだ、どういうふうに

も決まっていませんから、それをどういうようにします、ああしますというのもまだ一切言え

ない状況なんですね。 
 もう１つは共同管理ですが、共同管理の場合は富士川町が、今ここの案でいきますと富士川

町が鰍沢病院の設置者となる。市川三郷町は今のままの市川三郷の設置者になる。この２者を、

お互いが出して経営をどこか指定管理者に出しましょうと。施設はそれぞれのものなんです。

運営をどこかに出しましょうと。今、そこの運営を受けているところが県内にどこにあるかな

ということなんです。今朝も、共同管理は医大がしてもらえば一番いいんですが、医大も今、

余力人員がおりません。ですからうちの場合も市川三郷町の場合も今いる職員をいったん、も

ういらないですね、職員は。関わる必要ないです、施設だけあれば。あとは指定管理へ出しま

すから。指定管理を受けるところがその人たちを雇って、そしてそこが運営をしてくれるとい

うふうな形になるのではないかなと思っておりますから、安易に医大にあの人たちを再雇用し

て、医大の職員として指定管理をどうですかという話もなかなか、うちからは言いづらいなと

いうのが、先ほど来、指定管理を医大にしてもらえというお話がありましたけども、うちの町

から今の段階で、まだそれは言えないだろうと。これがこの大枠でいいよということになると、

共同管理ということも考えなければなりませんから。これは市川三郷町と一緒に指定管理をし

た場合にはどこで受けてもらえるか、医大に頼むかという話になれば、それは医大へ話すこと

もあると思いますけども、指定管理は本当、共同管理も難しいと思っております。 
 以上です。 
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〇議長（芦澤益彦君） 
 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 僕はてっきり共同管理というのは、医大がやってくれるものだと思っていたんです。県の計

画だと。市川三郷町も富士川町も医大を指定管理者として、そこでたまたま、医大が両町から

管理を受けて共同に管理するという考え方だと思ったんですけど、今、町長の話を聞くと医大

は非常に今、現状では管理は難しいということであれば、医大でなければ現実問題、この山梨

県内、この狭い中で医大がやってくれないとなると、あと民間しか考えられませんよね。医大

がなければ。ほかの公的なところでやってくれるとは考えられないわけだから。町長の頭の中

では、民間の指定管理者ということを考えているという解釈でよろしいですよね。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 共同管理にもしなった場合に、民間ということを考えていることはありません。ですから経

営統合でいくのか、共同管理でいくのかもまだ全然決まっていませんので、これは今度、市川

三郷町と話をする中で経営統合をしていこうか、共同管理をしていこうか、共同管理の場合で

はどういう指定管理者をしていくのか。これはうちだけの病院ではありませんから、そうなれ

ば。ただ単に富士川町が持った病院を富士川町のみで考えるというのであれば、これは早急に

考えなければなりませんけども、まだお互いがこれを了解したわけでもない段階で、どこにど

ういうふうにするとかというのは、まだ考えるときではないんではないかなと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 どうも僕と町長の考えは、線路と一緒で平行線で、例えば町長は共同管理のときに医大は今

の現状では厳しいと。では民間はお考えになるんですかといえば民間も考えていない。では、

どこでやるのかなと。共同管理というのをどこでやるのか、僕には今の答弁でさらに混迷の域

に達しました。分かりません。 
 やはり町長、整理して共同管理はこういうふうにもっていくんだと。工程表というものを決

めて、共同管理の道筋はこういくんだと。３年経ったら市川三郷町とやろうとか、その間は購

入しても単独で持ち続けなければいけないと、そういったことが全然、今の町長の答弁を聞い

ていて、僕は皆目分かりません。やはりそういったことをもっと整備して、町民の皆さんにも

僕が分からないんだから、そんなに自分、頭がいいとは思っていませんけど、議員たる僕が分

からないんだから、町民の皆さんに僕も説明の使用がありません。もっと分かりやすく町長は

説明していただきたいというところで終わりましたけども、ありがとうございました。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 私も分からないです。分からないから皆さんと判断して、これから決めていこうとしている

んです。これをどこにどういうふうに委託をしていくんだと、誰も決めていません、それは。

今、共同管理の場合に医大にするのか、民間にするのかというのがありましたが、市川三郷町
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と富士川町で一部事務組合をつくって、これは形態なんですね。あくまでも。そしてそこが運

営をさせるときに、もう一度、市川三郷町の病院と鰍沢病院で一緒に一部事務組合をつくって、

そこに指定管理をさせるということもあるんですよ。ですから、どういう形態になるか分かり

ません。方策はいろいろあると思うんです。別に医大とか民間とかで二者択一ではなくて。ま

だ、あると思うんです。秋山議員も線路と同じでと言ってくれましたら、線路は同じ方向へ向

かっていきます。いずれ貨車の入れ替えがあれば、そういう一本線も出てくると思いますが、

ですから共同経営をするにしても、経営統合にしても共同管理するにしても方策はいくつかあ

ると思うんです。別に医大が駄目だから民間だけということではなくて、２町で独立行政法人

をつくってそこにさせるとか、そういうことはあると思います。別にこれは経営統合ではない

ですよ。経営統合ではなくても、一部事務組合はつくれますので、そこに委託をするというこ

ともあると思いますので、それはその大枠が決まらない限りは、今こんな話はできないではな

いですか。現実問題として。ですから、私は３年半前から富士川町と市川三郷町も議会の懇親

会をつくったりする中でこういう話がありますので、やってくれますかという話も聞きました

が、そういう細かい話も両町でやっぱり膝を交えて話をしていかなければならない。その土俵

づくりが、これがのめるかどうかの話だと思っております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 以上で通告４番、３番、秋山貢君の一般質問を終わります。 
 ここで休憩します。 
 再開時刻は午後１時３０分といたします。 

休憩 午後１２時１８分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午後 １時３０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５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、私の一般質問を行ってまいりたいと思います。 
 私の一般質問は質問事項に書いてあるとおり、地域医療と病院問題についてということです。

この件については午前の部で３名の議員の方が、いろんな形で質問されております。重なる部

分もあると思いますけども、よろしくご答弁をお願いしたいと思います。 
 最近、私が非常に感じていることは北部医療連携部会でシミュレーション、新たな構想が提

案されました。それをそのまま素直に受ければ、なぜ私たちが病院問題をこんなに長いこと議

論してきたのか。むしろ今になってどうしているんだろうと、正直思います。それは先ほど町

長が長澤健議員さんの質問の答弁の中で、この間の調査検討委員会、そして新病院設置協議会、

そして検討委員会から出された案に対する議会の意見集約、こういった流れを先ほど説明され

ました。ではなぜそういった議論を私たちがしてきたのか。それは当初、この問題が出たとき

に、そして今現在もこうやって多くの議員さんが質問しますけども、バラ色ではないんだろう

ということだと思います。 
 かつて志村町長はＲＦＯが新機構に移管するときに、夢のような案だと。これが実施されれ
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ば私の町で何もしなくてもいんではないかと。だけどもいろいろ考えてみると、どうも違うよ

と。不安が残るとおっしゃいました。今、私は同じ言葉をこの医療部会でやっている資料につ

いて同時に感じます。それはなぜか。この問題が議会で議論するようになって、すでに２年。

そして調査検討委員会が立ち上がり、その委員会の報告書を私たちはいろんな形で勉強もし、

議論もしてきました。そして県の医務課にも来ていただいたり、病院関係者に来ていただいた

り、いろんなお話を伺った。 
 私がその中で一番覚えていることは、かつての医務官であった内藤医務官が、この下の第１会

議室で説明されたときに、公的病院が赤字になるのは当たり前ですよと。ただ、赤字にはなる

けれども、それを皆さんで補っていかなくてはいけないんだと。よりよくその幅も少なくして、

地域のために医療を提供していくと、そういうことで考えていくべきなんですということを私

はおっしゃったという記憶を持っています。 
 ですから当時、議員さんすべてが病院経営というのはもう赤字になるのが当たり前なんだよ

という前提でこの間、ずっと議論してきた。そして意見集約のときに出したのは、鰍沢病院を

あくまでも中核にし、そして峡南病院を失礼ですけども廃院みたいな形にして、そこの医療資

源を集約し、そして市川三郷町立病院と鰍沢病院、鰍沢を中核にした形で運営すれば、なんと

かある程度、この小さな町でも維持していけるんではないかという思いで、私はあの意見書に

賛成しました。現実的には峡南病院が離脱ということで、３病院設置というのは白紙状態になっ

た。しかし、市川三郷町の経営統合という話は実際には実は、考えてみれば白紙にはなってい

ないのかなということも思わないわけでもない。もちろんいろんな経過があるのは承知してい

ます。単にそれだけではいけなかった。だから今度の医療連携部会では鰍沢病院を基幹病院、

よく分からないんですけども市川三郷町立病院を総合型診療体制を持った病院、この総合型診

療病院といわれてしまうと、私なんかよく世間にある大きな病院を思い浮かべます。総合病院。

かつては医療資源を集約しなくては駄目なんだという話が、知らないまに２つの病院をそれぞ

れ充実させて維持していこうと。黒字になるんだよと。非常に奇異な感じを今でも持っていま

す。先ほど秋山議員さんが細かい点をいくつか指摘されました。私たちもこれからもっと勉強

していなかくてはいけないと思っています。 
 そこで伺います。 
 ３病院の統合が破綻したあと、町長ははじめて町民説明会、あるいは町民懇談会といいます

か、実施されました。その中でこの１つ目の質問ですけども、万が一、町が運営に直接関わっ

ていかなくてはいけない場合には、３つの条件がクリアされなければならないんだと。この３つ

の条件というのが、いわゆる鰍沢病院を中核的な病院にするということ。位置づけるというこ

と。そして一番大事な医師の確保、この目安がある程度、しっかりと整うということ。そして

あと、お金の問題がちょっとありました。 
 この３病院を今、町長はこの間の新聞記事でもそうですけども、あるいは今、町民説明会を

やっていますけども、そこでもそうなんですけども、買うことを検討しなくてはならないねと。

おおむね、前に言った条件がクリアされたというふうに私は認識していますという話をされて

いますけども、何があってそういうふうに変わったのかが、実は私には今もってよく理解でき

ない。そこを一言、説明を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。 
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〇町長（志村学君） 
 齊藤欽也議員のご質問にお答えいたします。 
 まさしくこの議論は長い議論であります。旧増穂町・旧鰍沢町の時代からの峡南医療連携部

会でありますので、３年半ぐらいたぶん、出発点から経っていると思っています。そして先ほ

ど、この結論が拙速ではないかというお話がありましたが、もう３年半前からの議論でありま

すので、決して拙速ではなくて、まだ結論が出ないということは外野から見れば怠慢ではない

かなと。そうは言いましても議論を重ねる中で、こうやって時間が延びてきたんでありますか

ら、今回はそのタイムリミット、本当の真のタイムリミットに近づいていくということで、今、

こうやってご議論をいただいているところであります。 
 また県からも、前回の医療官、そして今度の医療官も来ていただく中でお話は聞いていると

思いますけども、公的病院がすべて赤字の病院、これは考え方が間違っていると思います。黒

字にみんないくように努力をして、そして日本全国を見ても黒字の病院もありますし、努力を

しても赤字の病院もある。これは事実でありますけども、同じ経営をするんであれば赤字の出

ないようにしていくのが、経営者としての努力ではないかなと思っています。 
 そしてこの議論の中は、当初２病院で鰍沢病院と市川三郷町立病院の医療統合、または連携

ということでスタートいたしましたが、議員からお話しがありましたように北部の病院のこと

ですから、２町で医療体制調査検討委員会を設けて、その中で３病院の経営統合が望ましいと

いうことから３病院でなんとかできないか。このときも一部事務組合をつくって鰍沢病院を

買ったり、市川三郷町立病院を買ったりする中で峡南病院は廃止をしていただくという議論を

重ねる中で、この３月の上旬ですが、市川の委員さんから今の診療体制でベッド数が減ってし

まうのは困ると。そしてまた一般の入院患者が減ってしまうのは困ると。もうちょっと、この

数が増やせないかという中でいろいろ話もありましたが、峡南病院さんもうちは廃止をされる

んであれば離脱をしたいという話が出てきて、この３病院統合計画も途中で白紙になりました。

その後、４月以降、県から、県のほうが今度は主導権を取りながら、もう一度、北部医療部会

の中でこの案をまとめ上げていきたいという話が出ましたので、５月に、部会は６月から始まっ

ているんですが、その前に富士川町としては５月に第１回の地区懇談会を開催いたしまして、

地域医療確保に向けての県の動きと、そして地域医療機能推進機構の再確認のほか町が単独で

鰍沢病院を取得する場合の条件として中核病院として位置づけられること、山梨大学附属病院

から医師派遣が確保されること、地域医療再生臨時特例交付金が活用できること、３つの案を

示したわけです。 
 この条件が整うことで、仮に富士川町が取得を検討する場合にも取得費に対する負担軽減が

図れ、そしてまた医師の確保、診療科の拡大、救急医療体制の確立がなされるとともに病院の

運営・経営の安定化が図れると考えたため、３条件の見通しがつけば病院取得について検討す

るとしたところであります。 
 以上です。 

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） 
 今、３条件が整えば検討すると。それは前からもおっしゃっていることです。ではこの３病

院のうちの、医師の確保についてはいろんなご意見があるので、ちょっとそこは除きますけど
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も、中核的病院というのは今もって私にはよく町長の考えというものが分からないんですけど

も、かつての３病院統合のときに市川の議員さんから出された意見、主要な意見というのは鰍

沢病院を中核病院にすることによって、おらがまちの病院が病院としての機能を果たせないと

非常に不便になるというような声が多かったと思います。 
 そういう意味でいくと、今回の案というのは決してそういう案ではないと思うんですよね。

市川三郷町立に限っていえば。だとするならば、今の鰍沢病院が中核的病院だと言えるのかど

うかというと決してそうではないと思うんですけど、そこはどうでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 中核病院、あるいは中核的病院、定かな定義があるわけではありません。これは県の医療再

生の予算配分の中で大学に寄附講座をつくったときに、これは大学からの要望もあったからと

思いますけども、地域の中核病院に対して研修医、指導医を派遣するんだというあれがありま

したから、中核病院という言葉がこの地域では急浮上してきたわけでありますけども、中核病

院というのは規定は定かではありません。地区の中核、基幹的病院ということだと思います。

今回の県の案でいきますと、市川町立病院が総合型診療病院、ここも考え方によっては中核病

院です。ここで全部、まず第１の判断をしていきますので、ここも中核病院。そして救急医療

とか、高度専門医療を提供すると同時に峡南地域全体の拠点となる病院というのが鰍沢病院で

すから、ここも中核病院ではないかなと思っております。 
 そして今回の中では医大も病院群に対して医師派遣をするといっていますから、これは別に

鰍沢病院だけを指しているわけではなくて、この峡南医療圏の特に北部の市川町立病院と鰍沢

病院も先生のローテーションも組みながらやっていく病院でありますから、どちらの病院とい

うことではなくて、今回のこの医療再生計画案に対する病院群に医師を出していくと。その中

でも山梨大学の地域医療研修センターとして、医療を持たせるところには研修医を派遣しなが

ら指導医も派遣していく。こういうことになれば、私の出した中核的病院、これはもう当然、

２番目の医師の確保、医師が派遣されることとより一体みたいになってくると思うんですけど

も、そういった位置づけもされております。そんなふうに受け止めております。 
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） 

 そうしますと、中核的病院とこの３条件のこれはおろしたほうがよろしいんではないかとい

うふうに私は思うんですけども、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） 

 おろすとかおろさないではなくて、これは県の医療再生計画が出る前に、今度の医療連携案

が出る前に私とすれば県、医大に向けての発信になる。それは今回の医療連携策の中におおむ

ね網羅されていると思いますので、これから病院の取得について検討してまいりたいと、こう

いうことであります。 
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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） 
 正直、いまいち分かりません。要は今の話を聞いていますと、両方とも中核だけども医師の

研修先が、する場所ですよね、そこが設備の関係で、私も客観的にはですね、鰍沢病院を利用

するのが一番いいんだろうと思います。そういう意味では中核なんだよという、今のおっしゃ

り方と理解していますけども、でも５月の説明のときの３条件のこの意味合いというのは、や

はりいわゆる赤字にならない病院経営をする。地域医療を守っていくためには、鰍沢病院を中

核的な、言葉は別としてあくまでも基本的な病院にしなくてはいけないんだよと。でもさっき

の話でいくと病院群という考え方も出たり、病院も場所によってはいくつかの大きな病院が一

緒になって研修を受けるなんて話もちょこちょこ、新聞にも載っていますけども、それでいい

んだみたいな話になってしまうと、ここでやってきた、５月でやってきた意味合いというのは

まったく意味をなさないんだなと私は思うんですけども、どうですか。そこだけお願いします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 意味がないということではなくて、最低でも病院を取得するための条件として、この３つは

クリアをしたいということから、富士川町が単独で鰍沢病院を取得する場合の条件を３つ付け

て、この３つの見通しが付けば取得を検討すると。取得するといっているわけではないですね。

取得を検討するといったのが今言ったように取得費の目安が立ったり、こうしてお医者さんが

配属されることによって将来安定的な医療体制がとれる、いい診療が受けられる、そういうも

のをするために最低条件としての３条件を出したわけでありますので、これをずっと掲げてい

るからどうだこうだということではなくて、これがクリアできれば取得について検討をすると

いう条件でありますので、今回の地域連携、医療連携の案におおむね網羅されていますから取

得について検討いたしたく、今、各地区で説明会を開き、その後、議会と最終判断をしていき

たいというところであります。 
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） 

 クリアされれば検討するということで、買うということではないと。それはそうかもしれな

い。ただ、検討するということは前に一歩進むということは間違いない事実ですよね。今言っ

た、町長にちょっとお聞きしたいんですけども、現在、示されている県の案、要するに両方を

充実させ医師を確保し、両方ともちゃんとやっていきましょうという、前のいわゆる新病院設

置のときの考え方と今日ではちょっと違うと思うんです。明らかに。その点について、町長は

どのように感じているのか。お気持ちをちょっとお聞かせ願いたいと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 先ほど来言っていますように、二転三転してきています。一番当初は鰍沢町と市川三郷町立

病院を経営統合、または医療連携していこうという案でしたが、地域で検討を重ねた結果、峡

 ８１



南病院を置いてけぼりにするわけにはいかないからということで、３病院の経営統合がいいん

ではないかという案できました。県もそれは基幹的な２病院が入っていますから、それより広

がることですから容認しながらきたわけですが、今年の３月にそれが白紙になってしまったと。

このままではこの地域の医療が将来に向かって安定的な医療体系がとれませんので、もう一度、

県のほうで最初の案に戻るような形で、３病院が一応出ています。とりあえず、その病院も出

ていますけども、中心は市川三郷町立病院と鰍沢病院の高度な医療連携ということです。ただ

単に医療連携をしたんであれば、この地域医療再生交付金は使えませんので、そこに高度がと

いうところが入っています。その高度の部分は当然、今までやったことのないお医者さんのロー

テーションであったり、経営統合であったり、共同管理であったりということでありますけど

も、そうすることによって１つの病院という形の中で、この地域の医療をお互い、どっちがどっ

ちということではなくて、みていこうという案でありますので、私はこの案を言いか悪いかを

早急に両町で判断をしていただきながら、もし両方がＯＫであれば、これに向かって詳細な詰

めをしていくし、もしこれがどちらの町は飲めないということであれば、今度、県のほうもこ

の地域の医療については手を抜いていくんではないかと、そんなふうに危惧をしております。 
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点だけ確認させてください。 
 市川三郷町がこの案に同意なり、承認なりということをしなければ、買い取りを検討しても

駄目だと。それは白紙になるということでよろしいんでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 今は医療再生交付金を活用しながらの計画案でありますから、医療再生交付金を使って富士

川町が単独で取得するということはできなくなると思っています。ただ、医療がこのままでい

いかどうかというのはまた別の議論でありまして、それはまた白紙から、この議論とは別の白

紙の議論から再度、沸き起こることはあるかもしれない、こんなふうに思っています。 
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） 

 今は再生計画の中で両町という文言が明記されていますから、今言った答弁が間違いではな

いんだろうと思いますけども、でも例えば状況が変わって市川がなかなかいかないと。当然、

町長はそうすれば、私が町長であれば、そうはいっても市川がぐずぐずしているから、これで

は困るといって、当然、県へお願いも行ったりもすることはあるんだと思います。そうすれば、

私は決して不可能な話ではないんだと思うんですけど、そこのところはどうなんですか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 この医療再生交付金というのは、やはりただ単に病院が一緒になるとか、そういうことでは

おりてこないと思います。午前中も言いましたけども、今回の計画はこの地域で練り上げ、そ
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して県の医療審議会、そして国の有識者会議、そして厚労省が認めて初めてお金が使えるもの

だと思っていますので、今回の案が破綻をした場合には仮に富士川町が単独で、あれを取得し

て鰍沢病院が、果たしてそういった地域から認められた中核病院となっていくのかどうか。そ

して医大から市川町立も町立病院ですから、医大も両側に今度はお医者さんをやって、今と同

じような配置をしていかなければならない。これも今は大変だから、なんとか一緒にできない

かという問題から始まっています。富士川町の取得する病院に医者が来るかどうかも不安であ

ります。それと取得するときの医療再生交付金が全然使えない。そういう中で、またいよいよ

もし取得するんであれば、今回の議論とは別の、またゼロからのスタートからの話になってく

るんではないかなと思っていますので、今、そこをミックスして考えるよりも今は医療再生交

付金を活用しています。それが駄目のときには本当に富士川町が身銭を出して、今度は病院を

取得しなければならないと思います。そういうことを視野にも入れると、やはり今、こういっ

た２５億円の交付金がきているんであれば、それを最大限活用できる方策を今、考えていくの

がベストではないかなと思っています。 
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） 

 ２つ目の質問に移りたいと思います。 
 これは先ほど、秋山議員のほうから出された内容に準ずるものですけども、医療連携部会で

示されている経営統合という案と共同管理という２つの案が示されて、これについて両町で意

見をいただきたいということだろうと思うんですよね。正直、私は共同管理というものが先ほ

ど話を聞いて、町長のお話しを聞いていても、まだまだ流動的な部分があるということで、た

しかにはっきりは分からないんですけど、この案について、２案という前提で考えたときに、

町長は現時点、どのようなお考えを持っているのか。それは、議会は議会で考えますけども、

町長自身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） 

 今回、市川三郷町においても富士川町においても、この県のつくった医療連携案がおおむね

いいかどうかという判断だと思います。地域に判断を委ねるのは。これからは病院も含めた、

それで合意に達すれば病院も含めた中で、両町が本当に膝を交えながら、経営統合をできるの

かどうか。共同管理が可能かどうか。細かいところを詰めていかなければならないと思ってい

ます。 
 私はそういう中で個人的な意見を求められていますので、私自身とすれば共同管理、これも

できればできることにこしたことはないんですが、今、引き受け手がどこにあるのか。ただ医

大がそれだけ引き受ける能力が、余力があるのかどうか。民間で、もしかすれば意欲的なもの

があるのかどうか。あれば、こういったところに手を挙げてきていると思うんですよね。民間

でも。ただ、それがないから、この地域でなんとかしようということで、ここまで進んできて

いるものと理解していますので、私は共同管理もいい制度かもしれませんけども、今後やって

いくのに第三者的な、第三者というのは医大とかを含めた第三者であります。市川三郷町とか

富士川町が関与しない相手先に共同管理・指定管理をしていくのは、若干難しさがあるんでは
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ないかなと個人的には思っています。 
 ですから市川三郷町と富士川町が共同で一部事務組合を設置して、その新たな自治体のもと

に経営をさせていく、これが一番ベストではないかなと思っておりますが、これは私個人の意

見です。大枠はご了承いただかなければそういう突っ込んだ意見も交わせませんし、もし市川

と一緒にできるようなときには両町、あるいは両病院も含めて、これは従業員もいることです

から、そういう人たちの意見も聞きながら、一番将来的に安定した経営ができる方策をみんな

で検討していきたいと、こんなふうに思っております。 
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） 

 経営統合にしても共同管理にしても、やっぱり梨大の医学部、それと県の助言をいただきな

がら、かなり強力な支援というものをいただかないことには、正直、これが医師確保というこ

とですから、一番メインの。難しいんだろうなと思います。 
 案の中にもありますけども、町長の説明の中にもありましたけども、医学部としてはできれ

ば、いわゆる研修医の高度な医療を行うことによって研修医を育てていくという施設として利

用しながら、同時にそのことによって医師を確保していこうというお話なんですけども、いず

れの場合にしても、私は医学部の関与というのはかなり、実質的にもいただかないことには、

ある意味では責任を持った形の関与というのを県も主導的に行っていただかないことには、医

師の確保というものは人がいないから、悪いけど明日から来ませんという話になっても困るわ

けで、そういう形を目指すべきではないかと思うんですが、そのへんについてはどのようにお

考えですか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 今度、県のほうでこういった医療連携案を出していただきました。私も先ほど来言っている

ように、市川三郷町は今、病院経営をしていますから今の診療科が減るようなことがあっても

困るだろうし、どういうふうな医療体系をしていくか、そのへんも考えなければなりませんか

ら、富士川町は今まで病院に特に関与しておりませんので、今よりも鰍沢病院がよくなってい

けば、そしてこの峡南全体の医療が上がっていけばいいのかなと。医療体制とか医師の派遣と

か、配置とかという問題についてはいいのかなと。 
 あとは将来に向かって安定的な経営・運営ができることを市川と一緒に考えていかなければ

ならない。そういう中で、病院の役割分担とかそういうものは今いるお医者さんが、医大も中

心に考えてくれたものですから、私もそこにいちいち注釈はつけておりません。ただ今度、市

川と一緒に経営をしていくようになれば、経営統合がいいのか、共同管理がいいのか、本当に

これはこの一部事務組合の中には議会も設置されるわけですから、議員さんも一緒にもう最初

から、また町民も関わっていただければ、みんなで合意形成ができた経営形態が出てくるんで

はないかなと、こんなふうに思っています。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ６番、齊藤欽也君。 
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〇６番議員（齊藤欽也君） 
 経営統合にしても、あるいは共同管理にしても医大に頼って医師を確保しなくてはいけない

と。これは現実だと思います。やるとなればですよ。ただ一方で、当初の、破綻した最初の新

病院設置協議会のときの案というのは、やっぱり峡南病院にいる医師をこっちに持ってくると。

取り込んで運営するということが前提ですので、今は医大、医学部のほうで協力的に、もちろ

ん医師を派遣してくれるということなんでしょうけども、それだけでは前回と比較でいくと、

なかなか医師の確保というのが、それで充実して、しかもこの案でやっていって、できるのか

どうかという大きな疑問が１点と、それと経営統合はもちろんやるとなるとベストだと思いま

す。いろんな問題が、クリアできる問題が多いと思います。それは。最近言われているのは、

儲かればどうやってお金を分配するんだみたいな話まで出ているぐらいですから、それは経営

統合が一番ベターなんでしょう。ただ、この問題にしても市川の人たちから見れば、たしかに

医師は派遣されるし、診療科目も増える。だけども、私が実はこれをちょっと見ていて、看護

師の問題が。２０対１とか１３対１とか、そういう体制でという話になって、それを見たとき

に、市川ですね。そういう看護体制の病院に、例えば病床利用率を上げるとはいっても、そう

いう体質の病院に私だったらなかなか、１０対１とかといえばまだいいけど、２０対１の看護

体制で入院しましょうかといえばなかなか難しいのかなと。町民の気持ちとしてはよりよい医

療、よりよい医療体制のある病院へ行こうというのが心底、本音だと思いますから、そういっ

たことを考えたときにこの看護師の配置を見たときに、一番思ったのはこれではいずれ市川三

郷町立病院は縮小せざるを得ないだろうという危惧を正直持ちました。おそらく内容を精査し

ていけば、そういった話も当然、出てくるだろうと思いますけども、その点について町長なん

かご意見ありますか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 この計画が二転三転してきたというのは、先ほど言いました。本当に峡南病院も一緒に、３病

院を２病院にする中での経営統合ができれば、峡南病院のお医者さんが３名はもう確実に確保

できるということがみえますので非常によかったんですが、これは白紙になりました。ただ、

その後の案についても医大も関与する中でこうやっていただいております。今回の案でも

２６年度には、お医者さんを３名増やそうという計画です。それがどのあれかはまだはっきり

聞いておりませんけども、今、いない鰍沢病院の内科がゼロが３名になると。これはやはり経

営を安定させるためには、あれだけ病床を持っている病院の今、５階が１人も患者が入ってい

ない状況ですから、まず３名の医師確保に向け、地域も県も医大も努力していると。ここをま

ずやっていく。それによって、常時、入院患者がとれるというふうにやっていかなければなら

ないと思います。 
 そして利益の分配とありますが、当然このシミュレーションの中では鰍沢病院が儲かる病院、

市川町立は赤字が続く病院ということになっています。鰍沢病院だけが儲かって、市川が赤字

でも経営が統合されていけば幸い１つになりますので、計の欄で見ていくよりほかないのかな

と。その各病院、１つのスーパーマーケットでも利益の上がる売り場と収益の上がらない売り

場が当然出てきますが、それは１つのマーケット、スーパーとして経営をします。何が欠けて

いたから、八百屋は儲からないからといって青果部分がないスーパーマーケットには誰もお客
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さんが行かないと思いますので、収益のある部分とない部分、それを分けながらやっていかな

ければならない。トータルとして経営が成り立てばいいんではないかなと、こんなふうに思っ

ていますので、鰍沢病院が儲かる病院で市川が赤字の病院だという、そういう見方をこれでさ

れては非常に困ると思っています。これは峡南全体でこうやって病院ごとにおけば、こういう

ふうなデコボコが出るけども、収益の分配はしていくんだと。それをするためにも、ただ単に

医療分担を分けただけでは駄目だということを、医療連携案では言っていると思っています。 
 そういう中で看護師さんの体制ですが、お医者さんはそうやって今度は医大にやっていけば

いいんですが、看護師はまさに県と地域と連携をしていかなければ、これはできないと思いま

す。お医者さんとくっ付いている看護師さん、長い看護師さんはおると思いますけども、新し

い看護師さんはいません。そして新しい看護師さんをまた連れてきても、しっかりそこで看護

業務ができるような、指導するベテランの看護師さんも必要になってきますが、先ほど来言っ

ていますように、県も昭和４０年、３０年の後半といってもいいですが、看護師の確保対策と

いうのをずっとやっています。医師確保対策と一緒に。なかなか看護師さん、お金だけでも勤

めてもらえないんですね。結婚をして子どもができて辞めるという問題もありますし、そして

もっともっといい医療を求めたいということで県外へ行ってしまう人もいますが、この峡南地

域の医療を医大の先生の研修センターとしてこれからやっていくことによって、医師、看護師

さんの確保もできると思います。 
 そして配置体制が７対１から２０対１までありますが、最初から市川町立病院も２０対１の

入院というのがまず考えられないと思います。最初は市川三郷町立病院で周知なりなんなりを

して１３対１の看護を受けながら、そしてまたもっともっと病状が安定してきたときに機能回

復病床と思っていただければいいですが、そういうところはもう、明日は一般社会へ出る方に

なりますので２０対１でもできるかなと。これも今までの医療を経験した先生、あるいはそう

いう人たちの意見を入れながらの７対１から２０対１の看護体制でありますので、これも最初

からどんぴしゃにいくわけにはいかないと思いますが、お医者さんの配置具合、そしてそれに

伴う看護師の配置もやっていかなければならないと思っていますが、いずれにしても地域全体

でそれぞれの役割を担う中で、全員がこの目標に向かってやっていかなければ、これを看護師

だから県にお任せ、これは病院にお任せ、そういうわけにもまいらないと思いますので、全員

で力を合わせてやっていくということが大切ではないかと思っています。 
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） 

 ３つ目の問題に移っていきたいんですけども、最良の選択肢は町が直接関与しない形で医療

が確保できることが大事だと私は考えていますけども、そこで町長にお伺いしたいんですけど

も、実は今日誰も一言も言っていないんですけども、議会は５月の説明会のあと６月議会で３病

院統合の破綻を受けて、そしてＲＦＯが前に意見集約をしたころは、ちょうどＲＦＯがどうな

るかもよく分からない時期で意見集約して、当時の最善の策というようなことで意見を集約し

ましたけれど、その後ＲＦＯが推進機構法で、２６年４月から新しい組織形態に変わるという

こともあって、議会としては６月に要するにうちの町は非常に大変なので、国あるいはＲＦＯ

で新しい法律に則って、しっかりとした形で運営してもらいたいといった意見書を、ここにい

る全員の議員さんが賛成されて出したわけです。ところが出したならばＲＦＯのほうからも問
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い合わせがくる。そして厚生労働省からも問い合わせがくる。そして県も直接くると。なんで

きたのかということなんですけども、聞いてみれば要はお宅の町で買うつもりではなかったん

ですかみたいなことだと思うんですよ。向こうが。なぜ今さらこんな意見書がくるのかと。町

長と秋山君のやりとりの中で、当時はなくなるかもしれないという心配もあったらから、厚労

省に行ったときに、ところで譲渡を受ける場合はどうですかみたいな話をいくらか聞いてきた

と。町長も。例えば債務はどうなるんだとか、職員はどうなるんですかという、そういう場合、

一緒になるのかなというような話をしてきたと。だから当然、向こうのほうでは富士川町では

買ってもいいという気持ちも多少あるのかなと、受け止めているのかなというふうに私は感じ

たんですけども、あのときの意見書を出したあとの県、国、ＲＦＯ、この対応を見て、町長は

どのように感じたのか、ちょっと一言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） 

 ６月議会においての意見書ということですが、私は意見書ですから意見であって、そんなに

重きはないのかなと思っていますが、ただ、それが富士川町議会の６月のときの総意だという

ことで。そのあと、やりとりも私のところへもこういう意見書がきたというのは、厚労省と県

からきました。中身はということで中身を見たら、医療確保ということであります。 
 私どもこれまで厚労省、あるいはＲＦＯ、全社連と話をする中でも厚労省のほうもここの地

域の医療再生計画は当初の部分ですから、鰍沢病院と市川三郷町立病院の経営統合、あるいは

医療連携ということで私どもも行きましたし、それからその意見がまとまれば買ってもらえる

のかなと当然あったと思います。でもそのあと改正ＲＦＯが出て、そして新しい理事長も出て、

いろいろ、ここでも心配するくらいのことが起きておりますが、そのあとにあの意見書が出て

いっても、向こうがまだこの地域は買ってくれる予定ではないですかということは、向こうが

もってやろうという気は全然ないということは、それでもう分かる。今回、意見書がいっても

どういうことですかとくるのは、向こうも早く意見をまとめて、この計画案のとおりにいくの

かなと思っていると思うんですね。ですから改正ＲＦＯがこうやって、この地域を本当にやっ

てくれるんであれば、あの意見書どおり、はいやりますよといったり、もうこの県のほうの医

療再生計画は今回、出すものを取り下げてきたり、有識者会議というのもありますので、そう

いう中で判断が出てくるんではないかなと思っておりますが、そういうのはわれわれがいろい

ろ情報を集める中では全然、昔と変わっていない。私のところへも、これは前回も言いました

けども、鰍沢病院の職員も来ました。そして浜田さんという健保労連の副院長さんも来ました。

そしてその中で、もう内科医を確保してありますよ。来月から行きますよ。名前ももう出てい

ますよ。全然来ていないんですね。あのときの話はなんだったのかと。私は今でも疑問を思っ

ています。今日、傍聴に来ている人にもそのとき来た人がいますから、よく分かっていると思

いますけども、それは来ていないんですね。実際に。そういうことを言ったとおりにしてくれ

ていれば、鰍沢病院があんな状況にならないと思います。 
 ＲＦＯも全社連もお医者さんをつくっていませんから、まさに無理だと思います。ネットワー

クはあるんです。ネットワークは。ただ、ほかの病院も日本全国の病院も少ないお医者さんの

中で、今やっと運営しているんですね。どこも余っている人はいないと思います。そんな余っ

ている病院があるんだったら、今すぐでもいろいろできると思うんですが、それができません
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ので、そんな状況になっているかなと。 
 今回の６月の意見書を出して、このとおりだ、このとおりだと言ってくれれば、このとおり

にたぶんいけるんではないかなと思っていますが、あの中でもそのあとも意見書というか、要

望書ですか、出て、会ってほしいと。ここへ来て、説明してほしいというのがありましたけど、

それも来ないということは、やはり全然、考えが変わっていないと私は理解しております。 
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） 

 意見書は、あくまでも議会の議決事項で非常に重いものだと。ただ、向こうの受け止め方は

たぶん、町長はあくまでも町の代表者ですから、町長とのこれからの長いやりとりの中で、町

長の考えと議会の考えは違うんだろうかというような思いはあるんだろうと思います。今の意

見を聞いていても、そう思います。ですけども、この議会の意見書に対して、やっぱり町長は

しっかり受け止めた対応を、それをされたのかどうかというのを、私は多少、疑問があるんで

すけども、その点についてはどうなされてきたのか。何かあれば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） 

 その件について、改めて対応というのはありませんでした。これは私もあとで厚労省、ある

いは県から意見書を出たというのを聞きましたので、そして新聞記事を見ながら出たんだなと

いうことでありますので、特にそれに対して何かしたということはありません。 
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） 

 今回の説明会でもそうなんですけども、前回から、前のものに比べれば夢のような話なんで

すけども、ただ、そこで前にも、話の中でありましたけども、リスクという問題。これは説明

の中で絶えず言われているのは目標です。目標数値ですという言葉をずっと職員の方も、ある

いは町長も盛んにおっしゃっていて、目標数値はいくらでも高く設定していいんですよ。あく

まで目標なんだから。問題は実際にどういうふうになっていくんだということなんですね。ま

ずい場合にはどういうふうになるんだと。町の負担が出る、税金が上がるんではないよという

話があります。当たり前のことですよね、これは。ただ財政が厳しくなっていけば、当然サー

ビス、削らなくていいとこも。工夫していかなければいけない。そういう思いはたぶん、議員

さんもみんな持っていると思います。誰も、だからバラ色だとは思っていないんですよね。だ

と私は思います。またそう思いたい。いくら県がそんなものを出したって、私はそう思いたい。

でも知らない町民は、あれを見ればそうだなと。これではいいではないかと正直思う。これは

当たり前の話なんですね。 
 町長のほうから、県にお願いしたらどうだという話が出れば、県はもともと関係ありません

よと。中央病院を持っていたりするので、県はそもそも二次医療に手を出すつもりはありませ

んよとか、もちろん医学部だって、直接運営しろなんてことは考えていませんよと。それは無

理な話ですよと。いろんな条件、あります。もし、やってもらうなら。でも今は、例えばいろ

んな大学では産官学の共同で連携しながらいろんな開発をし、あるいは製品化したり、そして
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そのマージンでまた大学の運営の研究体制を整えて、いろいろ工夫しながらやってきている。

そういったことを考えたときに、例えば医学部だってそういったことを当然、考えて然るべき

だと。ましてや医学部と県が一緒になってつくった案が黒字になりますと。医師の教育場所に

もなりますよ。これは決して医学部にとって悪い話ではない。そして私たちからすれば安心し

た医療が受けられるし、できれば万が一ということを考えたときには非常に助かる話なんです

けども、そういう選択肢も当然あるだろうし、私は努力していただきたいと思うんですけども、

やっぱり努力ということは非常に必要なことだと思うんですよ。たしかに自分で持てば、赤字

になって持てば自分のところですから、町のお金をいろんなサービスを削って維持するという

ことはできるとは思いますけども、やっぱりそういう問題ではないだろうと思うんですよね。

だからそこについて、町長はどのように考えるのか。いろんな選択肢があると私は思うんです

けども、単に今の選択肢のみでは。その点について、ちょっとお話しをお伺いしたい。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 県も病院の運営ということに関しては、県に三次医療を担う、山梨県全体の三次医療を担う

ということで、中央病院を設置・運営していますから、二次医療の部分はこの峡南地域だけを

みるということは私はまずないと思っています。 
 ただ、病院とは別に県の責務として地域医療ということがありますので、医療計画をつくり

ながら県も、いろんな４圏域の医療圏のことについては常に、この問題が終わっても、あって

も終わっても関与はしなければならないものだと思っています。 
 また医大も自分の病院の医師をつくっているだけではなくて、日本全国に対する医者を育成

しているところでありますから、そして医大が各県に１病院ずつあるということは、やはり地

域医療のために医大も最大限努力、協力をしなさいということで、各県に全部医大があります

ので、そんなことで地域医療というのは医大にも県にもこれから努力もしていただかなければ

ならないし、協力もしていただかなければならないとこんなふうに思っています。 
 そういう中でこの地域もただ単にそういうところにお任せということではなくて、地域で求

める医療は何か、それに対する医療、診療体制、医療体制、これをどういうふうにつくってい

くかというのは、今まで富士川町といいますか、増穂町も鰍沢町も全然、関与をしてきません

でした。市川三郷町は住民の状況に応じて、先生の入れ替えをしたりしながらやってきたから、

きめ細かな医療というものは市川三郷町のほうがあるんではないかなと思っていますが、今回

こういうふうな状況になりましたから、富士川町もこれからは地域医療というものに関与する

中でいろいろやっていかなければいけない、こんなふうに思います。 
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） 

 今のお話、私はＲＦＯの件もそうなんですけども、いろんな意味合いで町長の話を聞いてい

ると、無理だ無理だという話が多いですよね。例えば県に、今回、この県の関与ということを

前回、非常にうちの議会も、あるいは市川三郷町の議会もよく言った。それは県の関与という

のは、単に計画案をつくるということではなくて、県の関与という意味合いは同時に責任も伴

うんだよと。責任というのは、具体的にはこの場合は赤字になったら赤字のいくらかは補填し
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ますみたいな、そのくらいの責任を持ってくれないと駄目だよという話だったと思うんです。

やっぱり関与ということは責任が伴う。単に言いっ放しで計画をつくりました、自治体に任せ

ました、うまくいかない、残念でしたねでは困るわけですね。そうだと思うんですけども、だ

からそこが一番大事な話、それはＲＦＯについてもそうだし、たしかに分からないんです。Ｒ

ＦＯが持って、そのうちやっぱり大変だから地域でなんとかしてくれ、どこかで買ってくれと

いうことを言い出すかもしれない。また、それはそのとき考えればいいのかなというふうに思

いますけども、今すべきことがやっぱり、私はおざなりになっているんではないかと思うんで

すね。その点について、お伺いしたい。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 今回、県の関与は今まで地域がこの医療再生計画について具体的に詰めてきたんですが、白

紙に戻りましたから、もう一度、県が主体となって医療再生計画をやってくださいの話だとお

もっています。それをこの計画の中で赤字になったら県がみますとか、お医者さんが足りなけ

れば医大が責任をとりますとか、そういうことは無理だと思います。ただ、この計画の中にも

あるようにそれぞれが役割を認識しつつ、連携した取り組みをやっていくんだと。どこの団体、

１機関に責任を押し付けてもこの問題は解決しません。今、ここに掲げた問題については全員

が共通の認識のもとに、目標として努力をしていくんだということでありますので、その努力

なくして、やっぱり結果は出てこないと思います。 
 先ほど来言っていますように県も１つの自治体、市町村も１つの自治体であります。県は広

域医療を担っています。市町村が地域医療を担うということになっていますので、そこらへん

の役割分担はもうはっきりしているところではないかなと思っています。そういう中で、われ

われのできる範囲、最大限、住民の命を守っていかなければならない。これまでは民間の機関、

あるいは国の機関、地方の機関、３機関が守ってくれたんですが、やはりその一番の原因は医

師不足なんです。この医師を確保するための方策を今、やっていますから形態がどこであれ、

医師が来る方策をまず考えるべきではないかなと。そうでなければ、この地域の医療は衰退を

していくし、なくなっていくんではないかなと危惧しています。 
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） 

 医師不足が一番ポイントなんですけども、これまでも鰍沢病院は医大と連携をしながら、そ

して医大は地域の医療を担っていく医師を育てていく、ある意味では補充していく。これが１つ

大きな地方の医大の役目ですよね。だから当然、寄附講座なり、これは限定的な話ですけども、

さっき地域枠なんて話も出ていましたけども、実際どれだけ実効性を担保できるかは不明な面

もあるけども、それにしても医者はそれなりに確保できていくだろうと。そうすれば、今、鰍

沢病院に内科の常勤医がいないという、これだって別に県が主導して話し合いを持ち、やって

いけばいいことではないかと、私は非常に単純に物事を考える人間ですから、ＲＦＯが持って

いるからそれは別個でやってくれという話ではないだろうと思うんですけども、その点につい

てどのように感じますか。 
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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） 
 県も医大も地域医療ということは、やっていかなければならない。これは先ほど言ったとお

りであります。そういう中で、この峡南地域には３つの病院があります。１つは民間経営の峡

南病院、ここは東京医科歯科大から先生を院長先生の系列で国に求めています。ですから医大

はここのところは全然考えていないと思います。あとは、鰍沢病院は国の機関としてありまし

た。全社連という組織もありますので、市川三郷町立病院と鰍沢病院、ここに地域医療という

ことで１００％医大が力を入れるということになると、市川町立のほうへ約７割ぐらい、６割

から７割ぐらい、鰍沢病院へ３割から４割ぐらいのたぶん力のいれようだと思います。という

のは市川三郷町立病院の院長は医大からいっています。鰍沢病院の院長は医大からではありま

せん。そういうことを考えても力のいれようは変わってくると思います。これを今のままにい

ておくわけにはいかないから、なんとか経営を１つにすれば１００％、ここへ投入ができると

いうことで、医大も今回のこれに関与していただいておりますので、これからは医大の力を借

りながら、そしてまたここに勤める先生方の意見もお伺いしながら、どういう医療をやってい

くのが一番いいのか、これもこのあとの問題になってくると思うんですね。今のままでは、町

も社会保険鰍沢病院へ手を出せませんし、医大も出せませんし、県もかつて国の機関ですから、

なかなかそこには、上位機関でありますので口が出せないと、こういうもどかしさがあったん

ではないかなと思っています。 
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） 

 町長と私の考えというのは議論していても、なかなか見方の問題がいろいろある。ただ現実

問題として、県のつくったこのシミュレーションが今から、私は検証しようと思っていますけ

ども、検証結果によっては前提が崩れる。それと市川三郷町の了承が得られなければ、これも

大前提が崩れるということだと思うんですよ。そうして先ほど言った中核的病院という、この

意味合いが曖昧なことは知っていますけども、やっぱりこれはしっかり、もし町長の考えでや

るとすれば、しっかりつくらなければいけないという話です。どこかに確約もとらなければい

けないということです。非常に大変大きな課題。でもクリアされたらという、この「たら」が

非常に曖昧模糊としているので、ここだけは今一度、町長からも最後にお聞きしたいし、今の

点についてもお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 今回の医療連携案につきましても、社会保険鰍沢病院は救急医療や高度専門的な医療を提供

するとともに災害医療などの面で峡南全域の拠点としての機能を併せ持つ病院ということに

なっています。そしてまた強化すべき機能の中に手術室の充実のほか、ガンの一般手術や化学

療法、専門医資格のための研修環境整備を進めていきたい。そういうことによって、医大の研

修センターとしてもやっていきたい。先ほど医師確保と、この拠点病院というのが裏腹みたい

なことを言いましたけども、まさにそういうことによって、そこで中核病院になりますから、
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研修医が入ってくるんだと思っていますので、それは今回のこれで私は網羅されていると思っ

ております。 
 あとは医大にしっかり、これを守らせること。これはあと地域の努力が関わってくると思い

ますけども、医大からお医者さんが来なければ、これからは医師が確保できないわけですから、

医大とは良好な環境を保ちながらやっていかなければならない。当然、医大からそうやって先

生がくれば、院長もどういう形になるか、病院が２つありますから、どういう組織図になるか

もまだ分かりません。これは医大とも、各病院とも両町とも相談する中で組織図が出てくると

思いますので、そういう中でしっかりした医療体系ができればと思っております。できればと

いうことは、この案を両町が了承していただかなければ、県もこれまで苦労したものが絵に描

いた餅で終わってしまうというところだと思っています。 
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） 

 こうやって質問をしながらお話を伺っていて、今現在でも私は当初、最初のころに話したこ

とが消えない。それはどういうことかというと、前に出された案と今回出された案があまりに

も雲泥の差の案だというふうに私は思っています。そして大きければ大きいほど、むしろ目標

といわれるこの案が現実味を私の中でなくしている。ますます疑いたくなってしまう。一番気

にしていることは議員さん、これは議員さんもみんなそうですね。たとえ赤字になるにしても、

どこまで抑えられるかということは一番問題だし、町民のサービスをこれ以上低下させないで

やっていくということが問題です。医師が確保できなければ、まったく話にならないし、まし

て今の案、共同にしても統合にしても相手があって、単独なんて話はもちろん、誰も言わない

だろうと思いますけども、将来にわたっても。こういうことはクリアされなくてはいけないし、

しかしその前提となるものに対する疑念というのは、今もって私の中には残るし、たぶん町民

の中にも残るだろうと。ここを今後、考えていくということが大事なことになるんではないか

と。議会も意見集約をまた求められます。それについては、その点の一番大きな課題になって

くるだろうと私は思っています。これは私の感想ということで、これで一般質問を終わりたい

と思います。ありがとうございました。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 以上で通告５番、６番、齊藤欽也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） 
 皆さんお疲れのようですみません。私はできるだけ簡単にいきたいと思いますので、ご協力

のほどよろしくお願いいたします。 
 大きく２つの問題を取り上げました。まず１つ目は学校でのいじめについてということで、

大津市の男子中学生がいじめを苦に自殺した問題が大きく今、クローズアップされておりまし

て、改めて問題の深刻さを感じると同時に教育現場における指導の難しさを浮き彫りにしてい

るというふうに思っております。 
 ９月５日に文部科学省はいじめ問題で、学校や児童生徒を支援する専門家の組織を全国

２００地域に設置することを柱とする総合的ないじめ対策を発表いたしました。大津市の問題
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を契機に国が受け身の対応だった反省を踏まえ、積極的な役割を果たすとしております。教育

委員会や学校への関与を密にするために、国の体制を強化するといっております。 
 こうした中にあって、本町においてはいじめの問題にどのように取り組んでいらっしゃるの

かというところをお伺いしたいと思います。 
 １番目ですけれども、集団があればいじめの問題は常につきまとう問題だと思いますが、本

町の小中学校では何をもっていじめとしてみなしているのか。いじめの定義とは何かをまず、

お伺いします。 
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） 

 答弁をさせていただきます。 
 いじめにつきましては、個々の行為がいじめに当たるか否かの判断は、いじめられた児童生

徒の立場に立ち、児童生徒が一定の人間関係にある者から心理的、物理的な攻撃を受けたこと

により、精神的な苦痛を感じていることであります。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ８番、永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 以前の定義には、このいじめられた子の立場というのが抜けていたと思いますけれども、い

じめられた児童生徒の立場に立ったという一言が新しく入ったのだと思いますけれども、いじ

められた子の立場に立つというのは、具体的にどういうことなんでしょうか。 
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） 

 今回の、先ほど申しましたいじめの定義につきましては、平成１８年の調査から実は文科省

から示されております。それ以前につきましては今、永井議員が言ったとおりだと思います。

やはり従来よりも、より子どもたちや生徒に身近に心の、相手の立場に立ってという意味で使っ

ていると思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ８番、永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 よくふざけっこしていますね。ふざけっこで、教師はふざけあっている、とても仲のいい友

だちというふうに思っていても、１人の子が片方の子がそれに苦痛を感じていると。それはやっ

ぱりいじめられる側の立場に立つ見方として、これはいじめとみなすということでしょうか。 
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） 

 １人がいじめるにせよ、集団がいじめるにせよ、あくまでも受ける側の立場、精神的な苦痛

を伴うものはすべていじめです。 
 以上です。 
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〇議長（芦澤益彦君） 
 ８番、永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 これはいじめられている側の子が、それを発信しないと分かりませんね。それはどうやって

受け止められるんでしょうか。 
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） 

 学級担任、もしくは学年担任につきましては、常に子どもの発するサインを見逃さないよう

にということを指導しております。学校におきましてはそれぞれ学年ごとに、あるいは学級に

おいてはその都度、いじめに関するアンケートを児童生徒からとっておりまして、学年担任に

つきましては、常に子どもの側に立って発信されるサインを見落とさないようにということを

指示しています。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ８番、永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 先ほど堀之内議員の質問に対して１件というお話がありまして、その後、たくさんあります

よというお話しでしたね。私はちょっとそこの部分は把握していないんですけれども、このた

くさんありますよという話がきたときには、どういうふうにするんでしょう。 
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） 

 教育委員会のほうでつかんでおりますのは、１件だけであります。学校現場におきましては

毎日がたぶん意地悪なのか、からかいなのか、ケンカなのか、あるいは子どもたちが何気なく

発した言葉が相手を傷つけているとか、その繰り返しだと思います。ですから単発的なものに

ついては教師がその都度、問題解決をしている。それが継続的、あるいは陰湿な部分について

は、教育委員会でつかんでいるのが１件だということです。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ８番、永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 次にいきます。 
 文科省が行っている、いじめ問題に関する緊急調査を実施したかどうかをお伺いするわけで

すけれども、８月２３日に山梨県教育委員会は中学校でいじめのアンケートを実施した学校の

割合が全国平均を３０ポイント以上、下回ったという指摘がありました。アンケートを確実に

実施してほしいと改めて呼びかけているわけですけども本町に関しての状況をお教えください。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 教育長、堀口広秋君。 
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〇教育長（堀口広秋君） 
 文科省のほうから指示を受けましたいじめに関する調査につきましては、児童生徒の実態調

査について、県より８月９日付けで調査依頼がありました。すでに各学校におきまして実施が

されておるわけでありますけども、調査結果の集計等を行い、９月１０日、本日になりますけ

ども山梨県のほうに提出することになっております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ８番、永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 本町では行ったということですね。ありがとうございました。 
 ３番にいきます。いじめを把握したら、その後の取り組みはどのようになっているのか、お

伺いしますけれども、マニュアルのようなものはあるのでしょうか。なんか基準のようなもの

はあるのでしょうか。 
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） 

 各学校におきましては、生徒指導上の対応はあります。いじめを把握した場合につきまして

は、当事者だけではなく周囲の友人からも情報を収集するとともに、いじめる側の児童生徒か

らも聞き取り調査を行い、正確で迅速な事実関係の把握に努めております。また学校だけでな

く、教育委員会や各家庭に速やかに連絡をいたしまして、連携をしながら問題の解決にあたる

こととしております。 
 また問題に対しましては担任のみで対応するのではなく、学年主任、生徒指導担当、校長、

教頭等で情報を共有いたしまして、チームとして万全の体制で問題解決にあたることとしてお

ります。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ８番、永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 まわりの友人からも情報をつかむということですけども、先ほどアンケートは終わったとい

うことですけども、とかくアンケートには出てこない事実ってありますよね。そこはとても教

育現場では難しいところだと思いますよ。本当のことをみんなは言ってくれるのかはどうかと

いうのはそこはまた難しいところであって、教育現場では非常にその把握については判断が難

しいと思いますけれども、そういうこともすべて含めた上での今のやり方、自信を持って今、

教育長がおっしゃったので、そういうことなんでしょうけれども、実はアンケートの表面にも

出てこないものというのがあるんではないかと私は思うんですけど、いかがでしょうか。 
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） 

 学校におけます、すべてのいじめ等の類いのことにつきまして、学校はすべて把握している

とは言い切れない部分もあると思います。たしかにいじめは進行してきますとますます潜在化
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してきますし、学校の学年主任、学級担任がどのくらいの目配り、気配りをしながら日常生活

の中でそれをチェックしていくかということだと思います。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ８番、永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 ４番に移りますけれども、自殺を考えるまで追い詰められている子にとって、勇気を持って

学校を休むのも１つの方法であるいう考えがありますけれども、例えば不登校になってしまう、

そのままになってしまうということもあるかもしれませんけれども、そういう形の方法という

のも学校としては認めるというか、進めるというか、そこのところの判断はいかがなんでしょ

うか。 
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） 

 かけがえのない尊い命を守ることは、学校におきましても最も重要なことだと思います。い

じめられる児童生徒には、いじめの解決に向けてのさまざまな取り組みを進めつつ、児童生徒

の立場に立って緊急避難として休むことも選択肢の１つだと思います。 
 その際、保護者の方と十分連携を図るとともに、その後の学習に支障が生ずることのないよ

う工夫することなど、十分な措置を講ずることも学校として必要であると考えております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ８番、永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 学校を休むまで追い詰められている子どもに対して、学校側が大きな気持ちで見守ってあげ

てほしいなというものがあります。逆にいじめる側の子どもも出席停止にするという策も出し

てきたわけですけれども、これはちょっといじめられる子とはまた違いますけれども、いじめ

る側の出席停止ということに関してはいかがでしょう。 
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） 

 出席停止につきましては２通りあるわけですけども、１つは学校教育法、３５条でいいます

子どもたちの学習の機会を守るという出席停止。それからもう１つは感染症等の学校関連衛生

法ですか、この１９条の２つがあるわけですけども、今回のいじめに関しては、品川区はなん

かそんな対応をするようですけども、学校の形としたら学校教育法の中で対応することは可能

だと思います。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ８番、永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 可能ですけれども、こういう子に対して出席停止を命じるというのは教育的効果に関しては
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いかがでしょう。 
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） 

 それは相手のいじめた側の子どもという意味でしょうか。当然、いじめた側の子どもの出席

停止をするわけですから、その間はただ単に学校へ来るなというわけでありませんので、その

子どものカウンセリング、また当然、学校をチームとしたその子への指導体制をつくっていく

必要があると考えています。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ８番、永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 今のいじめられる側の子を休ませることに対しても、いじめる側の子を出席停止することに

関しても、これはなんら根本的な解決にはなっていないと思いますけれども、一時的避難とい

う形でそのような措置もときには必要ではないかと私も思っております。 
 ５番にいきます。 
 いじめる側の子どもへの対応、あるいはまわりで傍観している子どもたちの問題も非常に大

きな、これは課題ではないかなというふうに思うわけですけれども、いじめられる側の子ども

の立場に立つというのは、当然のことながら教育現場としてはいじめる側の子の心の問題、家

庭の問題、いろいろあると思います。そして見てみぬふりをしているまわりの子どもたちの問

題もあると思います。同時にこういったことに関して、教育的配慮をしていかなければならな

いと思うんですけども、どのような取り組みを行っていくのか、お聞きします。 
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） 

 いじめは人間として絶対に許さない、いじめをはやし立てたり、傍観する行為もいじめる行

為と同様で許さないという意識を一人ひとりの児童生徒に徹底をさせます。加えて思いやりと

支え合いの心がすべての児童生徒の心の中に育つよう、学習指導や道徳の時間だけでなく、学

校全体を通しまして指導しております。 
 なお、いじめる側の児童生徒につきましては、事実関係をもとに二度と起らないよう厳重に

注意するとともに当事者への速やかな謝罪や反省文を書かせるなどを行い、状況に応じまして

は保護者とも連携を図り、いじめが解決した以降も生徒指導担当などが定期的な面談指導を行

い、再発防止に努めることとしたいと思います。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ８番、永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 いじめられる児童生徒にとっても、あるいはまわりで見ている子どもたちにとっても、これ

は当然、どこかに相談をするという指導もあると思うんですけれども、これは学校ではどのよ

うな指導がなされているのでしょうか。 
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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） 
 現在、各学校にスクールカウンセラーが週８時間、年間３５週、２８０時間、非常勤であり

ますけども、配置がされております。また教育事務所の中にはスクールソーシャルワーカーが

配置されておりますので、学校、それからいじめられる側の保護者、家庭、子ども、いじめた

側の保護者、家庭、子ども、これらを含めまして学校として指導しているところであります。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ８番、永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 実際、そういうそのスクールカウンセラーとかスクールソーシャルワーカーという相談場所

があったとしても、子どもたちはそういうところに駆け込み的に相談に行っているんでしょう

か。その現状はどうなんでしょう。富士川町の場合は、そういう例は今まであったんでしょう

か。 
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） 

 各学校におきましては数件、対応がされております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ８番、永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 身近なところで相談しにくいというのがありますよね。子どもたちもね。親たちもそうかも

しれません。そういうときに今、２４時間いじめ相談ダイヤルというのがありまして、全国統

一で、どこからでも誰でも相談できるというような方法があって、こういうものはむしろ身近

な人に相談するよりは相談しやすいのかなという気もするんですけれども、そういう相談ダイ

ヤルの周知のようなものは行っているんでしょうか。 
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） 

 教育委員会という現状としては、そういう対応はとっておりません。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ８番、永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 あらゆる方法を考えたほうがいいと思うんですけども、今後ぜひそういう方向でいろいろな

ところへ間口を広げてやっていただきたいなというふうに思いますけども、いかがでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 教育長、堀口広秋君。 
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〇教育長（堀口広秋君） 
 先ほど私は、教育委員会としてはそのような指導をしていないと答弁をいたしましたけど、

各学校におきましてはすでに対応しております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ８番、永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 今日はせっかく中村教育委員長さんにもお越しいただいていますので、教育委員長さんのご

意見もぜひ伺いたいと思いますけれども、６番にいきます。いじめのない学校環境を目指すた

めの具体的な対策を伺いたいんですけど、いじめの背景にはやっぱり現代社会を反映した、さ

まざまな問題が絡み合っているんではないかと思います。大人社会にあるそれが子ども社会に、

子ども社会にまでそれが昔のいじめとは違う陰湿なもの、あるいは暴力的なものになっている

のかなというふうに思いますけれども、富士川町の小中学校においては私も何人かの保護者の

方にもお聞きしましたけれども、特に大きな問題として今、上がっているものはないというよ

うなことをお聞きしました。ただ、先ほど堀之内議員がおっしゃるように、いや、いろいろ実

はあるんですよというお話しもありましたし、ここはしっかりそういう環境づくりを富士川町

としては、しっかりやっていただきたいなというふうに思いますけれども、その学校環境を目

指す具体的な対策のようなものをお聞かせ願えればと思います。 
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） 

 いじめは人間として絶対許されないことという意識を児童生徒一人ひとりに徹底するため、

学習指導を充実いたしまして、いじめは絶対にいけない・許さない・見逃さない指導を行って

いきます。また道徳の授業におきまして、いじめをさせない教育の実践を行っております。 
 学校生活におきましては、わずかな兆候も見逃さない指導の徹底を各学年ごとに毎週、児童

生徒への理解を深めるための学年会議等を開催いたします。課題把握や情報の共有に努めてお

ります。また児童生徒一人ひとりに適切な対応が図れるよう、学校独自でのアンケートを各学

校とも年２回、もしくは各学期ごとに行っております。 
 なお、状況に応じましては、スクールカウンセラーや町の青少年育成カウンセラー、子育て

支援課等とも連携いたしまして、気になる児童生徒の相談指導も行っ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） 
 教育委員長、中村高志君。 

〇教育委員長（中村高志君） 
 突然振られまして少し動揺しておりますけども、私もいじめは犯罪だと思います。私自身も

子どものころ、いじめではありませんが暴力行為で学校を休んだことがあります。小学校と中

学校のときです。私自身の子どもも２０数年前に、小学校のときでしたがいじめにあいました。

決して親にも友だちにも言いませんでした。ところがお風呂に入ったときに、体にいっぱい傷

がありまして分かりました。問い詰めたところ最後まで言わなかったんですけども、それなり
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に調べてみましたら、いじめにあっていることが分かりました。僕は会社を休んで学校へ行き

ました。１時間目から。そのおそらくいじめたであろうと思う子どもを授業中も休み時間もずっ

とにらんでいました。学校の生徒たちは落ち着きませんでした。そのうち先生が私のところへ

やってきて何かあったんですかと言いましたので、あなたがしっかりしていないから親が来ざ

るを得ないんだということを言いました。ちょっと出すぎたかなとも思ったんですが、僕は子

どもは親が守るものだと思っているからやっただけなんです。 
 でも今は子どもは親が守るものだというところから一歩踏み込んで、もっとおおぜいの人が

守らなければいけない時代に入ってきている。温かい心だけで子どもたちを見ている部分と一

方では思いっきり冷たい気持ちで、いじめをやる子どもたちを見なければいけないということ

もあるんではないかと思います。 
 基本的に私はいじめは犯罪であるという立場に立って、物事を見ていく必要があると思いま

す。だからといって犯罪者のように、いじめたほうを扱えという意味合いではありません。子

どもたちにいじめは犯罪であるということを徹底させて、犯罪者になる前になってはいけない

よということを教えることも教育の１つではないかなと思っています。 
 今のテレビも含めていろんなそういった機器を含めて、子どもたちの世界がわれわれの子ど

ものころよりも、私たちの子どもがいたころよりも広くなっています。深くなっています。考

えられないようなことが現場では起きる可能性もあります。ですから常にそういう意味の監視

ですね。そういう意味の監視も学校の先生と連携を持って怠らないようにしていかなければい

けないんではないかと思います。しつこくなりますけども、いじめは犯罪であるということを

子どもたちにもしっかり教えていくことも、ものすごく大事であるというふうに思っています。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ８番、永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 大変貴重なコメントをありがとうございました。私の娘も小学校２年のときに仲間はずれに

なりまして、そのときやっぱり親が初めて知って、それで即、学校の先生に相談に行った覚え

があります。そのとき学校の先生が即対応をしてくださいました。そういう先生、本当にいじ

めの問題と真剣に向き合ってくださる先生が１人でも多くいてくださるということがすごく重

要なことだと思うし、先生一人ひとりの解決能力を高めるということも教育委員会としてはぜ

ひ関心を持っていただきたいと思います。本当に地道な現場の先生方のご努力に尽きるという

ふうに私は思っております。 
 以上で、いじめの問題を終わります。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 一般質問の途中ですが、ここで暫時休憩します。 

休憩 午後 ２時５７分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午後 ３時０７分 
〇議長（芦澤益彦君） 

 休憩を解いて、再開します。 
 引き続いて通告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。 
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〇８番議員（永井寛子君） 
 次に、ゴミ削減対策についてお聞きします。 
 本町ではリサイクルステーションの設置による資源ゴミの回収、あるいはイベント時の使い

捨て食器ゴミの削減に向けた取り組みなど行政と住民が力を合わせて、これは全国にも誇れる

実践活動だと私は思っております。 
 しかし一方ではまだまだ残された課題もあるわけで、今年３月には一般廃棄物処理基本計画

を町では策定し、さらなるゴミ減量化へ向けた施策が図られているところです。そこでまず、

一般廃棄物処理基本計画についてお伺いします。 
 １番目ですけれども、基本計画でいくと家庭系のゴミの排出量について、平成３３年度は平

成２２年度比で１０％程度の削減率になるが、私はここを通告の中では６．６％とやりまして、

家庭系あるいは工業系の全部の数量でやったものですからちょっと数値が違っていましたが、

１０％の削減率になります。この数値は何を根拠に出されたものか、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） 

 それでは、永井議員のご質問にお答えします。 
 町では平成２２年度の家庭系ゴミの排出量は１人１日６６０グラムが発生し、これを基準に

平成３３年度では１人１日５９４グラム、ちょうど１０％の減量を目指しております。 
 数値の根拠といたしましては、本町における家庭排出ゴミの推移が平成１８年から平成

２２年の５年間で７．３％ほど削減されており、これは平成１９年度から導入されました、旧

増穂町でございますが、リサイクルステーション等により町民の皆さまが資源ゴミとゴミの分

別に取り組んでいただいている結果だと思っております。 
 これから推移しますと、平成２２年から平成３３年の１１年間での削減計画でありますから、

リサイクルステーションの増設による資源回収の強化、それから可燃ゴミに含まれる生ゴミの

水切りによる軽量化および生ゴミ排出自体の削減を推進することにより、１０％ぐらいの減量

を計上いたしました。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ８番、永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 私は昨年の３月議会で、このゴミの減量のことについて質問しましたけれども、そのとき町

長はこのように答弁されているんですね。県が２７年度までに１０％削減を目標にしている。

本町の計画はそれ以上の数値目標を考えている。循環型社会構築のために環境教育やゴミの減

量化に向けた諸施策を示すとおっしゃっておりまして、私はもうちょっと期待していたんです

けども、この１０％に留まったというのは町長、何かお考えがあるんでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 永井議員の質問にお答えいたします。 
 今年の３月に、富士川町の一般廃棄物処理計画の処理基本計画を策定する中で１０％と。平
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成３３年度には１０％という目標が出てきたわけですが、この基本計画をつくっていただいた

委員さんの考えがこの計画には出たと思っています。私はまだまだこれ以上、いけると思って

おります。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ８番、永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 私も本気でやれば、もっともっといくんではないかなというふうに実は思っておりまして、

そうはいってもこの１０％を達成するためには、具体的にどういう行動計画をもって１０％を

達成するのか。あるいは１０％以上にもっていくのか。そのへんの具体策がなければ、数字を

掲げるだけでは駄目なわけですから、そこの具体的な行動計画はどのようなものか、まず次に

お伺いします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 永井議員、２番の質問でしょうか。 
 （はい。の声） 
 町民生活課長、依田正一君。 

〇町民生活課長（依田正一君） 
 具体的な行動計画といたしましては、まずゴミの減量化や資源化に向けた４Ｒの活動を提唱

し、町民の皆さまに実践していただくことを考えております。 
 まず４Ｒの取り組みといたしましてリフューズ、これは不用なものは買わない、ゴミとなる

ものは断ります。リデュース、これは原材料やゴミを減らし、使い捨て商品をなるべく買わな

いことでゴミの排出抑制になります。この２つの周知方法としましては町の広報誌やホーム

ページへの掲載、出前講座など直接、町民の皆さまとの対話でゴミの減量化や資源化の情報提

供を行い、まずゴミを出さないライフスタイルへの移行を促します。 
 次に、リユースは使える物は捨てずに修理を行って再利用し、不要となったものはフリーマー

ケットなどを利用して、ほしい人に譲ることでゴミの減量化になります。 
 また、現在推進しておりますリユース食器の普及・啓発を積極的に行っていきたいと考えて

おります。 
 そしてリサイクルは、再生可能なものは資源として分別収集し、さらにリサイクルステーショ

ンの増設と利用促進を図り、ゴミの排出抑制、減量化に取り組んでいきたいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ８番、永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 いまいち実践活動というのがよく見えてこないんですけど、町民と対話をしたり、ゴミを出

さないライフスタイルを提唱するということですけれども、そういうことでこの１０％は可能

なんでしょうかね。そこのところ、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。 
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〇町民生活課長（依田正一君） 
 先ほど７．３％がリサイクルステーション、資源のゴミと可燃ゴミに分けて、あとの２．３％

につきましてはここにあるように４Ｒの推奨ですね、それを推進していく。そしてもう１つは、

まだまだリサイクルステーションが足りないところがございます。地域によっては付いており

ますけども、それは例えば１００軒で１カ所というとなかなか利用されていないところもあり

ます。今後リサイクルステーションが普及することによって、ある程度、最低でも７０軒に１カ

所ぐらいのリサイクルステーションを設置することによることと、先ほどの４Ｒの推奨、そし

て特に出前講座等も行いたいと思いまして、水切りが一番大事だと思います。ほとんど可燃物

につきましては、大体７０％以上が家庭の生ゴミだと思っております。これにつきましても、

区長さんをはじめ衛生員の方の会議等で水切り、それから地域によって中山間地には畑等がご

ざいますので、なるべくそちらのほうは個人の畑、庭とで生ゴミの処理を行ってもらって減量

化のほうに努めていくということで１０％を目指しております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ８番、永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 先ほど課長が生ゴミ排出自体を抑制するんだとおっしゃったのでは、その中山間地なんかで

は畑に戻すと、そういうことをおっしゃっているわけですね。もうちょっと私は絵に描ける、

イメージできる実践というのを期待しているわけですけども、これからそれは着実にやってい

けるように私たち見届けたいと思いますけれども、３番目にいきます。 
 今、課長もおっしゃったようにその生ゴミの量というのは、焼却ゴミにおける生ゴミの率と

いうのは７０％以上だとおっしゃいましたね。たしかにそのとおりで、生ゴミの占める率は非

常に大きいといわれているわけでして、ゴミ削減のためには生ゴミの減量化がカギとなると思

います。なんか効果的な策を考えているかお伺いするわけですけども、水切りというのはどこ

でも、どこの自治体でも水切りというのは呼びかけをして、働きかけはしているわけですけれ

ども、それだけではちょっと弱いかなと思うんですけども、この町でできる何か方策というの

はないですかね。３番にいっています、今。 
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） 

 生ゴミの減量化ですが、リフューズそれからリユースを推進していくことで、余分な食料を

買わない。必要以上に料理を作らない。また食べ残しをしないことが減量にはつながります。

先ほども言いましたけども、生ゴミ自体の水切り、乾燥化の促進と畑等を利用している方は肥

料として畑に処理していただければ、効果的な減量が可能ではないかと考えております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ８番、永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 私もこの生ゴミをどのように抑制、焼却ゴミとして抑制できるかというのを日々考えている

んですけれどもなかなか難しくて、そうはいってもこちらには汚泥なんかも堆肥化する工場も

町にあるわけですし、なんとかそういうところと協力しながらできないかなということを私な
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りに考えています。 
 ただ、すぐにそれはちょっと回収方法とかルートとか考えたときに、すぐにはいろいろ課題

がたくさんあり過ぎて無理かなと思うんですけれども、実は三重県の川越町というところは、

ダンボールを使った生ゴミ処理を普及させているんですね。町が。この町は生ゴミ処理機への

補助金は終わりましたね。終わったんですよね。ですからそれに代わる、生ゴミ処理機の補助

が終わったというのは、それなりに理由があったということで私も納得しますけども、それに

代わる何かいい方法を、私はぜひ町民と一緒に、役場でやってくださいではなくて、これは町

民と一緒にやっていかなければできないことですから、何かできないかなというふうに思って

いたならば、ダンボールを使った生ゴミ処理が非常に簡単にできると。しかも８０％は生ゴミ

が分解されて肥料になるということで、ダンボールを使った処理というのは話には聞いていま

したけれども、かなりいろんなところでやっているということで、室内でもベランダでも、し

かもお金はかからないということで、これはかなり有効な方法ではないかなと思いますけれど

も、みんなで一緒にやっていこうみたいなものはないですかね、町として。 
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） 

 先ほど永井議員のおっしゃったとおり生ゴミ処理機、これは電気で動きますので、それのほ

うの補助はなくなりました。何年も使っている間に故障がきたりとか、不具合が出たりという

ことで、昨年までやっていたんですけども申請もなく、それで補助のほうをなくしたというこ

とになりました。 
 それからダンボールにつきましては、私のほうも調べたところ各市町村で必ず生ゴミ処理機

とダンボールを使った生ゴミが出ております。今、生ゴミ処理機の補助がなくなったというこ

とで、そのダンボールということが、ちょっと勉強不足でありますけども、有効的であれば勉

強して、また話し合いの中で考えていきたいとは思っております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ８番、永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 ぜひ、実際に私は自分でやってみたいなと思っておりますけども、やりましょう。町と町民

が一緒になってできればいいなというふうに思っていますけども、提案です、これは。 
 それから広報の８月号にも、生ゴミの水切りをしましょうというような呼びかけがなされて

いましたけども、それなりに町のほうでもご努力されているなというのは分かりますけども、

広報で呼びかけるだけではちょっと弱いかなという気もしますので、実行していくということ

の大切さをちょっと感じました。 
 ４番にいきます。資源ゴミを増やすことが焼却ゴミの減量化につながるというのは、先ほど

来、リサイクルステーションができてからゴミが減量されているという話がありました。その

ためにも町民へもっと分かりやすい周知の方法が必要と思うんですけども、町の考えをお伺い

します。 
 よそから引っ越してきた方たちが、富士川町のゴミの出し方は分かりにくいとおっしゃるん

です。家庭の主婦の皆さんも分かりにくいという言葉が聞かれるわけですけども、例えばちょっ

と持ってきたんですけども、これは富士川町の計画表ですね。各家庭に配られるのは、これだ
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けでいいんですか。これだけですよね。ほかにありますか。 
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） 

 昨年までは、その倍の紙でお知らせしていました。それは片面が鰍沢地区、片面が増穂地区

となっております。それは収集日、それからゴミの種類ごとに、例えば金物、缶とかというふ

うに出ております。もう１つございまして、それらのほうに粗大ゴミはこういった中巨摩広域

で扱っていますよ、こういうものは分類としてはこう出してくださいよということで、それは

１年間、使えるようになっております。そちらは半期ごとですので、今度１０月が改正になり

ますので、それにつきましては出す曜日、出すものについてのものでございます。もう１種類、

各家庭に配られておりまして、そちらのほうに分別、それから出し方という詳しいことが掲載

されております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ８番、永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 私、見逃したのかなというふうに思うんですけれども、陶器とか乾電池なんかは荷札が必要

だと。それは、ではそちらにしっかり書いてあるんですね。 
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） 

 お手元のところにも缶、それから金物、それから陶器とかございますけども、その収集には

荷札が必要であります。１枚１４円でございます。それは荷札を付けるということは、電池は

北海道等に送りまして再生をします。瀬戸物とか割れたビンは細かく粉砕しまして埋め立てを

いたします。ですので、どうしてもお金のほうもかかりますので、荷札を購入していただきま

して、個人の負担となります。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ８番、永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 インターネットでも調べたんですけども非常に小さくしか書いていなくて、何人かの方が荷

札というのがちょっと分からなくて、そのまま出したらば返されたという話を聞きましたけれ

ども、もっと分かりやすいやり方が必要かなというふうに思います。 
 もう１つは、富士川町はプラスチックはプラスチックで収集していますけども、これはあれ

ですよね。プラスチック容器とか、プラスチック包装という言い方ではなくて、プラスチック、

細かい話になって申し訳ないんですけど、私、いつでも疑問に思っているので、プラスチック

は包装容器でなくて、包装紙でなくても、あるいは容器でなくてもプラスチック類だったらな

んでもいいということなんですか。 
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） 

 最初の２つ質問がありましたので、荷札につきましてはゴミの袋を売っているところ、全部
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があるわけではないと思います。それで合併後、合併前に旧鰍沢町、旧増穂町、同じピンク色

の荷札でございます。たくさんありますので現在も新しいものをつくらず、残っているものが

ある程度、はけましたら富士川町の荷札ということでありますので、旧鰍沢町、旧増穂町になっ

ておりますけども、両方使えるようにお店のほうには用意しております。 
 それからインターネットで小さいと、分かりにくいということでありますので早速、職員に

そこのところを研究して荷札の付け方、分かりやすいようにしたいと思います。 
 もう１点、プラスチック、例えば議員さんが言っておられますプラスチックというのは、例

えばおもちゃのプラスチックとかそういうものでしょうか。そうすると・・・発泡スチロール

は小さく砕いていただいて、プラになります。それからおもちゃなどの小さい、例えばブロッ

クとか、そういうものは可燃ゴミになります。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ８番、永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 つまり、そういうところが富士川町の場合、あんまりはっきり明示していないんですね。で

すから、ほかの同じ中巨摩広域でもほかのところはすべて、プラスチックの容器、あるいは包

装、これはもともと容器包装リサイクル法から端を発したものですから、商品が入っているも

のでなくてはいけないんですよね。だから、このプラスチックマークのあるものを出してくだ

さいという言い方をしているところもあるし、容器とか包装紙ですよといっているところもあ

るんですけど、富士川町の場合はプラスチックとなっているから、皆さん、プラスチックなら

なんでもいいというふうに誤解してしまう部分もあるんではないかなというふうに思いますし、

私自身も例えばこれはどこに出したらいいのかなと。ガラスとプラスチックと、それから金属、

そういうものである、例えばポットみたいなものですね。ああいうのはどうしたらいいのかと

いうのをすごく思うんですけども、そういうのも全部明記されていますか。 
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） 

 リサイクルステーションが普及しております。リサイクルステーションがあるところには、

職員が説明会を土日を使って行います。そのときに配布物としまして、このものについては包

装のプラですよ、よく町長が言うハンガーはこういうものですよ、そこに全部ご説明をして各

１軒１軒に配っております。まだリサイクルステーションが普及していなくて、収集日が例え

ば水曜日の古紙とか土曜日のプラスチック製品を集めているところにつきましても、うちのほ

うとしてもなるべくホームページ、チラシ等、まだまだ分からないということがあれば確認を

しまして、分かりやすい表示の仕方をしていきたいと思っております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ８番、永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 私、これは前、議会で峡南衛生組合の研修に行って、そのときにびっくりしたんですけども、

またちょっといただいてきました。これはすごく分かりやすいんですね。こうやって写真が入っ

て、これはこうするんですよ、ああするんですよと。最後に５０音順であらゆる商品が一つひ

とつ、どういうところへ出してください、どういう作業をしてくださいということが全部書い
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てあるんですね。これは峡南衛生組合ですけども、調べましたら中巨摩広域でもいくつかの自

治体が同じようなことをやっているんですよ。この５０音順で、入れ歯はどうすればいいかと

か、そういうことまで全部載っています。化粧のコンパクトはどうするかとかそういう、それ

こそアから始まって、これを見れば自分が迷っているのがすぐ分かるなと。どこに出せばいい

かすぐ分かるなと。とても親切にできていると思うんですよね。 
 前にも私、研修で行ったとき、こういうのがあるといいねということで現場にお示ししたん

ですけれども、なかなか、まだそれが実現していないんですけれども、できるだけ分かりやす

くする、関心を持ってもらうというところで、ゴミの減量化に向けて取り組みを強化していた

だきたいというふうに思います。 
 最後の５番にいきます。 
 本町独自の取り組みによるゴミ減量化を図り、持続可能な社会づくりの先進自治体となるた

めにも町民事業者、行政が共同してリデュース、リユース、リサイクルの社会システムをつく

る必要があると思いますけれども、町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） 

 持続可能な循環型社会を構築するためには町民、事業者、行政のすべてが環境問題に関心を

持ち、実践的な活動に結び付けられるよう、ゴミ問題を含めた環境問題に対する普及啓発、環

境教育の充実が必要だと思います。 
 町民が環境問題への意識を深め、ゴミを必要以上に出さない生活への転換を訴えながら、ゴ

ミの適正排出が可能となるように努めてまいりたいと考えております。 
 また、今後の社会を担っていく子どもたちが環境問題やゴミ処理のあり方について興味・関

心を持ち、意識を高められるような働きかけを行うことが必要だと考えております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ８番、永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 先ほどもちょっと申し上げましたけれども、住民の中にはやっぱり、環境活動をしている団

体もいくつかあるんではないかと思いますし、また富士川町にはエコ富士川という環境団体も

ありまして活動していますし、そういうところと共同して、まず先進自治体として、ゴミ減量

を目指した先進自治体として、県内外に発信できるようなそんな取り組みができるといいなと

思っております。議会としてもしっかり、その様子を見守っていきたいと思います。 
 以上です。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、７番、井上光三君の一般質問を行います。 
 ７番、井上光三君。 

〇７番議員（井上光三君） 
 それでは、早速ですが質問に入ります。 
 私は大きく２つ、１番目は地域医療につきましてですが、この医療問題につきましてはすで

に４人の議員が質問いたしております。私のあとにも１人の議員が質問をいたします。これは
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やはり町が抱えている最重要課題だというふうに思っていますし、町民の一番関心ではないか

と思っています。 
 ８月１０日の北部地域医療連携部会におきまして、望ましい経営形態として２つの案が示さ

れました。両町に判断が委ねられていますけども、これまでの２年間の検討におきまして、両

町で３病院統合を意見集約したにもかかわらず、最終的には白紙になったことは非常に残念な

結果であります。 
 私は今でもこの地域においては、３病院統合が最も望ましい方法であるというふうに考えて

いますが、今回、県主導により新たな案が示されたことにより、私はなんとしてもこれをまと

めて地域の医療を確保してほしいと考えています。そこで次の点について伺います。 
 １番目、今回の案を両町で意見集約をすることとなっていますが、これまでの検討において

富士川町と市川三郷町では、問題に対する捉え方に温度差があるように見受けられます。これ

は市川三郷町は自分のところの病院を持っている。何十年も病院を経営してきたということと、

それから本町では病院はありませんし、今回の案では本町が病院を買い取るというような、買

い取る必要があるというような案でございますので、そのへんにかなりの違いが出てくるんで

はないかと思いますが、私は今回の案は峡南北部で考えていくと、両町別々で考えていくと、

これが間違った方向に進んでいくと非常に残念な結果が出るというような思いがありますので、

両町とも適正な判断ができるように両町の意見集約の前に、両町間で意見交換ができるような

機会も必要と考えますが、これは町長の考えをお伺いします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 井上議員のご質問にお答えいたします。 
 県から示された医療連携案につきましては、地域に判断を委ねられているところであります。

地域として判断をする前にまず、私の言う地域というのは市川三郷町、富士川町、そして市川

三郷町立病院、鰍沢病院、この４つを含めて地域と捉えております。市川三郷町は市川三郷町、

富士川町は富士川町、これは町と捉えていますので、この地域に判断を委ねられています。 
 この地域で判断する前にまずそれぞれの町の判断として、市川三郷町においては町立病院の

医療提供体制の変更における是非、また富士川町が所有する病院との医療連携を行うことに対

する是非が市川三郷町に問われているものだと思います。また富士川町におきましては、市川

三郷町立病院と鰍沢病院の連携、これも考えなければなりませんが、一番大きなものは病院取

得に対する是非だと考えております。 
 このように、次の部会まで、９月１８日になっておりますが、今後９月、あるいは１０月の

部会までに行う両町の判断基準が違うことから、今、ここで互いの情報交換は必要であります

けども、現時点で市川三郷町とのそういった、これに限った意見交換の場というのは必ずしも

必要ではないと、こんなふうに考えております。 
 ただ、この医療連携案に対して両町が大枠で合意に達した場合には、細部にわたっての意見

交換の場は必要になってくるものと考えております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ７番、井上光三君。 
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〇７番議員（井上光三君） 
 これまでの２年間の検討におきまして、私ども議会も市川三郷町の議会に対して、共に膝を

交えて意見交換ができないかというふうな申し入れもしてきましたけども、これがなかなかで

きなかったと。おそらく大変難しいことでしょうし、ただ私はどうしてもそれぞれの町、市川

三郷町のほうでは町長が議会にも文書で検討しろと投げかけたということですが、うちの町は

町と議会が一体となって、これから検討していくということでしょけども、それぞれの議会が

別々に検討していくと。われわれもはたから情報を仕入れてくる市川の考え方しか分からない

部分があるんですけども、実際には個々には議員さんと話をしていますけども、実際には市川

三郷町の議員さんがどういう考えを持っているかということもよく分かりませんし、できれば、

そういう機会もと思いましたけども、非常に難しいというふうな部分もあると思います。 
 ただ１点、確認したいのですが、町長は町のトップとして、市川三郷町のトップと意見交換

というか、情報交換を密にやってほしいと思いますが、こ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） 

 私も当初から、この意見交換の場といいますか、ざっくばらんな話ができる場がほしいなと

思いまして、富士川町になってすぐ、市川三郷町町との議会の懇談会を設置してくださいとい

う話は当町にもしましたし、市川三郷町のほうにも話はさせていただきました。まだ、その時

期ではないということから、できないまま今日に至っております。これは議会のことでありま

すけども、町とすればこれまでも、この医療問題については両町から職員を出しながら、事務

局も設置してきて、当然、私も市川にも何回も足を運びましたし、そしてまた話が佳境に達し

たときには議長さん、特別委員長さんも入っていただきながら六者会議というのもやってきま

した。結局、破綻になりました。またこれが今回、県から示された案を、これは県の示した案

ですので、これを今、どうこうすることは私はそれぞれの町の判断になるんではないかなと。

富士川町は富士川町で、仮に鰍沢病院を買うといっても、市川三郷町がこの案ではのめないと

いえば、この計画は断念になりますし、市川三郷町がこの案でいこう、富士川町で病院を買う

べきだといってきても、これは富士川町が判断すべき問題でありますので、そこで一緒にやっ

ていくのが良いのか悪いのかとちょっと考えるところがありますが、いずれにしても町長さん

とはいろいろ会う機会もありますから、今回、県が示した案について市川三郷町はどうでしょ

うかというふうな話は常にしてあります。ただ、まだ結論が出ていないよと。町としても結論

が出ていないわけですが、これから議会のご判断をいただく中で、市川三郷町としても大きな

判断をしていかなければならない時期にくるんではないかと思っております。 
 それよりもどれよりも先ほど来言っているように、今までも細かいところへ先にいってし

まって、大枠の合意が全然ないがしろにされてきたと。今回は県の示したこの案が大枠で良い

のか悪いなのか、その判断がまず第一だと思います。それから細かいところへ入っていって、

いくら大枠で一緒になっても細かいところで、また意見が合わなければ、また元へ戻るという

こともあるかもしれませんけども、なんといっても最初から細かいところを詰めていくよりも

大枠で合意を得なければ、これは町村合併と同じだと思っていますので、総枠でしなければ、

最初から町の名前をどうするんですかといったって、これは話にならないものでありまして、

まず大枠で両町の意見が、おおむねで結構と思います。合意に達すれば、細かいところに今度
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はひざづめなんかをしていかなければならない、こんなふうに考えております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ７番、井上光三君。 
〇７番議員（井上光三君） 

 私はその大枠の部分に別々の意見が出てくると、まとまらない部分があるということで心配

しているんですが、ちょっと２番のところと関連がありますので２番に移ります。 
 ここで両町が別々の判断をした場合ですね、部会にあがってくる別々の判断があった場合、

これまでの町長の発言の中にも富士川町がよくても市川三郷町が駄目なら駄目ですよと。私も

最初そういう考えだったんですが、２つの意見があがってくるということですよね。部会に。

２つの意見があがってきて、１つが意見を、駄目なほうをとるということであれば、１つの意

見を取り上げて、こちらの意見を取り上げないということになる。これは部会としていかがな

ものかなと。部会でもやっぱり、別々の意見があがってきたら、そこで議論することが必要で

はないかなと思うんですが、そこで私の質問は、町長が部会のメンバーとして富士川町の意見

集約したものと別の、市川三郷町から別の意見が出てきた場合、部会のメンバーというのはど

ういうスタンスで望むのかと、これはちょっと難しい部分もありますけども町長のお考えをお

伺いします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 部会はあくまでも部会でありまして、医療連携協議会というところが最終的な大元になりま

す。そこはまた部会の報告をしていただきながら、協議会のほうで判断をし、それが県へあがっ

ていくことになります。この医療連携協議会のほうは先ほど来、いっていますように、この北

部だけではなくて、中南部の医療機関、保健師さん、薬剤師さん、そしてまた自治体の長とい

うのも入っていますので、私の話も聞いているところであれば、こういう北部に５億円、そし

てまた中南部に２億円という最初、予算案でありましたが、結局、今の予算案は中南部が４億、

北部が７億円という１１億円の予算になっていますが、中南部の皆さんもやはり峡南に１カ所、

しっかりした病院がなければ困ると。手術のできる病院がなければ困るという話はきています

ので、峡南医療協議会の中もそれでは困るという意見が出てきても、どういうふうにするわけ

にもいきません。今回のこの問題については一緒にやっていければ本当にいいわけですが、今

までもどうしてもオブラートに包んだというよりも、もっと鉛の板で包んだような感じの中で

の話し合いしかできなかった。胸襟を開いての話ができなかったわけですね。２町でやった案

も白紙に戻ってしまった。県が両町の意見も聞きながら今回の案をつくっておりますので、た

ぶん市川三郷町も前向きに検討していただけるんではないかなと。うちのほうも前向きに検討

していかなければ、これは富士川町の医療だけではなくて、峡南の特に北部の医療の問題です

から、どっちがどうだということではなくて、本当に広い観点からやっていかなければいけな

い。それをやるのにも１町にすべてを任すんではなくて、共同経営なり共同管理ということで、

仮に赤字が出たら折半でいきましょうという県の案ですから、これはぜひやっていただきたい

なと思うんですが、そうは言いましても町と議会の問題でありますから、市川三郷町がこの医

療連携案をのめないと判断したり、また富士川町が鰍沢病院を買わないと判断すれば、峡南地

域の医療再生計画といった峡南北部の医療再生はできないのかなと。この案による医療再生は

 １１０



できないのかなと。こうした判断は、両町が議会とともに行った大きな政治判断になると思い

ますので、それはもう覆すことは非常に難しいかなと、こんなふうに受け止めています。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ７番、井上光三君。 
〇７番議員（井上光三君） 

 両町が別々の意見集約をして、部会にあがってきたときに今の町長の答弁ですと、また上に

は協議会があるということなんですが、協議会でも検討することになるんでしょうけども、例

えばこの部会に、仮に富士川町のほうは１案、２案のどちらかの案がいいでしょうと。市川三

郷町は、この案は望ましくないですよといった場合、部会では決断を出さなくて協議会にあげ

ていくということなんでしょうか。そのへんはどうなんでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 １案 経営統合、２案 共同管理、これ案は示されておりますけども、この１案、２案では

なくて、経営形態も含めた、この案全体が良いか悪いかという大きな判断をしていただければ

いいと思います。あとの１案にいくか、２案にいくかは、これからひざづめ談判でいくらでも

できると思うんですが、この県の示した医療連携案、おおむねいいかどうかという判断だと思

います。それを市川三郷町もしていただかなければならない。その市川三郷町がする中には、

先ほど言ったような町立病院の医療提供体制が入院患者が、入院のベッド数が２０減るという

ようなところ、あるいはこれまでやってきた診療科に加えて、医師の数は変わらないけども、

診療科が増えていく、こういう医療提供体制がいいかどうか。それともう１つ、富士川町と一

緒に共同経営、あるいは共同管理をする気があるかどうか。この市川は私、大きく分けて３つ

だと思うんです。その中にまだ経営統合とか共同管理ということが出てきますけども、富士川

町と一緒にやっていくことがいいか。医療のベッド数が減る。そして新しい医療体系がお医者

さんとローテーションをしながらやる。こういうことがいいかどうか。この判断だと思います。 
 うちの場合はこれまで医療というものは病院任せでしたから、関与をしていませんでしたの

で、地域のお医者さんたちがこういう医療をやると、できるということであれば医療の部分は

どうでもいいんですが、どうでもいいというか言葉はあれですが、そして今まで以上の医療が

提供できればいいわけですけども、うちの一番大きな問題はやはり、将来的には２町でみるに

しても、とりあえず地域医療再生交付金を使うにしても富士川町が単独でとりあえず病院を取

得をしなければならない。その大きな判断ではないかなと思っています。 
 そしてそのことは部会の中も、もう部会の委員さんはこの案でいいよといったわけでありま

すけども、あとはこれがのめるかどうかは両町に判断を任せようということで今回、出ました。

部会の中で、もしそれが駄目になった場合、よくなればよくなった場合、医療協議会にあがっ

てくるんですが、医療協議会の中でいやいやこれでは困る。もう一度、考えてくれといえば戻

ることがあるかもしれませんけども、先ほど言ったように、これは議会とも一緒に両町が判断

する大きな政治判断ということになると思いますので、そう簡単に覆していくのは難しいかな

と。議員さんがおっしゃるようにその前に一緒にいろいろ考える、勉強会ができることがあれ

ばいいんですが、今それもちょっと難しい状況ではないのかなと、こんなふうに考えておりま

す。 
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〇議長（芦澤益彦君） 
 ７番、井上光三君。 

〇７番議員（井上光三君） 
 部会で検討して、そのあとまた協議会のほうで検討されるということですけども、私はぜひ

この県で示された案がいい方向に向かってほしいというふうに願っているところでございます。 
 次に３番ですが、これは考えたくないですが、もし今回、示された案が両町でもこの案は駄

目だよということになれば、おそらくこれはまとまらないと思うんですが、これは望ましくな

いという判断をされた場合、この医療再生計画というのはどういうふうに進んでいくのか。お

そらく交付金、基金は使えないと思うんですけど、この北部の医療再生にはですね。あと２５年

度の最後まで医療再生計画が進むわけですけども、ここが望ましくないとなった場合、どうい

うふうな方向で進んでいくのか、お願いいたします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 今回の県から示された案が両町、あるいは片方の町で望ましくないとされた場合のことであ

りますけども、峡南北部の地域医療の拠点病院創出にかかる部分、先ほど来、言っている予算

でいえば７億円の部分ですね。中南部を入れて１０億円のうち、こちらで使えるのが７億円ま

でですが、その部分、医療連携あるいは共同経営、そしてそれに対して病院の機器整備をして

いく部分があります。それが約７億円、予算化されているんですが、その部分と市川町立病院

と鰍沢病院の間を結ぶシャトルバスの経費もこの中には計上されています。そのシャトルバス

の部分、そして医大による医師確保に関する部分、これは寄附講座の部分とかそういうところ

になると思いますが、そういうものはすべて今回のものから削除をされて、これ以外のこれま

でも手をつけてしまった部分、その部分だけの事業になっていくんではないかなと考えており

ます。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ７番、井上光三君。 
〇７番議員（井上光三君） 

 再生計画の中の交付金は、その部分がもし駄目になると使えないということなんですが、こ

れは前にもちょっと私、質問したことがあるんですけども、２５年度末までの計画ですよね。

これが今の部分を、ほかの部分で使うというと、また国まであがっていかなければならない部

分がありますけども、国まであがっていかないような状況のような、流用という形で使えるの

かどうか、そのへんをお願いいたします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 今回の医療再生計画の一番目玉は、北部地域が峡南北部の地域医療の拠点病院の創出に関す

る部分、これが一番大きい部分だと思います。中南部については在宅医療という形でやってい

ます。峡南北部は救急医療とか、そういうことができる病院をつくっていこうと、しっかりし

た病院をというのが目玉で、二本立てでやっています。今回、そこが一番の核になるわけであ

りますけども、今まで使ってしまった部分については、そういう承認された計画の中でやって
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きましたので、そこの使ってしまった部分は返せということはないと思いますが、これから先

に使う部分については、ちょっとストップがかかる部分があると思うんです。一番肝心な部分

がなくなるわけでありますから。ですから前回も一般の方からシャトルバスの部分だけでも先

に動かせないかという意見もありましたが、病院がどういう形になるかも分からないうちに

シャトルバスだけを動かすわけにはいかないということから、まだこれも凍結状態になってい

ます。そして今、鰍沢の病院長が中心になって、この病診連携のシステム化をやっています。

これもストップがかかるかもしれません。今、途中までは進んでいますけども、まだ完成して

いないですね。拠点病院と地域の診療機関との検診を１回で済ませて、１カ所でやってやれば、

次のところへ行ってもまた同じような検査をしなくても、電子カルテでどんどん動いていくよ

うなシステムを考えているんですが、これも完成しないままに終わってしまう可能性もあると

思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ７番、井上光三君。 
〇７番議員（井上光三君） 

 医療再生計画というのは、国で交付金を出してやっているんですけども、山梨県においては

この峡南地域と、それから東部のほうですけども、峡南地域の医療が崩壊しつつあるから、国

でなんとか面倒をみてやるというふうな計画だと思うんですね。私は特に、この北部について

は今、病院が３つあります。これまでの多くの意見の中に例えば、この買い取りの話があがっ

たときに、富士川町は１万６千人ぐらいの人口で病院を買ってどうなるんだという話がありま

すけども、たしかにこの市川三郷町と富士川町を合わせても３万人ちょっと余りですね。３万

人のところに３つ病院があると。これは私、非常にこれこそ問題、これからの医療に関しては

ですね。だから１つにしたほうがいいという、ずっと私はそういう意見を持っているんですけ

ども、それが統合というのが駄目になったので、ではそれに代わるものは何かと。例えば多く

の町民の中にも議員の中も今、鰍沢病院が社会保険病院としてＲＦＯが持っていて、今度は新

機構になるので、新機構になるから、そちらに任せたほうがいいんではないかと。任せて私は

今以上に医師が確保できて充実されるんであればいいんですが、それが私が知る限り、情報を

集めた中では非常に厳しいということがだんだん分かってきたんですけども、もしそういう中

で今回、この県の示した案を望ましくないと判断して、ではおそらく新機構に移ると思います。

新機構が持ったとしてもそれは厳しい中で持つんですけれども、そうすると市川は市川で病院

がある。この３万人の中にですね。富士川町は富士川町で新機構の中で病院がある。今度は富

士川町は関わりが持てませんよ。どういうふうにしてほしい、ああいうふうにしてほしいといっ

ても、住民の命を守るために富士川町が関わっていくということはなかなかできないと思うん

ですよね。では任せるから、途中で医師が確保できるかどうか分かりませんけども、今の現状

が続くんではないかと思うんです。これが３万人の町の中に病院がいくつもあってと。これは

将来的に非常に厳しいし、われわれが住民の命を守っていくということに関わっていくことも

できなくなる。これは心配しています。 
 再生計画のことは今、お聞きしたとおりですけど、では４番に移ります。 
 先ほど言いましたように、非常に脆弱な医療体制がこの地域は続いているんですね。峡南北

部の医療を立て直すために、今回の医療連携案は私は最後の救いの手のように感じるんですが、

仮にこれが頓挫した場合、峡南北部の医療は大変厳しくなってくるというふうに予想されます。
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このような状況になった場合、この富士川町独自で先ほど午前中の井上勝議員の答弁がなかっ

た部分にちょっと関わるんですが、井上勝議員が最後のところで医療を立て直すために、これ

は自治体の使命ではないかというふうな質問内容だったと思うんですが、これはちょっと答弁

がなかったんですが、ここと関連するんですけども、私は町として、自治体として住民の命を

守るためのなんらかの方策を考えていく必要があるというふうに思っているんです。これは将

来的なことというか、今、抱えている問題を通り越えた問題かもしれませんが、町長の考えを

ぜひ聞かせてほしいと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 この峡南地域の医療の再生計画をつくるときに一番最初、話をしたときにも地域の医療に携

わっている皆さんも今、医療は医師不足から本当に非常に困っている状態だと。明日にでも医

療連携ができないかというのがこの地域の、市川三郷町、富士川町の医療に携われる皆さんの

ご意見でした。 
 そういうことからこの問題が動き出してきたんですが、この問題が動き出すときにシミュ

レーションをいたしました。そのシミュレーションの中ではやはり市川三郷町立病院、鰍沢病

院を活用してというシミュレーションでありました。いずれの場合にも、峡南病院は民間医療

機関を廃止してというシミュレーションの中でやってきました。この２町の病院を活用すると

いう中にもいろんな意見がございまして、今おっしゃるように過疎化の地域で、人口減少の地

域でこの北部を合わせても３万２、３千人。この中で病院が３つも必要かと。１つに集約した

らどうだという意見もありましたが、市町村合併と同じで合併したときに１つにしてしまうと

いうのもまた酷な話。できれば鰍沢病院と市川三郷町立病院を使いながら、活用しながら地域

医療を守っていければいいなと。 
 またこれがどっちが欠けても、１つが総合的な医療、病院だけでの完結医療を目指すのは非

常に大変なことだと思います。今まではそれを両病院が目指してきましたから、医師の引き取

り合いが起きたり、医師の引き取り合いという言い方は悪いかもしれませんが、お互いに外科

の医者が集中してしまって内科医が不足していたとか、必要となるお医者が、医療診療がとれ

なくなるという状況になってきたと思います。 
 私はこの峡南北部の医療再生を大変、重要な問題だと思っています。市川三郷町だけで、こ

の地域医療を守っていくということ。また富士川町だけで医療を守るということも非常に大変

なことだと思っています。また富士川町が単独で、もしこの医療再生交付金がなくなったあと

に、単独で病院を買い取り、また単独で運営していくということも非常に難しいんではないか

なと。ですから私もこの峡南地域の現状を見たとき、この地域の住民の医療を中心に生命が将

来にわたってしっかりとした医療のもとで守られていく、こういうことは自治体の使命だと

思っておりますので、今、一生懸命、この県の案、完璧ではないかもしれません。先ほど来、

ご指摘もいただいているように。ただ、こうした目標に向かってみんなが努力する。その努力

の結果、地域の医療が守られていくと思っています。 
 また、計画が頓挫をして峡南地域の医療が駄目になったと。医療再生計画が当初の目的が達

成できなかったと。そのときは今の状態で病院が残るわけであります。市川は市川町立病院で

すから、今までどおり市川三郷町がなんらかの支援をしながら、あれを守っていっていかなけ
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ればならない。鰍沢病院はＲＦＯへ移っていきます。計画どおりにお医者さんが来てくれれば

それはいいわけですが、計画どおりくるであれば、もう峡南の北部の医療はもう守られている

と同じなんですが、こうやって国も交付金を出しながら、なんとか地域でやれということは、

そこがまだはっきりしていないですね。そういったときに、鰍沢病院がただ存続をして、今の

ような状態で、短期貸付もあるとは聞いていますけども、貸付ですから返さなければならない。

今の状態ですと、それを返す見込みもない。ですから市中銀行からは、たぶん貸してくれない

と思いますが、新しいＲＦＯのほうからお金を借りなければならないと思います。低利で長期

間というような話もありますけども、いずれ返さなければならないものです。そういうものを

病院自体では、もし返さなければ、これこそ今度、町がなんらかの支援をしていかなければな

らないのかなと。ですから今のような状態であれば、どんな形にせよ町は今後、医療に関与し

ていかなければならないと思っています。そういう中で、どういう方策が一番いいなのかとい

うことは、今月までにまた議員さんとしっかりいろんな、今日この場では言えない問題も協議

会の中で話をしながら、みんなでいい策を検討していきたいなと、こんなふうに思っています。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ７番、井上光三君。 
〇７番議員（井上光三君） 

 私は町民の中には自治体、町が病院を持つことを大変心配している方もいますけれども、私

は将来的に住民の命を守っていく、安心した医療を確保するためには、なんらかの形で町が関

わっていく必要があるというふうに思っていますので、今回のこの案の意見集約等も含めまし

て活発な議論をして、議会の中でもいろいろな意見がありますので、いろんな議論をしていい

方向に進んでいってくれればというふうに思っています。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 以上で通告７番、７番、井上光三君の一般質問を終わります。 
 続いて通告８番、５番、市川淳子さんの一般質問を行います。 
 ５番、市川淳子さん。 

〇５番議員（市川淳子君） 
 今日、最後の一般質問でちょっと私の前にいろいろありましたけども、気を取り直して皆さ

ん、よろしくお願いいたします。 
 私は地域医療の確保についてということで、私はこの前、１２月の議会のときでは地域医療

の充実ということで一般質問をさせていただきましたが、充実どころか確保というふうにして

いかないとならない現実があって、非常に残念だなと思っております。 
 通告に従いまして、一般質問させていただきます。 
 今、話しましたけれども昨年の１２月、議会の一般質問で地域医療の充実について質問しま

した。しかし今年の４月、市川三郷町・富士川町新病院設置協議会は協議が難航し、解散して

しまいました。新病院を設置するということで、この峡南北部医療圏域の医療提供体制の整備、

充実を図ろうという目的は達成できず、非常に残念な結果で終わってしまいました。 
 しかし、私はまだ希望を持っています。今、県が示している地域医療再生計画の中の峡南北

部医療連携が実現した場合、私はこの計画に非常に期待をしておりますけれども、次の３つの

視点から、この計画が実現したならば、ここの医療はどのように確保できるのか、どのように

充実されていくのかという中身をもう少し、町長にお伺いしたいと思います。 
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 まず第１番、災害が発生した場合、医療の確保はどのように期待できると予想されるのか、

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） 

 市川淳子議員のご質問にお答えをいたします。 
 鰍沢病院は、峡南地域の災害拠点病院としての機能を担うことから３病院の医療連携による

医療機能の充実が図られることで、山梨県大規模災害時医療救護マニュアルに示される災害時

体制がとられ、被災地内の傷病者等の一時的な搬送先として２４時間の救急対応を行い、受け

入れ患者のトリアージによる迅速な救命医療の実施や受け入れ困難な重篤患者については、対

応可能な病院への速やかな広域搬送などが可能となるものと期待されます。 
 また市川町立病院、峡南病院においても災害拠点支援病院として、拠点病院に準じた支援体

制が構築されるとともに、平時においても綿密な医療連携が促進されることによって、災害時

における病院間の連携が的確に行われ、医療スタッフの充実により傷病者の救命率の向上が図

られるものと期待しているところであります。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ５番、市川淳子さん。 

〇５番議員（市川淳子君） 
 もし、この連携がうまくいけばの話ということで聞きましたけども、東日本大震災が起こっ

たのは、ちょうど議会中でした。このときに、まさに今ここで災害が起こって誰かが下敷きに

なってしまう。今のこの状況で、どこへ私たちは行ったらいいんでしょうか。そういう問題を

しっかりと皆さん考えていただきたい。もちろん赤字になったら困るとか、負担になったら困

るとかというものはありますけども、町長、私はこの、今までですね、病院の問題がなければ、

この災害拠点病院という存在すら知りませんでした。これはたぶん町民の方は皆さんそう思っ

ている。あまり意識がなかった。私はここの富士川町の人たちは、非常に今まで恵まれ過ぎて

いたのかと思います。必ず病院が自分たちの命を守ってくれるという保障があったからです。

でも今、その保障がなくなりかけているということを現実に皆さん、感じてもらいたいなと思

うのが私の今の気持ちです。災害拠点病院というのは今、町長がお話しになりましたように、

いろんな意味で災害に対する、例えば重篤な患者を救命医療のために一生懸命行える。搬入し

たり、搬送したりできる。そして別の県からもシステムを使って、医療チームがここに助けに

きてくれる。そういったときに、災害拠点病院が中心になるんですね。こういう病院をなくし

てはいけない、私は思っています。今、本当にこの災害拠点病院が機能していなければ、助か

る命も助かりません。町長、もう一度お伺いしますけども、この災害が必ず起こるといわれて

いるこの地域が、この今の峡南地域に災害の拠点病院がもしなくなれば、どういう状態が生ま

れるんでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 ９月２日に、大規模災害を想定した防災訓練を町でも実施いたしました。これまでは各区が
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行っている防災対策に町がそこにテントを出して災害本部としてやっておりましたが、こう

いった３．１１の大震災を目の当たりにして、それを教訓にしながら、これでは駄目だという

ことで、今年は各区と役場の中へ本部をつくりまして、本当に無線が全部通じるのかどうか、

そしてまた被害想定をした情報の伝達訓練も行いました。 
 一方、民間の方で構成するアマチュア無線の人たちには想定をしなくて、思い立ったことを

どんどん役場へ入れてくださいという話をしました。各区からは負傷者の数、重傷者の数がき

て、そしてまたアマチュア無線の皆さんからもどこで交通事故が起き、どの家が倒壊をしとい

う無線もいただきながら、報告を受けるだけでなくてそれに対する対応をいち早くしていかな

ければいけないということを職員一同、感じたところであります。 
 そういう中で負傷者、重傷者の数が１千人を超えておりました。そういう人たちをどこに避

難しているのか、どういう状態なのか、そこにはわれわれが行っても何の役にも立たないと思

うんですが、やはり医師をすぐ向けていかなければならない。山梨県には県の大規模災害時の

医療救護マニュアルというのがあります。そうしたマニュアルが発動されるときには、災害時

体制がとられることになっておりますが、今回の訓練をしたときにも医師会ともっと連携して、

病院の先生を集めて、道路もどういう状況になっているか分かりませんので、患者を動かすわ

けにはいきません。医師、看護師をそれぞれの避難所へ送り込むと、こういうこともこれから

は考えていかなければならない。道路さえ確保できれば、いち早く拠点病院に行っていただい

て、そこでトリアージをしていただいて、すぐ治療を受ける、すぐどこか大型、三次医療のと

ころへ搬送しなければならない。これをやっていただけるのは医師しかできません。看護師で

はできませんので、うちにも保健師がおりますが、これは医師の命令に応じて動くものであり

ますから、まず医師の確保が必要。そしてまた野戦病院化するかもしれませんけども、そうし

た入院施設、あるいは手術のできる施設、これは身近に確保しておくべきだと。今回の訓練を

通じても本当に感じたところであります。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ５番、市川淳子さん。 
〇５番議員（市川淳子君） 

 私も地区は大椚ですけども、この前、防災訓練を行いました。今、各地区では災害防災マニュ

アルをつくっておりまして、その中で救護班というのが決められていたんですね。その救護班

というのは、大椚の場合は元看護師さんだった経験がある方とかが何人もいらっしゃいまして、

そういう人たちで構成すればいいねというようなお話だったみたいなんですけれども、でもま

だまだその訓練をしないと、今言ったようにどこに連絡をとって、どういうお医者さんが来て

くれるのか、あるいは運ばなければいけないのか、そういうふうなことも非常にまだまだやら

なければならない。今の鰍沢病院の今の状態で、できるのかなというのが私はちょっと疑問で

す。内科のお医者さんもおりません。今、ここで地震が起きたときに、鰍沢病院に行ってどう

いうふうに対応してくれるのかも分かりません。こういうことはやっぱり、もちろんお金がか

かるとかいろいろありますけども、でもこれは行政がやっていかなければいけない。こういう、

想定されることをすべてとは言いませんけども、やっていかなければいけないことだというふ

うに私は思います。 
 次に移ります。２番に移ります。 
 救急医療の確保は町民が安心できるよう、どの程度なされると考えているのでしょうか。連
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携がうまくいった場合で構いませんので、お願いいたします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 この峡南地域におきましては、救急車で搬送される患者の３割以上が他の医療圏の病院に搬

送されている現状であります。圏域内での救急医療が十分できていないというのが現状であり

ます。 
 県が示す地域医療再生計画に基づき各病院の医療提供体制が整った場合、基幹診療型病院と

して位置づけられております鰍沢病院の医師数は現状より増加することから、救急医療や高

度・専門的医療の提供が可能となり、救急搬送の受入体制の整備とか搬送時間の短縮が図られ、

こういうことによりまして圏域内での救急患者の受け入れが充実され、救命率の向上につなが

るものと考えております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ５番、市川淳子さん。 
〇５番議員（市川淳子君） 

 この医療連携の中身で、先ほど災害のこともそうでしたけども、非常に強化すべき医療機能

というところで、救急体制のことも書かれておりますし、それから災害の医療のことに関して

も、こういうことが今すぐ必要で、あるいは将来的に整備する必要があるということが網羅さ

れています。 
 実は先週の金曜日の夜、知り合いから電話がありました。近所の家で救急車を呼びました。

青柳の話です。４丁目でした。１時間過ぎて、やっと救急車が出動できた。受け入れ先が決まっ

た。飯富病院だったらしいんですけども、救急車が来るとみんな近所の人たちが出てきますよ

ね。その方は近所だったんですが、もう泣きそうになったと言っていました。動いてくれない。

これは近所の人がそうであれば、当家の人はどんな思いで１時間過ごしたんだろう。そうした

ら、また同じ現場を見た。これは４０代の女性だったんですけども、電話がかかってきました。

こう言ったんですね。こんなことだったら、救急車が来ても動けないようなことだったら助か

る命もどうなってしまうかと非常に不安になりました。そしてこう言ったんですよ。やっぱり

引っ越さなければ駄目かなと、こうなったんです。私は一番これが恐ろしいなと思いました。 
 こういう状況が続くということは、この町にとってどれだけ不利益を被るかということです。

人の命もそうですけども、ここに住もうと思う人たちはどんどん気持ちが折れてしまう。そう

いうことをやっぱり、私たちは考えなければいけないなと。こんな事態を先延ばしにしてはい

けないと私は思っていますけれども、もう一度町長、強い意思を持って、こういう事態をなん

とかするというふうな答弁をいただきたいんですけれども、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） 

 峡南北部地域の医療確保につきましてはちょうど３年半前になりますけども、私も富士川町

の町長選挙に立候補した際に重点施策を２つ掲げさせていただきました。１つは合併したばか

りですから、町民の一体感の醸成であります。もう１つが峡南北部地域の医療の確保というこ

とであります。これは選挙公約の重点施策の１つに掲げさせていただきました。そういうこと
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から、これまであらゆる機会を通じまして町民の皆さんに今、峡南地域の置かれている医師不

足による救急医療の実態とか病院の運営、経営の実態、そして県と市川三郷町とともに進めて

きました医療再生計画の取り組みなんかを、町民の皆さんにお伝えをしてきました。町といた

しましても現在、これまでの計画は白紙になったわけですが、改めて県主導による医療連携案

が示されてきていますので、町民の皆さんにもご理解をいただく中で、そして議会とともに判

断していくということになりますけども、私とすれば今の地域医療の現状を見たとき、この地

域の皆さんの生命が、将来にわたってしっかりとした医療体制のもとで守られていくことが自

治体の長としての責務だと、使命だと思っておりますので、しっかりこれに対応していきたい

と、こんなふうに考えております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ５番、市川淳子さん。 
〇５番議員（市川淳子君） 

 ぜひ町長は、私は町長の政治的手腕は非常にすごいなと思っています。予算のこともいろん

なことをよく知っているし、県のほうからおいでになった人ですから当然かと言えば当然かも

しれませんけども、私は町長、今までの町長の行政の、今までノウハウをこの富士川町にぜひ、

全力投球していただきたい。皆さんが病院を持つということで、非常に赤字だとか、これから

先、お荷物になったら困るとかと言っているんです。でもそれは行政サイドで考えると、どう

いうところを詰めればなんとかなるとか、そういうことを思うんですね。それはここにいらっ

しゃる課長さんたちともはじめ、やっぱり命を守っていけない町は駄目なんですよ。教育と医

療は何がなんでも町には必要です。私はそう思っています。お金がかかるからいらない、教育

はいりませんか、そんなことないですよね。お金がかかるから医療はいらないかといえば、そ

ういう問題ではないんです。もちろん、そんなことはみんな分かっているとはよく言うんです

が、でもこの根本をしっかり据えた中でこれから連携という形をしっかり取っていってもらい

たいなと思います。 
 ３番に移ります。 
 この連携ができることで、これからのまちづくりにどのように生かすことができると考えて

いるのか、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） 

 役場でありますから、営業努力、企業努力はしなくても毎年、ある程度の税金が入ってきま

す。そして地方交付税も入ってきます。いろいろ事業をするときには国庫補助金も入ってきま

す。事業をするのは別にしても、税金を貯めればどんどん貯まります。その代わり、サービス

はなくなります。今、一番役場が考えなければいけないのは、毎年入ってくる歳入をまず見込

むこと。無理のない歳入ですね。その歳入の中で、町民のニーズに合わせたサービスをどうい

うふうにバランスよく提供していくかということだと思います。役場はお金を貯める、黒字を

つくる組織ではありません。住民の皆さんが抱えている諸問題を解決したり、そして皆さんか

ら尊い血税をいただいている、それをいかに公平に分配していくかというところだと思います。 
 中にはどうして子育ての部分だけやって、こういうところにお金がこないのかなというのも

あるかと思います。今、町の現状を見たときにはやはり人口減少というのが大きな課題であり
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ますので、できるだけ子育てのしやすい環境をつくっていくために、保育園の料金を安くした

り、子どもの医療費を中学３年生まで無料化したり、これは役場が裕福だからではないんです。

皆さんからいただいている尊いお金を将来の町に向けて、どういうふうに使っていくかという

ことだと思います。 
 よく言いますけども、１万６千人いる皆さんが今、元気な人も必ず病院にはかかるんです。

病気にはなると思います。そういう人たちの医療を提供していくのも役場の仕事だと思います。

ただ、今までは鰍沢病院なり、巨摩共立病院なり、峡南病院なり、この地域でもそれぞれの民

間、あるいは国の機関がしていただいておりますので、増穂町も鰍沢町も医療ということには、

住民の検診とかなんとかの医療はありますけども、病院、医院の医療ということには本当に無

関心できたと思います。今はただ、こういった医療の状態になれば、これは今度、町が乗り出

さなければいけないではないかなと、そんな感じがしています。 
 そしてこれからのまちづくりで一番重要なのは、今言った町民のニーズに合ったバランスよ

いサービスの展開と同時に、あまり医療とか教育とか福祉に地域間の格差が出てはいけない。

ただ、うちのほうも今、言ったようなことがあります。本当は窓口無料化も医療費の窓口無料

化も高校３年生までやれば、もっとみんな喜んでくれるかもしれません。ただ、うちの財政状

況でいくと、そこまでは大変かなと。この子どもたちの医療費窓口無料化も他の経費の節約が

できたから、それに踏み込んだんです。そういうことは理解していただきたいなと思います。 
 そして先ほど議員さんが言いました医療とか福祉とか教育とか、これは日本国民として生ま

れてきたら、北海道の人でも沖縄の人でも山梨の富士川町の人でも同じ恩恵を受けなければい

けないと思います。国と地方の役割分担というのもあると思いますけども、こういった国民の

基礎に関わる部分は、本来は国がやるべきだと思います。ただ、国がもう社会保険病院も放り

出して、ＲＦＯという独立行政法人に任すような形、そしてそれには１円も運営費を出しませ

んよと。こんな状況でありますから、地域がよりしっかりなければ、住民の命は守っていけな

いんではないかと思っています。 
 町としても、今回つくりました総合計画の中で福祉保健サービスの充実と地域医療体制の確

保というのを施策目標に掲げております。保健サービス体制の充実や町民が必要とする適切な

医療提供、近隣地域の医療機関等の連携による救急医療の対応を図るなど、地域医療体制の確

保に努めるとしているのが、町の今回の総合計画であります。 
 今般の地域医療再生計画に基づく３病院の医療連携によりまして、単に医療提供を行うだけ

の病院ではなくて、町と病院との綿密な連携が図られ、生活習慣病対策をはじめとした健康な

地域づくりや病後児保育等の子育て支援への医療的サポート、終末期までを支える在宅医療

サービスの充実など、地域を守る・地域を健康にするための保健医療施策へと反映できる病院

として機能していくことが期待されます。 
 このように病院を基軸とした保健医療施策を進めていくことによって、地域の人々の暮らし

を医療面から支える地域包括医療体制が充実され、町の将来を担う若い世代から高齢者まで、

すべての住民が、すこやかで笑顔溢れるまちづくりにつなげていくことができるものと考えて

おります。 
 この間、地域説明会の中で最初にやった小林地区ですが、近くに病院があるだけで安心がで

きるという言葉もいただきました。そういうことも肝に銘じながら、しっかり取り組んでいき

たいと、こんなふうに思っています。 
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〇議長（芦澤益彦君） 
 ５番、市川淳子さん。 

〇５番議員（市川淳子君） 
 今、そのまちづくりということと病院ということで町が、例えば健康な地域社会をつくるた

めに保健師とかいろんな人たちと絡みながらということを今ご説明されたんですけども、今ま

で富士川町は病院というのは個人の通院とか、入院とかお見舞いとか、なんかそういう個人の

レベルでしか医療というものをあまり見なかったんではないかなと思うんですね。当然、その

検診とか、そういうものはありましたけども、私は今回、これが連携できて、その基幹病院と

総合病院の役割って全然違っていると思うんですね。総合病院で、そういう例えば生活環境の

改善、検診とか栄養改善、あるいは保健予防活動、なんかそういうものを講座で開くとか、そ

れというのは市川町立病院なんだけども、町を超えて医療の連携でこの峡南地域の医療がそう

いう連携をとることで、みんなが、町の人たちが交流を持ちながら、１つの町だけがよくなれ

ばいいとかという問題ではなくて、そうやって連携することでこの町の、あるいはこの地域の

医療が確保されるんだなと思います。 
 実は今回、私、よかったなと思うのはこの病院問題がきてはじめて、こんなに病院のことを

調べました。たまたまインターネットで調べていたんですが、偶然、長野の佐久総合病院って

ありますけども、佐久病院、再構築の２５年度開設を目指してというのがあったんですね。そ

れを読んで驚いたことがあります。それは、こう書いてあったんです。「再構築とは」という題

の最初の出だしが佐久病院の再構築は単なる病院の建て替えではありません。キーワードは病

院完結型医療体制から地域完結型医療体制への転換ですと書いてあったんです。それを今、佐

久病院がやろうとしているんです。あれだけ有名な病院です。私はこれを聞いたとき、今まさ

に、これって県がやろうとしていること、県がこの地域でやろうとしていることとぴったりだ

なと。同じコンセプトだなと思いました。 
 私はこれを考えたときに、この記事を読んだきにあれだけ有名な、あれだけ若い医師がどん

どん集まってくるような先進的な病院ですら、今こういうことを転換していかないと病院がも

たないというふうに考えているわけです。これは私は、今、富士川町と市川三郷町という２つ

の町がというのはよく言いますけども、もうそういう問題ではないなというふうに思いました。 
 佐久は４２万人の東信地区、４２万人のエリアを佐久病院を中心にいろんな病院が集ってい

るらしいんですけども、そこの病院と連携してやっぱり、今、町長が言ったように基幹病院を

つくって、そして回復期の患者さんは回復病棟のほうの病院に戻すと。それをたぶん電子カル

テとかいろんな機能を使って、どこにでも同じ医療が受けられるようなシステムをこれからつ

くっていくんだなと思いました。 
 私は峡南地域の今、この再生計画、これって本当に先進的な計画ではないのかなと非常に思っ

ています。これは先ほど町長が病院群と言いましたよね。まさに点から面の転換をしていかな

いと私たち議員もこの町の利益だけ、この町の損だとか得だとかという、その枠からもうちょっ

と気持ちを開いて、この峡南地域にとって将来的に医療が確保できるような体制をとっていく。

これが一番、今、大事ではないかと思いますけれども、もう一度、町長、答弁をお願いします。 
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） 
 病院完結型から地域完結型へ動いていきたい、今まさに今回の県の示した連携策の根幹であ

ります。佐久病院、本当にしっかりした病院でありまして、ここは私の知っている限り、透析

でものすごく有名なんですね。市川も県内では有名な病院ですが、市川で処理できない人はほ

とんどが佐久病院へ向かっています。そういった病院連携も当然必要になりますが、今回、こ

この地域でやっている医療連携案につきましては、国が所有する病院と地方の一自治体が所有

する病院を経営統合、あるいは共同管理をしていこうと。全国でモデルのない、これは初めて

だと思います。国も非常に注目をしています。ですから、国もできる限りではそれをやってい

ければということで、うちの医療再生計画が承認をされているものだと思っていますので、ま

だこんな状態ですかということもきていますが、本当に早く決めなければならない。そして医

療がなくなってきてからでは、もうどうにもなりません。再度、立ち上げるというときになる

と、施設はあっても中に入ってくれるお医者さんから医療従事者から、従事者も看護師さんか

らレントゲン技師から検査技師からいろいろ出てきますので、そういう人たちをもう一度集め

るのはこれは至難の業になります。ですから病院が潰れる前になんとか方策をしていかなけれ

ばならない、こんなふうに思っております。 
 この問題、本当に県も一生懸命、知事を先頭にやっております。会うたびに知事もどうなっ

ているという話は私のところにもきます。まだ、どっちかが返事をしないのかというような話

もしますが、先ほど井上議員さんからお互いが決める前にもう１回、話し合いの機会があって

もいいんではないかなと。表面的には無理かもしれませんけども、お互い決めることが違いま

すから、無理かもしれませんけども、私は私なりに、また議会の皆さんも今までのお付き合い

もあるでしょうから、そういう中でできれば、お互いが共通認識のもとに医療を守っていきた

いというのはみんなあると思うんです。ただ、今、近くにあるから、これが遠くへいってしま

うからという、そういう細かい話をしていると思うんですよね。ただ、この計画の中でも、ど

ちらの病院がなくなるということはないんです。より充実をさせていこうという計画ですので、

そこのところをご理解いただき、そしてまたスタート時にはリスクはあるかもしれません。そ

のリスクをなるべく少なくしていくのがわれわれの努力だと思いますので、みんなバラ色だけ

であれば、誰も反対者はいないはずですが、当然、新たなもの、今、両方とも赤字の病院をこ

れから抱えこもうとしているときですからリスクはあるんですが、大勢寄ればいい知恵も出て

くると思いますので、そしてまたいろんなところのご支援もいただきながら、これをなんとか

地域医療の核として守っていきたい。そんなことでこれからもう一度、市川とも話し合いをし

ながら同じ認識のもとに、認識がもともと違えば駄目なんですが、たぶん今まで一緒にきたと

いうことは、お互い共通な医療の問題に対するあれはあると思うんです。ただ、小さいところ

を先に見ているから、赤字があったら困る。病院がなくなったら困る。病室が減ったら困ると

か、そういうところばかりいっていると思いますが、もっと大きな視点から見ていただいて、

そして細かいところは、これからいくらでも詰めることは可能だと思いますので、そんな観点

からこの問題へ取り組んでいきたいと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ５番、市川淳子さん。 
〇５番議員（市川淳子君） 

 今、町長が２つの病院がなくなることはないと。なくなっては困るんですね。今の基幹病院
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と総合病院というのはそれぞれの役割が違っていて、そして前は主と従みたいな、あの分け方

でしたよね。あれはやっぱり、ある意味、その従になるほうは「えっ」というふうに思う。当

然だろうと思います。でも今回のこの役割分担、それは儲かる儲からないとか、医療点数が多

いとか少ないはこっちに置いといてですよ。町民からすれば総合病院へ行って、その仕分け、

トリアージをして、あなたはすぐ行ってください。すぐ手術が必要ですよといわれるのか、い

やもうちょっと様子をみましょう、薬だけ出しておきましょう、そういう病院がないと基幹病

院は困るわけです。 
 ここに佐久病院がどうしてそういうふうに分けたかというのがあります。こう書いてあるん

ですね。佐久病院は地域に根ざした医療を目指しているんです。地域に根ざせば根ざすほど、

入り口は広くしますと。入り口を広くして、今までずっとやってきたんです。ところが入り口

を広くするとどんどん来る。どんどん来たときに、出るところをしっかりとつくっておかない

と、そこで満タンになる。これが今、私、医大ではないかなと思うんです。医大がそっくりで

はないかなと思うんですね。医大は、ちょっと話が違いますけど、だから佐久病院は、その出

るところのほうも広くして、皆さん協力して連携して、ここでしっかりと受け入れてトリアー

ジをして、基幹病院は基幹病院でしっかりやりますよ、そういうところで連携していきましょ

うというのが、この２５年度の再生計画になっているんですね。 
 医大は、私はなぜこんなに峡南地域のほうに協力してくれるのかなと思うと、これはまさに

医大が今、そういう状況なんではないかなと思うんですね。二次医療の病院がしっかりして、

その重篤な患者が回復期に向かったときに、そうはいってもまだ退院はできない。そういうと

きに二次医療のさあがさあといったときに、ちょっとできるような、病院に送り込む。そうい

うところのルートがなければ、医大だって困る。そういう意味からすれば、当然協力は惜しま

ないと。 
 私はそういうふうに楽観的に考えているんですけれども、たしかに今まで、いろんな議員の

人たちが私も含めて今度は８人のところを６人、この問題をしましたね。今回の一般質問。非

常に皆さん、いろんな切り口のところで心配なさったり、質問したりしながら自分たちに落と

そうとしている、それはすごく皆さんの質問を聞きながら分かりましたけども、私たちがやら

なければいけないことは、住民を守ることです。守るにはどうしたらいいか。そのために私た

ちは、これから汗をかかなければいけないと今すごく痛切に思っています。 
 私もいろんな意見を聞いたんですね。こういうふうに言いました、私のまわりの人ですけど、

病院がないと困るけど、どのくらいお金がかかるのかなとかということを心配している人もい

ました。また計画自体は県がつくったからとか、誰がつくったからとかではなくて、この計画っ

てすごくいいと思いますということを言った人もいます。そしてこういうことを言った人もい

ます。鰍沢病院のベッド数が多いから鰍沢病院が赤字になるのかなというような、本当にそう

いう一般の人たちにしてみれば素朴な疑問もありました。でもやっぱり、今すごくよかったな

と思うのは、町民の皆さんがこの問題を機に病院のことを今、一生懸命考えています。考えて

いる人が多くなりました。私はこれから、この町はどういう町になるのか、どういう町を皆さ

んがつくっていくのかといういいきっかけにこの病院問題がなればいいなと思っていますし、

連携をしながら絶対にこの計画を実践していきたい、実行に移すようにぜひ町長にご尽力をい

ただきまして、実現していただきたいと思っておりますけれども、町長もう一度、決意のほど

をお願いできますか。 
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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） 
 富士川町としての判断は、これから議会と膝詰め談判をしながら決めていきたいと思います。

先ほど来言っているように富士川町が仮に駄目と、病院取得はしないという判断になれば、市

川三郷町がこれでいきましょうといってきても、この問題は終わってしまいます。それでいい

のかどうなのかも含めてやっていきたい。そして富士川町が病院を取得すると決めても、市川

三郷町がこの案はのめないということであれば、これも駄目になってしまいますから、先ほど

井上議員さんからもありましたが、今ここで、表面上で市川と別に協議会をつくってどうこう

しようということはあれかもしれませんけども、近い町ですから今までも交流がありますので、

この問題を水面下でお互い調整する中で両者がいい方向でいけるように最大限努力してまいり

たいと考えています。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 以上で通告８番、５番、市川淳子さんの一般質問を終わります。 
 以上で、一般質問を終わります。 
 本日の日程は、全部終了しました。 
 本日は、これにて散会とします。 
 ご苦労さまでした。 

 
散会 午後 ５時３３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３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３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、一覧表として

お手元へ配布しておきましたとおりです。 
 本日は質疑の日程になっています。 
 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。議会運営にご協力くださいます

ようお願いします。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第２ 承認第１２号 専決処分の承認を求めることについて（平成２４年度富士川町一般会

計補正予算（第２号））を議題とします。 
 これから、承認第１２号の質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑なしと認めます。 
 以上をもって、承認第１２号の質疑を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第３ 議案第５６号 富士川町防災会議条例及び富士川町災害対策本部条例の一部を改正す

る条例について 
   日程第４ 議案第５７号 富士川町公民館条例の一部を改正する条例について 
   日程第５ 議案第５８号 富士川町公園条例の一部を改正する条例について 

 以上の３議案は条例の一部改正案でありますので、一括して議題とします。 
 これから、議案第５６号から第５８号までの質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑なしと認めます。 
 以上をもって、議案第５６号から第５８号までの質疑を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第６ 議案第５９号 平成２４年度富士川町一般会計補正予算（第３号）について 
 

 １２８



   日程第７ 議案第６０号 平成２４年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）につ

いて 
   日程第８ 議案第６１号 平成２４年度富士川町介護保険特別会計補正予算（第１号）について 
   日程第９ 議案第６２号 平成２４年度富士川町介護サービス事業特別会計補正予算（第１号）

について 
 以上の４議案については補正予算案でありますので、一括して議題とします。 
 これから、議案第５９号から第６２号までの質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 それでは、２４年度の一般会計の補正予算のうち事項別明細の１９ページの東部開発事業費

委託料３００万円、これはあれですよね、川内のまちづくりの計画の作成業務ということで出

ていますけども、これは具体的に国のほうでも河川の堤防を高くするというような計画も聞い

ているんですけども、もう少し具体的に説明をしていただけますか。 
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） 

 秋山議員のご質問にお答えいたします。 
 富士川の水辺空間ということで、富士川右岸の河川敷でございますけど、増穂地区と鰍沢地

区でそれぞれ親水公園、水辺プラザ等の整備をしてありますけども、その中間の間がまだ建設

省の護岸整備等が整っておりません。そこで建設省と一体となりまして、建設省のほうで親水

護岸の整備をしていただくということの中で、富士川町でも川町づくり事業を申請いたしまし

て、建設省と一体で整備してまいるということで、今回、計画をしておりますのは約１２ヘク

タールにつきまして、現地測量と基本計画の作成をしたいということで、補正のほうへ計上さ

せていただきました。 
 以上でございます。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 親水公園という２カ所、旧の増穂地区と今年つくりましたね、富士橋の東側。あれの、例え

ば今、完成した富士橋の東側の親水公園、当然、計画で利用者の見込みというものを出してい

ると思うんですけども、当初予測していた見込みと現在、まだ完成して間近ですけども、利用

者というものはどのくらい実績があるのか。どの程度、見込みと実績で相違があるのか。それ

からたしか去年ですよね。大水が出てグラウンド、それから青柳の親水公園、あそこの整備と

いうか改修をしましたね。あれは両方でいくらぐらい費用がかかったのか、お答えをお願いい

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） 

 増穂地区のほうの親水公園の利用者でございますけど、相当数、今利用しておるわけなんで
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すけど、具体的な数字というのはちょっと今、把握しておりません。下の富士橋のところの利

用でございますけど、今のところ、現地を散策等の利用者ということで、これも利用者数とい

うことはちょっと把握しておりません。あと災害のときの費用ということですね。すみません、

ちょっとそれも把握しておりません。後刻、連絡させていただきますけど、よろしくお願いし

たいと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 たぶん、管轄がグラウンドのほうは教育委員会ですか、そしてこちらの公園は建設課という

ことで、僕が前に調べたときには両方でたしか２千万円近くかかっていると思うんですよ。一

雨きて２千万円。そして今度新たに富士橋の下に公園もできて、そしてまた新たにここを国で

かさ上げするということですけど、やはりこれもすべて大水が出たときに防ぐというまでの高

さというのは到底、費用対効果を考えればできないと思うんですよ。そういったときに、また

このゲリラ豪雨、大雨が降る、今の環境の中であえて一雨きて２千万円。また増えれば一雨き

て３千万円。これだけの大雨がきて泥を排除して整備し直すということが現実問題あるという

中で、わざわざ河川の中を整備しようということが僕には理解できないんですよ。なぜここへ、

一雨きたときに、それが１年なのか、１０年なのか、２０年なのか分からないんですよ。分か

らないけれども、くるわけではないですか。実際、去年きていますよね。そういった災害が想

定されるのに、なぜここをこうやって整備する必要性があるのか。そしてまた先ほど相当程度、

青柳のほうは利用者がいると言っていますけども、では富士橋の下、草ぼうぼうですよね、今、

整備してから。僕もこの間、今、草を刈ったから分からないんですけども、では現実に実績は

分からなくても、あそこをどのくらい利用者がいる見込みであれは整備したんですか。それは

分かりますよね。見込み、年間、月、１日大体どのくらいの人が利用して、月何人。では年間

どのくらいの人が利用するという見込みで、あれを整備するわけですよね。誰も利用しないと

いうことで整備なんかするわけがないですよね。その計画というものは、うろ覚えでも結構で

すから大体月１万人で年間１２万人とかそういったものはある程度、分かるんではないですか。 
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） 

 当然、富士川、増穂地区のところにつきましてはまちづくり交付金事業で行っておりますの

で、その利用状況、利用者については計画を入れております。ちょっと申し訳ありません。そ

のへんの資料を持っておりませんので、どのくらいの利用かというのはちょっと今、お答えで

きません。またこれもちょっと後刻、ご報告させていただきます。鰍沢地区につきましてもそ

ういう形で行っておりますので、そのへんもちょっと調べさせていただきます。よろしくお願

いします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 あのときは川住課長さんではなくて、前任者の方だったんですけどね。あそこは整備目的で、

どんな目的でするんですかと聞いたら船着場に利用するとか、あそこを。今、富士川舟下りが
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もっと下流から、鹿島のほうから出発していますけどね。あそこを利用するようなこともおっ

しゃっていたんですよ。そういった部分に利用するといって、実際はどんどん変更して船着場

には利用しない、ボートも利用するような形態にはなっていないんですよね。そういうふうに

どんどん変わってくるわけではないですか。現実問題、あそこは利用者がいるかというと、果

たしているのかなと。大体、草ぼうぼうですよね。管理のほうが手間がかかって、大水だけで

はないですよ。管理するだけで費用がかかって利用者が少なくて、そしてまた大水の予測もさ

れる中、なぜここへ造るのかと。本当にここが選定場所として好適な条件がそろっているのか

と。僕には甚だ疑問です。なぜ、そういったところをあえて選定するのか、私には理解できま

せん。質問は３回ということなのでこれで終わりますけども、やはりここはぜひ利用者が本当

にいるのか。果たしてここが適地なのか、こういったことを住民が納得するような説明がなけ

れば、ここの計画というものは僕は必要性は感じないし、緊急性もないと思いました。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ほかに質疑はありませんか。 
 ２番、長澤健君。 

〇２番議員（長澤健君） 
 １点だけ一般会計補正予算の中の総務費、５ページの交通安全対策費、通学路の路肩カラー

化工事５１０万円、計上されていますけども、この場所がどこなのか。そして延長はどのくら

いあるのか、ちょっと教えていただきたいんですけど。 
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） 

 それでは、長澤議員の質問にお答えいたします。 
 今回の補正額は５１０万円であります。この補正額の内容ですけども、道路のカラー化とい

うことで、小学校の子どもたちが安全に通学できるような形をとりたいということで通学路の

カラー化を行うという補正予算であります。鰍沢小学校の通学路と、それから増穂小学校の通

学路について、この２つの学校の通学路についてカラー化を行う補正予算であります。 
 まず鰍沢小学校の通学路につきましては、鰍沢病院の跡地から甲西バイパスへ抜ける、名前

が中田１号線と鰍沢小学校の東の新道線という、この道路の交差点、児童会館のすぐ西の交差

点になると思うんですけども、その交差点から北のほうへ早川歯科さんのほうの交差点のほう

まで、一部、片側だけでありますけども、両側を約１６０メートル、カラー化をしたいという

ことです。 
 それからもう１点、増穂小学校の通学路につきましては、増穂小学校の西の角屋さんの酒店

の交差点から最勝寺小林線を北のほうへ、いわば利根川公園のほうへ行った、利根川公園でも

信号がありますけど、その信号の先の増穂児童センターの入り口までの５２０メートルの両側

です。また同じく角屋さんのところから、今度南のほうへ最勝寺小林２号線を平林青柳線の交

差点までのちょっと短い区間ですけども１６０メートル。いわば小学校のすぐ西の道路という

ことですけども、これの両側を１６０メートル。それから小学校の正門の前からＴ字路になっ

ていると思いますけど、Ｔ字路のところ、平林青柳線と最勝寺小林２号線のＴ字路ということ

になりますけど、それを南のほうへ増穂児童クラブの入り口まで約６１０メートル。また先ほ
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どの交差点の角屋さんの交差点から、今度は東のほうへ大久保中条天神中条線を東のほうへ行

くと小学校の入り口がありますけども、裏口というんですかね、入り口がありまして、そこま

での片側だけですけども、７０メートルということで、全部、今回の予定では全部、両側、片

側を含めて延長で約３，１００メートルのカラー化をする予定であります。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ２番、長澤健君。 

〇２番議員（長澤健君） 
 ありがとうございます。これは今回で事業が終わりになるんですか。それとももう少し追加

というか、今後も歩道のカラー化は進める予定ですか。 
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） 

 実際には通学路はほかにも何本もありますので、これについては一応、うちのほうで警察も

入れたり、それから小学校の校長先生、教頭先生、それから安全・安心の担当の職員等、皆さ

んでそこのまわりを歩きながら危険な個所を見てありますので、まだほかにも何本かしなけれ

ばならない路線があると思いますので、これについては順次、カラー化にしていきたいという

ふうに考えております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ２番、長澤健君。 

〇２番議員（長澤健君） 
 ありがとうございました。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。 
 １番、鮫田洋平君。 

〇１番議員（鮫田洋平君） 
 ２０ページの鰍沢中学校管理費の屋内運動場屋根改修工事なんですけど、詳しい内容を教え

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） 

 それでは、ご質問にお答えさせていただきます。 
 鰍沢中学校の屋内運動場の屋根改修工事ということで、これは雨漏り工事になります。雨漏

り工事で勾配屋根の部分につきましては２，１２５平方メートルで、これにつきましてはウレ

タン防水工事を行います。それから陸屋根、平らな屋根の部分について約３６８平方メートル

ですが、シート防水工事を施工する予定になっております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 １番、鮫田洋平君。 
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〇１番議員（鮫田洋平君） 
 もう１つ、２２ページの保健体育総務費の負担金補助金のところの補助金の県外大会出場と

いうのはどの団体のことなんですか。詳しく教えてください。 
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、鮫田議員のご質問にお答えします。 
 これは、県外スポーツ大会の出場費補助金の規定に基づきまして補助を行うものであります。

申請が出されました今回の団体は第２４回全国家庭婦人バレーボールいそじ大会、これは

１０月に札幌市で開催されますが、そこの大会に出場するチームへの補助金でございます。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 １番、鮫田洋平君。 
〇１番議員（鮫田洋平君） 

 当初予算でもこういう補助金というのが出ていると思うんですけども、それを使うなり使わ

ないなりして、県外大会へ行っているようなスポーツでそういうところの成果というか結果と

いうのはお分かりですか。 
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） 

 これは毎年、こういったチームが出るとは限りませんので、当初予算には計上してございま

せん。その都度、補正予算をお願いしているところであります。あと、これは補助金でござい

ますので、補助金に対した結果につきましては報告をいただいております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 １番、鮫田洋平君。 
〇１番議員（鮫田洋平君） 

 分かりました。 
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） 
 １つだけお伺いします。 
 １３ページの衛生費のところですかね。補助金のところで太陽光発電システム設置がありま

すけども、おそらくこれは当初予算より希望が多かったということだと思うんですけども、何

基分なのか。それと全部で何基になるのか、お尋ねします。 
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） 

 永井議員の質問にお答えいたします。 
 太陽光発電システムにおきまして、９８万円の補正を盛らせていただきました。これは２２年

度につきましては３５基、１年間。去年も補正を盛らせてもらいました。２４年度につきまし
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ては、現在のところ２２件の申請がありまして、問い合わせも殺到しております。でも太陽光

発電につきましては、おのずから発電を東電のほうへ売るということもありまして、限度枠も

ありますし、全世帯というわけにはいきませんので、希望がある全世帯というわけにはいきま

せん。それでここで９８万円のあとに２２件ですから、あと１３件分、一応、補正を盛らせて

もらいまして、また来年につきましては県の補助とか、町のまた当初予算で何基盛るかは考え

ているところであります。 
 先ほど２２年度と言いましたけども、２３年度の誤りです。２３年度３５件。２４年度が今

のところ２２件の申請ということになっております。 
 本年度は、２４年度は３５件分を予定しております。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ８番、永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 ３５件分を予定しているということで問い合わせが殺到しているということですけれども、

これは希望者が多いということだと思うんですけども、先着順で３５件になったら切ると、こ

ういうことでよろしいですか。 
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） 

 問い合わせのほうは殺到というより５、６件の問い合わせはあります。ですから前年度比と

比べまして、これだけの補正をすれば前年度から見ても３月までは足りるのではないかという

ふうに考えております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ８番、永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 これでおしまいですね。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ３回目です。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 こういうときでは、３５件分も予定が入ってしまったならば、ここで今年度は終了という形

で示すということでしょうか。そういうことでよろしいですか。 
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） 

 ３５件分、補正が通ればですけども、３５件で今年度は終了したいと考えております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ８番、永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 これで終わりますけども、時代の流れもありまして希望はたぶん多くなるんではないかなと

思いますので、来年度予算にぜひ反映させていただければと思います。終わります。 
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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５９号から第６２号までの質疑を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第１０ 議案第６３号 平成２３年度富士川町水道事業会計未処分利益剰余金の処分につい

てを議題とします。 
 これから、議案第６３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６３号の質疑を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第１１ 議案第６４号 山梨県後期高齢者医療広域連合規約の変更についてを議題とします。 

 これから、議案第６４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６４号の質疑を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第１２ 認定第１号 平成２３年度富士川町一般会計及び各特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 
   日程第１３ 認定第２号 平成２３年度富士川町水道事業会計決算認定について 

 以上の２議案については決算認定案でありますので、一括して議題とします。 
 本案は、特別委員会に付託しました。 
 質疑は大綱のみに留めてください。 
 これから、認定第１号および第２号の質疑を行います。 
 質疑ありませんか。 
 ６番、齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 大綱ということですので、１点だけお伺いしたいと思います。 
 先ごろ、県のほうで重度心身障害者の窓口無料化を廃止すると。決定ではないようですけど

も、その方向でということで、理由は窓口無料化が国の政策以上の政策ということでして、ペ

ナルティがあるということで、記事によれば県下全体で６億円。県がそのうちの半分を負担し

ているということで、理由としては余分の医療を少しでも抑制するということのようですけど

も、本町でもその県の施策に基づいてこの政策を推進してきています。重度心身障害者はもち

 １３５



ろん子どもの窓口無料化も今、中学生まで拡大したりということをやっておりますけども、私

はこの政策は非常にいい政策だというふうに思って推進することに賛成もしてきましたけども、

県がそうやって撤退するということになったわけですけども、現状、本町では例えば重度心身

障害者の場合、いくらぐらいのペナルティをこの間、受けてきているのか、実情をまずお伺い

したいと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 福祉保健課長、深沢茂樹君。 
〇福祉保健課長（深沢茂樹君） 

 齊藤議員のご質問にお答え申し上げます。 
 ペナルティがどのくらいかということでございますけども、平成２３年度の決算で１，

２０１万２，７８４円ということで、このうち２分の１は県から負担金ということで入ります

けども、町の負担は約６００万円ということになっております。 
 以上でございます。 

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） 
 このペナルティの額というのは当然、利用者の数、あるいは利用した費用によって、かなり

変わってくるんだと思うんですけども、県が撤退すると相当それが急激な変化があるのかなと

思います。本町ではこの近年というとどのくらい、例えば増額したのか、減額したのか。もし

分かれば、お願いしたいと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 福祉保健課長、深沢茂樹君。 
〇福祉保健課長（深沢茂樹君） 

 各年度のペナルティの変化でございますけども、平成１９年度、旧２町時代ですけども、こ

の時代は償還方式ということで医療機関へかかりますと、個人が自己負担分をいったん払いま

す。あとで医療機関から領収書なり、診療報酬の点数の証明をもらいまして役場の窓口へ申請

をするということで、約３カ月後ぐらいに償還払いという形でお返しをしておりました。新た

に窓口無料化スタートが平成２０年度からスタートしたわけですけれども、この年度のペナル

ティが７６８万４千円。平成２１年度が９６４万１千円。２２年度が１，０５５万６千円。２３年

度が１，２０１万２千円ということで、平成２０年度当初と比較しますと約１５６％増という

形で大幅に増えております。 
 以上でございます。 

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） 
 かなり伸びてきて、県が撤退したくなるという理由も一方では理解できますけど、サービス

ということからいえば今の方式が非常にいいんですけども、ペナルティの額が増えている。こ

の間、ちょっと町長からも話を伺っているんですけども、こういう動きの中で町として、まず

どのような対応をやっているのか、あるいは今からやろうとしているのか。これは町長のほう

からご答弁をいただければいいと思うんですけど、そのへんについてお伺いしたいと思います。 
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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） 
 重度心身障害児の医療費の窓口無料化ということでありますけども、これは県全体とすると

相当な額になります、６億円近く額になります。富士川町におきましても実質６００万円、町

の財源を出さなければならない、県の補助ももらっていますので１，２００万円ということで

すが。こうしたことから県のほうで窓口の無料化、これは国のほうで、窓口で無料化すると医

療費が掛かりすぎるんではないかという、ちょっとこれが合っているかどうか私には分かりま

せんけども、ことから窓口無料化に対するペナルティということですが、こうしたことから県

は今後、窓口でいったん自己負担分を払っていただいて、医療費の無料化は無料化でしていく

んですが、あとはかつての役場へ来ての償還方式ではなくて、国保連あるいは診療報酬支払い

基金なんかのレセプトで分かりますので、額が。その部分を本人の口座に振り込んでいく、自

動償還方式といっていますけども、それを今後やっていこうということであります。当然、富

士川町も県のシステムと一緒にやっていかなければならないと思いますので、同じような形に

なります。 
 ですから患者さんのご家族の皆さんには１回だけ役場へ来て、その振り込みの手続きをして

いただかなければならない。こういう手間はかかりますけども、あとはかつての償還方式と同

じような、日数はかかるものの役場へ来る手間はなく、本人の口座に医療費の自己負担分が振

り込まれるということですので、町としてもその方式を活用しながらやっていきたいと思って

います。 
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） 

 これで終わりますけども、こういった医療費抑制の動きがあまりこういう形で拡大するのは

望ましいことではないと思っていますので、またそのへんよろしくお願いしたいと思います。 
 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、認定第１号および第２号の質疑を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第１４ 認定第３号 富士川町道路線の認定についてを議題とします。 

 これから、認定第３号の質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑なしと認めます。 
 以上をもって、認定第３号の質疑を終わります。 
 以上で、本日の日程は全部終了しました。 
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 本日は、これにて散会とします。 
 ご苦労さまでした。 

 
散会 午前１０時３９分 
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１．議事日程 

 
日程第１ 諸般の報告 
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 請願第１号 ３０人以下学級実現、義務教育費国庫負担制度拡充を図

るための請願について 
日程第４ 承認第１２号 専決処分の承認を求めることについて（平成２４年度富
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開会 午前１０時００分 
〇議長（芦澤益彦君） 

 本日は第３回富士川町議会定例会第４日の本会議に、議員各位には大変お忙しいところご出

席いただきまして、誠にありがとうございます。 
 また本会議、委員会において慎重にご審議をいただきました。第３回定例会も本日が最終日

となりますが、ご審議のほどよろしくお願いをいたします。 
 ただいまから、平成２４年第３回富士川町議会定例会第４日の会議を開きます。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第１ 諸般の報告。 

 議長から報告します。 
 本日の議事日程は、お手元に配布したとおりです。 
 なお本日、追加案件として人事案１件、意見書案１件、閉会中の継続調査申出書４件が提案

されています。 
 ご審議をよろしくお願いします。 
 以上で、諸般の報告を終わります。 
 ここで、議案の審議に入る前に秋山議員からの質疑に対して、建設課長より質疑に対する回

答の申し入れがありますので、これを許します。 
 建設課長、川住資農夫君。 

〇建設課長（川住資農夫君） 
 去る９月１１日の質疑の折に、秋山議員からご質問のありました件で一部答弁保留となって

おりました部分につきまして、答弁をさせていただきます。 
 はじめに昨年の台風による親水公園等の災害復旧費、費用のご質問の件でございますが、富

士川親水公園が１，１９５万４千円、富士川ふれあいスポーツ公園が７５４万８千円、合計で

１，９５０万２千円の災害復旧費用でございます。 
 次にそれぞれの公園の利用者数についてのご質問でありますが、増穂地区の都市再生整備計

画では富士川周辺の利用者の目標値を定めておりまして、それが計画では年間３万６，７８６人

であります。親水公園整備後のフォローアップでは、富士川周辺の利用者数は年間６万９５５人

となっております。 
 このうち親水公園につきましての利用者でございます。グラウンドゴルフおよびターゲット

ゴルフ場等の利用者でございますが、年間約５千人でございます。 
 なお、鰍沢地区の水辺プラザ公園の利用者につきましては、鰍沢中心市街地再生計画におい

て中心市街地への観光入り込み客の数値目標を５万人としておりますが、水辺公園だけの利用

者数の数値については出しておりません。 
 まだ全体の整備計画が完了していないため、フォローアップもしておりませんので、利用者

数については把握をしておりません。 
 次に富士川ふれあいスポーツ公園の利用者数でありますが、ソフトボール場およびゲート

ボール場の年間の利用が約２千人でございます。またテニスコート場につきましては、鰍沢中

の生徒が年間を通じて使用しております。 
 以上でございます。よろしくお願いします。 
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  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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日の第２回定例会３日目に教育厚生常任委員会へ付託し、継続審査の扱いと

なっていました議案第４３号について、委員長の報告を求めます。 
 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
―――― 委 員 会 審 査 報 告 書 の 朗 読 ―――― 

〇議長（芦澤益彦君） 
 以上で、教育厚生常任委員長の報告が終わりました。 
 秋山委員長、その場でお待ちください。 
 これから、議案第４３号の質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 １４番、小林進君。 

〇１４番議員（小林進君） 
 委員長さんにお尋ねをいたします。 
 委員会で何回もご足労を願って、慎重に審議をしていただいて否決ということでございます

けども、私は長い位置づけの中で、委員会が決めたことですから別にどうこう言いませんけれ

ども、修正なり附帯事項を付けるとかそういう選択肢があったと思うんですけど、そのへんに

ついての委員長の見解をお尋ねいたします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 小林議員のおっしゃるとおり、いろんな選択肢がございました。その中でまず若干、この条

例の中身を説明したほうが分かりやすいと思うので、説明させていただきます。 
 まず、この条例の附則に文言なんですけども、「社会環境」という文言がありますけども、こ

れについても山梨学院大学の山内先生のお知恵を借りながら委員会で検討をさせていただきま

した。その中で、やはりここに「社会における」という文言を追加したほうがこれは適切であ

ると。 
 それから第２条の（４）、この中にも例えば「および法人」という文言が使ってあるんですけ

ども、これも「その他団体」という文言のほうが適切であると。 
 それから同じく２条の（８）、それからこれについてはセクシャルハラスメントの定義づけが

されておりますけども、ドメスティックバイオレンスと同じようにここも日本語で統一するか、

それともこういったカタカナで統一するかと、どちらかにしたほうがよろしいんではないかと。 
 それから第３条の（３）についても、ここに「施策または事業者」とあるんですけども、こ

れについても「施策または事業者等」ということで、この「等」を付け加えたほうがより適切

な条例ではないかと。 
 それからまた同じく３条の（７）なんですけども、これについてもここでは「男女が互いの

性を理解し」、ここから変わるんですけど「生涯にわたる性と妊娠、出産等を含む生殖に関し互

いの意見を尊重し」とこういうふうに文言を訂正したほうがより分かりやすいではないかと。 

 １４３



 それから第１０条の２項ですけども、これについても「町民および事業者等」とこういうふ

うに直したほうが適切ではないかと。 
 また１１条においては、その文言の中に「もしくは」という文言も追加したほうがいいと。

それからこれについては、第２章の９条のあとのほうに移行したほうが適切であるというふう

になっています。 
 それから第１３条についても「あらゆる機会を通じて情報を提供し、広報活動を行うよう努

めるものとする」というふうに直したほうがより分かりやすいと。 
 それから２３条の２項、これは委員の人数や方法のことが定義されていますけども、これに

ついてはやはり要綱で決めていく必要があるんではないかと。そうすれば、ここであえて細か

い定義づけは必要ないということで、当局のほうでは当初、要綱についてはまだ考えていない

ということだったんですけども、やはりこれについて定義づけも必要なので、要綱もつくるべ

きだということで、軽微な修正であれば委員会で修正ということも当然考えられると思います。

でもこれだけの章立てを組み返すと、それから文言についても多数の訂正をしたほうがより適

切な条例になるんではないかと。専門家の意見を聞いた上で。そうすると先ほども言いました

けども、この策定には男女共同参画推進の準備委員さんが関わっているんですね。町民の皆さ

んが自分たちの手でつくるという、たしかに大事なことなんですけども、専門的な視点からい

くと、やはりその点について若干の違いということがありますので、やはり条例とするには専

門家の意見も反映した中でよりよい条例を考えていくべきだと。そして軽微な修正だけでは留

まらない、専門家の意見を聞いた中で直すべきであると。そして町民の皆さんが直接、携わっ

ているということで、委員会で修正するということは馴染まないんではないかと。そしてまた、

いったんこれを通して附帯決議となりますと、なかなかそれは委員会としても難しいというこ

とで、やはりここはいったん否決させていただくと。そして差し戻して検討していただくと。

ついては、その山内先生の委員会の勉強会も当局の課長さん、それから担当の方にも来ていた

だいて、その議論のやりとりは全部聞いていただいていますので、その課題についての共通認

識は出ているので理解して納得した対応策は当局として、していただけると確信しております

ので、以上のような判断をさせていただきました。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 １４番、小林進君。 
〇１４番議員（小林進君） 

 秋山委員長からるる説明があったんですけども、専門家の意見を聞かなければできないのか。

自分たちの判断でできなくて、専門家の意見を聞いたら各文言が駄目だった、おかしいよと。

それを尊重して否決したと。僕はあり得ないと思う。もう少し議論をして、もし駄目ならば審

議未了で、ここでいっぺん審議を止めて当局へ返して、新たにそういう委員長が今言ったよう

に山内先生のこういうご意見がありますよという助言をやっぱりしなければいけない。これは

委員会の職権ですから、僕はあえてそれ以上のことは言いませんけども、賢明なる委員さんが

いるんだから、僕は専門家の意見は結構だと思う、専門家の意見も専門家であると思いますけ

ども、そういう配慮があっても、ただ否決する、ルールだから、職務だから、やってもいいと

いう、悪いとは僕は言いませんけども、なんでもかんでも駄目だではなくて、お互いに英知を

絞って、もしこの文言が悪いならばどうしたらここはいいのかという話をやっぱりすべきだと

思うんですね。それを僕は言って終わりますけれども、どういう結果が出るか知りませんけど
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も、僕は僕なりの判断をしたいと思います。ありがとうございました。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 専門家の意見を聞かなければ審査ができないのかとおっしゃいましたけども、できません。

やはりこういった条例というのは一文字違えば、意味が変わることがあるんですね。そこまで

を私には、能力は恥ずかしながら持ち合わせておりません。やはり専門家の意見を聞いた中で、

当然それを参考にさせていただいて判断せざるを得ないのが今の状況なので、大変その点につ

いては自分の不勉強を恥じますけれども、今のところやっぱり専門家の意見を聞いて判断せざ

るを得ないということはご理解をしていただきたい。 
 それからさっき審議未了ということもありましたけども、その点についても当然、委員会で

も検討させていただきました。先ほども言いましたとおり、山内先生の勉強会において当局の

課長さん、担当の方にもおいでいただいた中でご理解していただいて、納得していただいた格

好でいろんな選択肢の中から否決ということを判断させていただいたということは、重ねて説

明させていただきます。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 １４番、小林進君。 
〇１４番議員（小林進君） 

 判断がつかなかったからではなくて、判断がつかないならば審議未了で送るべきです。否決

ではなくて。あえて否決したんだから。僕はそれ以上、言いません。質疑ですから。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山貢君、回答はいらないそうですから。 
 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号の委員会審査報告に対する質疑を終わります。 
 秋山委員長、議席にお戻りください。 
 これから、議案第４３号の討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 １４番、小林進君。 
 委員長報告に対する反対ですね。はい、どうぞ。 

〇１４番議員（小林進君） 
 私は、委員長報告に対して反対をしたいと思います。 
 委員長さんをはじめ各委員さんが、先ほど言いましたように一生懸命ご努力を願って自分た

ちの判断ではつかないので、専門家の意見を聞いて決断をしたということでございますけども、

つけなくも町民から負託されて議員になって、自分たちの判断がつかないということはおかし

いと思います。私はそう思います。 
 それから先ほども言ったように、原案に対していろいろな文言が違うということでございま

すけども、おそらく当局とすれば、いずれ伺いますけども慎重審議したものを出してきたと思
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うんですけども、それのやっぱり重みというものも考えなければいけない。そこでもし意見の

食い違いがあるならば、私は修正なり附帯決議をするなり、それから審議未了にするなりすべ

きだと思います。専門家がこう言って、私たちの能力ではできなかった。できなかったけれど

も、専門家の意見を聞いたらこうですよということで否決したんでは、それでは議会なんてい

らないでしょう。常任委員会はいらないでしょう。各委員会で物事を決めるときに専門家の意

見を聞いて、専門家の意見を言ってください、私たちは能力がありませんからできませんでは

いけないと思いますから、私は委員長の報告に対しては反対ということを鮮明に発言して、ま

た皆さんの賛同が得られるならば賛同していただきたいことをお願いいたします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 次に、原案に賛成者の発言を許します。 
 ８番、永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 ６月議会において、これが提案されたときに私は質疑に立ちました。なぜ質疑したかといい

ますと、男女共同参画の条例そのものは大賛成ですと申し上げた覚えがあります。ただし、こ

の条文は男女共同参画基本条例の精神の根幹をなすところで間違っていたんです。文章そのも

のが。そこで私は質疑したんですけれども、的確な答弁はいただけませんでした。 
 今、委員長が専門家にということで意見がありました。あるいは小林議員から専門家に相談

するなんておかしいということがありましたけども、私は専門家に聞くとか聞かない以前の問

題として、この条文はおかしいんではないかと質問したわけです。 
 先ほどの説明ですと、これは町の条例制定の準備会の意見が反映されているので、議会とし

て修正するのは難しいというご意見がありました。常任委員会としては専門家をお呼びして勉

強されたのだと思います。専門家うんぬんではなくて、私はこの条例制定そのものは賛成です

けれども、この条文を認めるならば、議会はこの条文のまま男女共同参画を認めていくという

こと、私はどうしてもできないということで反対したんですけども、それを否決するというこ

とは私は今議会にとって当然のことと思いますので、委員会の審査結果に賛成とします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ほかに討論はありませんか。 
 ４番、齊藤正行君。 

〇４番議員（齊藤正行君） 
 私は反対の立場で一言、言わせていただきます。 
 やはり私も男女共同参画の条例というものは制定するべきだと思うし、することはおそらく

町民も納得する部分だと思います。 
 今回、中身が悪かったからといって、ここで今、否決をしてしまえば町民はやらないんだ、

駄目なんだという、まず理解をすると思うんです。だからやはり小林議員が言ったように否決

をするんではなく、いくつかの選択肢があるわけですから、やはりそこで議員に相談をするな

りする中で、それは委員会に付託したものであっても附帯決議等、方法はあるわけですから、

私はそちらを選ぶべきだとそう思う立場で反対をいたします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 次に、原案に賛成者の発言を求めます。 
 ６番、齊藤欽也君。 
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〇６番議員（齊藤欽也君） 
 私は委員会の委員長報告、ならびに委員会の判断に賛成する立場から討論を行いたいと思い

ます。 
 先ほどから反対、賛成おのおの意見が出されております。今回の問題は条例があまりにも不

備であったということから専門家の意見を参考にしながら検討を加え、そして最終的に修正案

を出すまでには至らないと。委員会として出すまでの能力はないということで審議未了、ある

いはその他の方法を模索した結果、原案を否決すると。たしかに齊藤正行議員が、町民がこれ

を見ると条例そのものを否定したのではないか、あるいは男女共同参画というこの時代に沿っ

たこの条例そのものを否定したのではないかという、危惧があるということをおっしゃいまし

たけれども、それはまた別の形で議員各位、あるいは議会報告等々において十分理解を得られ

るものだと私は判断します。議会の結論として、今回、否決という判断は極めて当然のもので

はなかったかということで、私は委員長報告に賛成したいと思います。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ほかに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４３号の討論を終わります。 
 これから日程第３ 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採決し

ます。 
 お諮りします。 
 議案第４３号に対する委員長の報告は、否決とするものです。 
 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。 
 （異議あり。の声） 
 異議ありと認めますので、起立によって採決します。 
 議案第４３号に対する委員長報告は、否決とするものです。 
 委員長報告のとおり、決定することに賛成の方は起立願います。 
 （ 起 立 多 数 ） 
 起立多数です。 
 したがって、議案第４３号は委員長の報告のとおり否決されました。 
 （「議長。」の声） 
 動議ですか。 
 １４番、小林進君。 

〇１４番議員（小林進君） 
 今の採決は否決で結構ですけども、私は当局にお伺いをします。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 理由はそれだけですか。 
 今の動議に対して賛成者・・・。 
 これは動議とは認めません。 
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  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第３ 請願第１号 ３０人以下学級実現、義務教育費国庫負担制度拡充を図るための請願に

ついてを議題とします。 
 去る９月７日の本会議で、教育厚生常任委員会へ付託しました請願第１号について委員長の

報告を求めます。 
 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
―――― 請 願 審 査 報 告 書 の 朗 読 ―――― 

〇議長（芦澤益彦君） 
 以上で、教育厚生常任委員長の報告が終わりました。 
 秋山委員長、その場でお待ちください。 
 これから、請願第１号の質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑なしと認めます。 
 以上をもって、請願第１号の委員会審査報告に対する質疑を終わります。 
 秋山委員長、自席にお戻りください。 
 これから、請願第１号の討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 以上をもって、請願第１号の討論を終わります。 
 これから日程第３ 請願第１号 ３０人以下学級実現、義務教育費国庫負担制度拡充を図る

ための請願についてを採決します。 
 請願第１号に対する委員長の報告は、採択とするものです。 
 委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、請願第１号は委員長の報告のとおり採択することに決定しました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第４ 承認第１２号 専決処分の承認を求めるについて（平成２４年度富士川町一般会計補

正予算（第２号））を議題とします。 
 これから、承認第１２号の討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 以上をもって、承認第１２号の討論を終わります。 
 これから日程第４ 承認第１２号 専決処分の承認を求めるについて（平成２４年度富士川
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町一般会計補正予算（第２号））を採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、承認第１２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５ 議案第５６号 富士川町防災会議条例及び富士川町災害対策本部条例の一部を改正す

る条例について 
   日程第６ 議案第５７号 富士川町公民館条例の一部を改正する条例について 
   日程第７ 議案第５８号 富士川町公園条例の一部を改正する条例について 

 以上の３議案は条例の一部改正案でありますので、一括して議題とします。 
 これから、議案第５６号から第５８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５６号から第５８号までの討論を終わります。 
 これから日程第５ 議案第５６号 富士川町防災会議条例及び富士川町災害対策本部条例の

一部を改正する条例についてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第５６号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第６ 議案第５７号 富士川町公民館条例の一部を改正する条例についてを採

決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第５７号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第７ 議案第５８号 富士川町公園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５８号は原案のとおり可決されました。 
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  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第８ 議案第５９号 平成２４年度富士川町一般会計補正予算（第３号）について 
   日程第９ 議案第６０号 平成２４年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）に

ついて 
   日程第１０ 議案第６１号 平成２４年度富士川町介護保険特別会計補正予算（第１号）について 
   日程第１１ 議案第６２号 平成２４年度富士川町介護サービス事業特別会計補正予算（第１号）

について 
 以上の４議案については補正予算案でありますので、一括して議題とします。 
 これから、議案第５９号から第６２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５９号から第６２号までの討論を終わります。 
 これから日程第８ 議案第５９号 平成２４年度富士川町一般会計補正予算（第３号）につ

いてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第５９号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第９ 議案第６０号 平成２４年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算

（第１号）についてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第６０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６１号 平成２４年度富士川町介護保険特別会計補正予算（第

１号）についてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第６１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６２号 平成２４年度富士川町介護サービス事業特別会計補正

予算（第１号）についてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
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 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第６２号は原案のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第１２ 議案第６３号 平成２３年度富士川町水道事業会計未処分利益剰余金の処分につい

てを議題とします。 
 これから、議案第６３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６３号の討論を終わります。 
 これから日程第１２ 議案第６３号 平成２３年度富士川町水道事業会計未処分利益剰余金

の処分についてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第６３号は原案のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第１３ 議案第６４号 山梨県後期高齢者医療広域連合規約の変更についてを議題とします。 

 これから、議案第６４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６４号の討論を終わります。 
 これから日程第１３ 議案第６４号 山梨県後期高齢者医療広域連合規約の変更についてを

採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第６４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 認定第１号 平成２３年度富士川町一般会計及び各特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 
   日程第１５ 認定第２号 平成２３年度富士川町水道事業会計決算認定について 

 平成２３年度の決算認定につきましては、去る７日の本会議で決算特別委員会に付託しまし

たので、委員長の審査報告を求めます。 
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 １２番、望月邦彦君。 
〇１２番議員（望月邦彦君） 

―――― 委 員 会 審 査 報 告 書 の 朗 読 ―――― 
〇議長（芦澤益彦君） 

 以上で、委員長報告が終わりました。 
 望月委員長、その場でお待ちください。 
 これから、委員長の報告に対して質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑なしと認めます。 
 以上をもって、認定第１号および第２号の委員長報告に対する質疑を終わります。 
 委員長、自席にお戻りください。 
 これから、認定第１号および第２号を一括して討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 以上をもって、認定第１号および第２号の討論を終わります。 
 これから日程第１４ 認定第１号 平成２３年度富士川町一般会計及び各特別会計歳入歳出

決算認定についてを採決します。 
 お諮りします。 
 この決算に対する委員長の報告は、認定とするものです。 
 委員長の報告のとおり、認定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、認定第１号は原案のとおり認定することに決定しました。 
 これから日程第１５ 認定第２号 平成２３年度富士川町水道事業会計決算認定についてを

採決します。 
 お諮りします。 
 この決算に対する委員長の報告は、認定とするものです。 
 委員長の報告のとおり、認定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、認定第２号は原案のとおり認定することに決定しました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第１６ 認定第３号 富士川町道路線の認定についてを議題とします。 

 これから、認定第３号の討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
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 以上をもって、認定第３号の討論を終わります。 
 これから日程第１６ 認定第３号 富士川町道路線の認定についてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、認定第３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１７ 議案第６５号 富士川町人権擁護委員候補者の推薦につき議会の意見を求めること

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

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

〇議長（芦澤益彦君） 
 町長から、提案理由の説明が終わりました。 
 これから、議案第６５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６５号に対する質疑を終わります。 
 これから、議案第６５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６５号に対する討論を終わります。 
 これから日程第１７ 議案第６５号 富士川町人権擁護委員候補者推薦につき議会の意見を

求めることについてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第６５号は原案のとおり適任とすることに決定しました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第１８ 意見書案第２号 ３０人以下学級実現、義務教育費国庫負担制度拡充を図るための

意見書提出についてを議題とします。 
 意見書案第２号の提出者の説明を求めます。 
 ３番、秋山貢君。 
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〇３番議員（秋山貢君） 
―――― 意見書案の提案理由朗読説明 ―――― 

〇議長（芦澤益彦君） 
 以上で、教育厚生常任委員長の提案理由の説明が終わりました。 
 秋山委員長、その場でしばらくお待ちください。 
 これから、意見書案第２号の質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑なしと認めます。 
 以上をもって、意見書案第２号に対する質疑を終わります。 
 秋山委員長、自席にお戻りください。 
 これから、意見書案第２号の討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 以上をもって、意見書案第２号の討論を終わります。 
 これから日程第１８ 意見書案第２号 ３０人以下学級実現、義務教育費国庫負担制度拡充

を図るための意見書提出についてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、意見書案第２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 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２０ 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２１ 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２２ 議会運営委員会の閉会中の継続調査申出書について 

 以上の４議案は閉会中の継続調査案でありますので、一括して議題とします。 
 総務常任委員長、教育厚生常任委員長、産業建設常任委員長、議会運営委員長から会議規則

第７５条の規定によって、お手元に配布しました申出書のとおり閉会中の継続調査の申し出が

あります。 
 お諮りします。 
 各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、各委員長からの申し出のとおり閉会中の継続調査とすることに決定しました。 
 以上をもちまして、本定例会の議事日程はすべて終了しました。 
 平成２３年度の決算認定案など重要案件を熱心にご審議いただき、ここに無事閉会できます
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ことを厚く御礼申し上げます。 
 また町長以下、町の執行部の皆さまにおいては議案説明、質疑、答弁、決算特別委員会、各

常任委員会にご協力をいただき、ありがとうございました。 
 これから各諸行事が催される時期となります。何かと多忙なことと存じますが、健康には十

分ご留意されまして、町政の推進になお一層のご尽力を賜りますようお願いを申し上げ、平成

２４年第３回富士川町議会定例会を閉会します。 
 ご苦労さまでした。 

 
閉会 午前１０時５６分 
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