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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４９号をもって招集されました、平成２４年第４回富士川町議会定例会に議

員ならびに町長をはじめ執行部各位にはご健勝にてご出席をいただきまして、誠にありがとう

ございます。 
 ただいまから、平成２４年第４回富士川町議会定例会を開会します。 
 これから、本日の会議を開きます。 
 第４回定例会に先立ちまして、一言ごあいさつを申し上げます。 
 朝夕の冷え込みも一段と厳しくなってきました。今年もあと３週間ほどで終わろうとしてい

ます。 
 衆議院が先の本会議で解散、今月１６日に選挙が行われることで師走の慌ただしさがより一

層、増しています。 
 衆議院本会議に先立って開かれた午前の参議院本会議では、特例公債法案や衆議院小選挙区

定数の０増５減などを決める選挙制度改革関連法案などが相次いで成立。ただ選挙制度改革法

案は成立したものの、今回の総選挙には衆議院の定数是正は反映されません。この２９年ぶり

となる師走選挙、第三極の台頭や政党の乱立、初の東京都知事選とのダブル選挙といった異例

づくめの展開となっています。 
 景気の回復や外交の問題、震災復興など課題が山積している現状ですが、次期政権担当には

私たちが安心して暮らせる社会づくりを期待するところであります。 
 このような中、景気は依然として厳しい状況にあります。内閣府が１１月１６日に発表した

月例経済報告によると先行きについては当面は弱い動きが続くと見込まれるが、その後は復興

需要が引き続き発現する中で海外経済の状況が改善するにつれ、再び景気回復へ向かうことが

期待されるとのことです。 
 しかし欧州や中国など海外経済環境を巡る不確実性が高く、世界景気のさらなる下振れや金

融資本市場の変動などがわが国の景気を下押しするリスクとなることや、雇用、所得環境の先

行き、デフレの影響などにも注意が必要であるとしています。 
 さて、私たち富士川町議会は今年も活発に活動してきました。昨年に引き続き休日議会や地

区懇談会を開催。議員研修では、東日本大震災で甚大な被害を受けた宮城県気仙沼市を訪れま

した。また先進地として、福島県川俣町議会運営委員会の研修や静岡県長泉町と群馬県明和町

の訪問研修を受け入れました。 
 地域医療の問題では勉強会や議論を何度も重ね、町が社会保険鰍沢病院を取得することを了

承。過日には峡南北部２病院統合協議会委員として、３人の議員を推薦したところです。 
 そのほか議会基本条例について勉強会を開催するなど、各常任委員会、特別委員会ともそれ

ぞれの課題に積極的に取り組んできました。 
 これからも暮らしと自然が輝く交流の町を目指して、議会一丸となって責務をまっとうする

覚悟であります。 
 平成２４年最後の定例会です。衆議院議員選挙の関係で会期も長くなる予定です。議員各位

におかれましては健康に十分留意され、活発な議論を行ってくださいますようお願い申し上げ、

開会のあいさつといたします。 
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  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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、 
 ７番 井上光三君 
 ８番 永井寛子さん 
を指名します。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第２ 会期の決定を議題とします。 

 お諮りします。 
 本定例会の会期は、本日から２５日までの１９日間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、会期は本日から２５日までの１９日間と決定いたしました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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。 
 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２件、条例制定

案３件、条例改正案６件、補正予算案８件、組合規約変更案１件、契約締結案３件、発委案３件

の計２６件が提案されています。 
 本日は提案説明に留め、質疑につきましては１９日の本会議で議事日程により審議をお願い

します。 
 なお、監査委員の出納検査の報告などにつきましては、お手元に配布したとおりです。 
 このほか議員各位には各種行事などにも積極的に参加していただき、大変ご苦労さまでした。 
 以上で、諸般の報告を終わります。 
 ここで町長からあいさつの申し出がありましたので、これを許します。 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 おはようございます。 
 本日ここに平成２４年１２月富士川町議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位にお

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

た日ごろから町政推進のため、格段のご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
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ご説明申し上げるとともに私の所信の一端を申し述べ、議員各位ならびに町民の皆さまのご理

解とご協力をお願い申し上げたいと存じます。 
 さて先月１６日に衆議院が解散したことにより、第４６回衆議院議員選挙が１２月４日公示

され、１６日の投開票日に向けスタートし、山梨第３選挙区においても４名が立候補し、現在

激しい選挙選が繰り広げられております。 
 今、わが国は円高、デフレ基調が続く中で景気も後退局面に入るなど、厳しい経済環境をど

のように好転させていくのか。また財政健全化や地域主権改革はもとより、震災の復旧・復興

や新しいエネルギー体系の確立、医療・介護・年金といった安定的な社会保障制度の構築、沖

縄の基地や竹島、尖閣諸島問題をはじめとする外交安全保障など、この国の行く末を左右する

極めて重要な政治課題が山積をしております。 
 また第三極と言われる新たな政党が乱立し、新しい政権の枠組みは不透明な状況であります

が、この国の将来にとって今回の選挙は極めて重要な意味を持つものであります。地域社会や

国民生活におけるさまざまな不安要因を取り除き、安心できる国民生活を守るための政治、こ

れを期待するものであります。 
 申し上げるまでもなく、私ども基礎自治体が自主的・主体的に地域づくりを進めていくため

にはその財政基盤の強化は不可欠であり、安定的な自主財源の確保が図られなければなりませ

ん。そして何よりも地方交付税制度を堅持し、財源保障機能と財政調整機能をより強化するた

め、三位一体改革で大幅に削減された地方交付税の復元、増額が必要であります。 
 また先の通常国会で社会保障財源の安定化に向けた消費税法改正法等が成立し、地方消費税

等の拡充が図られることとなりましたが、その一方で現行の地方税財源の確保も強く訴えてい

く必要があります。 
 特にその廃止が議論されております自動車取得税の交付金は、町村にとって重要な財源であ

り、自動車重量譲与税とともに見直す際には代替財源が確実に確保される必要があると考えて

おります。 
 それではここで、今定例会に提出いたしました主な案件と主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。 
 医療崩壊の危機的状況の峡南地域におきましては地域の医師確保、救急医療の確保など地域

における医療課題の解決を図るため、平成２１年度に峡南地域医療再生計画を策定し、具体化

に向けた協議を行うため、峡南地域医療連携協議会を設置し、その専門部会である北部地域医

療連携部会において、北部地域の病院間の連携や役割分担について検討を進めてまいりました。 
 この間、市川三郷町とともに北部地域医療連携部会の代替組織として地域医療体制調査検討

委員会を設置し、平成２３年４月、委員会から医師の確保や救急医療体制の整備、病院の効率

化を構築するためには３病院を統合することが望ましいとの提言を受け、３病院の統合に向け

た市川三郷町・富士川町新病院設置協議会を設置し、協議を進めてまいりました。 
 しかし本年４月、峡南病院が協議会からの脱退を表明したことから３病院の統合という前提

が崩れ、協議会は解散いたしました。６月からは、県が主導する中で北部地域医療連携部会に

おいて地域の医療連携に関する協議を再開し、９月の第４回目の部会において県から示された

医療連携案について、両町において検討していただいたところであります。 
 そして１０月１５日の第５回部会におきまして、両町ともに県の提案した医療連携案を了承
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する旨の意見集約がなされたことから、峡南北部地域の医療連携にかかる基本構想等をとりま

とめたところであります。 
 これを受け１０月３１日には山梨県知事、山梨大学医学部附属病院長の立会いのもとに市川

三郷町長と市川三郷町立病院と社会保険鰍沢病院の経営統合に関する基本協定書の締結を行っ

たところであります。 
 また１１月１日には峡南地域医療連携部会においても基本構想等が採択されたことから、

１１月１５日、厚生労働大臣に社会保険鰍沢病院の譲渡について要望を行ったところでありま

す。そして１１月３０日には社会保険鰍沢病院および市川三郷町立病院の経営統合に向け、両

町の町長、議会の代表者、学識経験者、両病院の関係者、山梨県、山梨大学医学部で構成する

峡南北部２病院統合協議会を設置し、今年度中を目途に設置に関すること、人事に関すること、

管理・運営に関すること、財務会計に関することなど必要な協議を進め、基本計画をとりまと

めることとしたところであります。 
 今後、この協議会は毎月開催することとしておりますので、次回以降の協議会において病院

の経営形態、名称、そして職員の給与や就業条件、財産の管理や資金管理など順次協議をし、

平成２６年４月には新たな医療体制に移行してまいりたいと考えております。 
 次に、道の駅についてであります。 
 道の駅富士川の整備概要は敷地面積約１万８千平方メートル、鉄骨造り２階建て、建築面積

は２，２５０平方メートルの規模で情報コーナー、特産物の展示販売コーナー、軽食コーナー、

トイレ、水防施設などを備えた複合施設となります。 
 建物の特徴としては外観の一部を文化財である太鼓堂の雰囲気を取り入れており、太陽光パ

ネルの設置、地中熱、ヒートポンプ方式の冷暖房を取り入れた省エネと環境に配慮した施設と

なっております。 
 また道の駅の進入路につきましては、甲西バイパス側と富士川大橋方面からは左折の進入は

可能でありますが、出口はすべてが甲西バイパス側のみとなります。さらに中部横断自動車道

増穂以南の開通後は、韮崎方面のパーキングエリアとしてもご利用いただけるよう計画をして

いるところであります。 
 建設にあたりましては１１月１９日に建築主体工事、電気設備工事、機械設備工事、地中熱

設備工事の４工事に分割し入札を実施いたしました結果、５千万円を超える３件の契約につい

て今定例会に契約締結案件を提出させていただいております。 
 なお明年度には外構工事を発注し、平成２６年度のオープンを目指してまいりたいと考えて

おります。 
 次に、青柳東部地区への大型商業施設の状況についてであります。 
 町道青柳横通り線の南側用地に出店計画のある、株式会社フォレストおよび株式会社くろが

ねやにつきましては９月２５日に県に実施計画書を提出し、１０月３０日には町民会館におい

て地権者に対し実施計画説明会が開催され、出店に向けた準備が進んでいるところであります。

また開発に先立てて行われる埋蔵文化財試掘調査については、１０月３０日に開発業者から農

地一時転用の申請がありましたので許可が取れ次第、発掘調査を実施することとしております。 
 今後も都市計画法、農地法等、各種協議の手続きがありますが、早期に造成工事に着工でき

るよう取り組んでまいりたいと考えております。 
 次に、白子・明神町地内の町有地についてであります。 
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 株式会社ローソンから出店計画のありました白子・明神町地内の町有地につきましては、ロー

ソン以外のコンビニ会社からも出店の意向があったことから、公募型プロポーザル方式により

貸付事業者を選定することとし、公募した結果、２社からの応募がありました。 
 １０月１１日、両者からの地元商店街への連携や朝市への協力など、企画・提案をもとに地

元区の役員や町職員を選定委員として審査した結果、ローソンの提案内容は地元との連携は地

元特産品の展示、観光および商店街の案内などのふれあいスペースを設ける。また朝市との連

携は、朝市で使用できる建屋を建設して寄贈する。また朝市とも一緒に支援をしていく。貸付

期間は２９年、賃貸料は１カ月５５万円。災害時における町への協力など、いずれも他社の提

案を上回ったことから株式会社ローソンに決定をしたところであります。 
 今後は貸付地内の一部に町の土地開発基金や財務省所管の土地がありますので、取得や所管

替えの手続きを行い、土地賃貸契約を締結してまいりたいと考えております。 
 なお、事業者からは明年１月中旬から現地調査や設計等に着手し、３月中旬には造成工事に

着工し、６月上旬にはオープンをしていきたいとの予定であることをお聞きしております。 
 次に、地域見守りネットワークについてであります。 
 超高齢化社会が振興する中で、本町におきましても一人暮らしや高齢者、そしてまた高齢者

のみの世帯、認知症、高齢者の増加などから介護が必要となる方が増加してきております。こ

うした社会環境の変化に伴い、介護にあたる家庭内での高齢者虐待や災害時における要援護者

の避難などの課題を解決していくためには、行政の関わりだけでは解決していくことは難しく、

地域に暮らす皆さまによる支え合い、助け合いといった地域力を高める取り組みが一層重要と

なってきております。 
 このため、町では社会福祉協議会と連携しながら各区をまわらせていただき、地域の皆さま

とともに考えながら、こうした課題に対応していくための地域見守りネットワークづくりを進

め、住み慣れた地域で誰もが安心して暮らすことのできるまちづくりを推進していくこととし

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回国民文化祭は、明年１月１２日から１１月１０日までの約１０カ

月間にわたり山梨県内で開催をされます。当町では開幕ステージ期間となる１月１９日・２０日

の両日、ますほ文化ホールで和太鼓の祭典を開催することとしております。 
 先月はプレ大会として山梨県ふるさと太鼓まつりを同会場で開催いたしましたが、広報活動

の成果もあり、多くの来場者が会場を訪れていただきました。出演者はジュニア部門に５団体、

一般部門に８団体が出場し、迫力ある演奏の披露により国文祭へのはずみをつけることができ

ました。本番の１月１９日には県内１４団体が、２０日には全国から２１団体の和太鼓チーム

が出演することとなっております。 
 すでにプログラムを決定し、今は最終的なスケジュール調整を行っている段階となっており

ます。また祭典開催にあたり入場整理券の募集を行いましたが、両日とも多数の応募者があり、

特に２０日午後の部は定員を大きく上回り、抽選を行うほどの盛況振りであります。 
 この祭典を町民を挙げて盛り上げ、来町されます皆さまをおもてなしするため、各区や町民

の皆さまのご協力をいただきながら、文化ホールの屋外と公園内で模擬店をはじめとする各種

コーナーのイベント広場を設営するなど、にぎやかな祭典にしていきたいと考えております。

また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３回の企画委員会を開催
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する中で、本格的な準備作業に入っているところであります。 
 最後に、塩の華についてであります。 
 交流センター塩の華につきましては、かねてから通年営業の検討をしてきたところでありま

すが、この１２月６日からこれまで休業していた木曜日の営業を行うこととしたところであり

ます。また年末年始につきましても、年末は２９日まで営業し、３０日、３１日は休業いたし

ますが、年始は１月１日から営業を行うこととしております。当面は試行実施でありますが、

今後におきましてもできる限り通年営業を行うことにより、道路利用者への利便性の向上とと

もに農産物等を出荷している生産者の皆さんにも制限なく出荷できるよう、施設の有効活用に

努めてまいりたいと考えております。 
 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、今定例会に提出いたしまし

た案件は専決処分案件２件、条例制定案件３件、条例改正案件６件、補正予算案８件、規約変

更案件１件、契約締結案件３件、併せて２３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 承認第１３号 専決処分の承認を求めることについて（富士川町立第４保育所改修建

築主体工事請負変更契約の締結） 
   日程第５ 承認第１４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４号）） 
 以上の２議案については、専決処分承認案でありますので一括して議題とします。 
 町長から本案について、提案理由の説明を求めます。 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
―――― ２議案の提案理由朗読説明 ―――― 

〇議長（芦澤益彦君） 
 次に、承認第１３号および第１４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１３号の補足説明をさせていただきます。 
 専決第１３号 
 専決処分書 
 地方自治法第１７９条第１項の規定により、富士川町立第４保育所改修建築主体工事請負変

更契約の締結を別紙のとおり専決処分する。 
 平成２４年１１月１６日 

富士川町長 志村学 
 これにつきましては、第４保育所改修建築主体工事の工事金額が１９３万２千円増加するこ
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とによる工事請負変更契約締結に伴う専決処分のご承認を求めるものであります。 
 続きまして、承認第１４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） 
 補正予算書の裏面をお開きいただきたいと思います。 
 （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。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 以上で、町長の提案理由の説明と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６６号 富士川町移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基

準を定める条例の制定について 
   日程第７ 議案第６７号 富士川町地区計画等の案の作成手続に関する条例の制定について 
   日程第８ 議案第６８号 富士川町水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道

技術管理者の資格基準に関する条例の制定について 
 以上の３議案は、条例制定案でありますので一括して議題とします。 
 町長から、本案についての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６６号および６７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６６号 富士川町移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する

基準を定める条例の制定についての補足説明をさせていただきます。 
 第２次一括法による高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部改正によ

り、これまで国が一律に定めていた公園等のバリアフリー化に関する構造基準等を条例で定め

ることに伴いまして、富士川町移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する条例

を制定するものであります。 
 第１条ではこの条例の趣旨を規定し、第２条におきましては一時使用の目的の特定公園施設

について規定しております。 
 第３条から第１３条までの基準の対象となる特定公園施設の園路および広場、屋根付き広場、

休憩所および管理事務所、野外劇場および野外音楽堂、駐車場、便所、水飲み場および手洗い

場、掲示板および標識についての出入口、通路、階段、傾斜路等の幅、勾配、構造および設置

場所等の基準を規定しております。 
 なお、この条例は現行省令の基準に準拠した内容に、山梨県障害者幸住条例の基準を加味し

て定めております。 
 附則として、この条例は平成２５年４月１日から施行としております。 
 続きまして議案第６７号 富士川町地区計画等の案の作成手続きに関する条例の制定につい
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ての補足説明をさせていただきます。 
 都市計画法第１２条の４で、都市計画区域内について都市計画に地区計画等を定めることが

できると規定されております。この地区計画は身近な、比較的小さな地区を単位として道路、

公園等の配置や建物の用途、高さ、敷地面積の制限などについて地区の特性に応じて細かく定

め、良好なまちづくりを進める計画です。また同法第１６条第２項の規定では、都市計画に定

める地区計画等の案は意見の提出方法、その他政令で定める事項について条例で定め、その案

にかかる地区内の土地所有者、その他政令で定める利害関係者を有するものの意見を求めて作

成するとしております。このため今回、富士川町地区計画等の案の作成手続きに関する条例を

制定するものであります。 
 第１条につきましては、この条例の趣旨を規定しております。 
 第２条におきましては、地区計画の案の提出方法について規定しております。 
 第３条につきましては、地区計画等の案の原案に対する意見の提出方法について規定してお

ります。 
 附則として、この条例は公布の日から施行するとしております。 
 以上でございます。よろしくお願いします。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 次に、議案第６８号の補足説明を求めます。 
 上下水道課長、細野幸男君。 

〇上下水道課長（細野幸男君） 
 議案第６８号 富士川町水道事業布設工事監督者の廃止基準及び資格基準並びに水道技術管

理者の資格基準に関する条例制定についての補足説明をさせていただきます。 
 第２次一括法の制定により、これまで国が水道法および関係法令で定めていた一部基準につ

いて今回、条例制定するものであります。 
 第１条は、趣旨を規定したものであります。 
 第２条は、布設工事監督者が監督を行う水道の布設工事とはどのような工事を対象とするか、

具体的に定めたものであります。 
 第３条は、布設工事監督者の資格について具体的に定めたものでございます。 
 学歴と水道に関する技術上の実務に従事した経験年数によって区別しております。 
 第４条は、水道技術者の資格要件を定めたものであります。 
 布設工事監督者の資格要件と同様に、学歴と水道に関する技術上の実務に従事した経験年数

によって区別、または国が定める講習の課程を修了していなければならないことを定めており

ます。 
 附則としまして、本条例の施行期日を平成２５年４月１日とするものでございます。 
 なお第１条、布設工事監督者の配置に関する基準と第４条、水道技術管理者の資格につきま

しては現行法令の基準と同様。第３条、布設工事監督者の資格に関する基準につきましては第

１項１号から８号までは、現行法令の基準と同様に定めました。第９号につきましては、富士

川町の上水道事業が大規模な上水道施設ではなく、地下水を汲み上げる小規模な水道施設で構

成されていることから、実務経験年数を短縮するものであります。 
 以上、補足説明を終わります。よろしくお願いいたします。 
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〇議長（芦澤益彦君） 
 以上で、町長の提案理由の説明と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６９号 富士川町暴力団排除条例の一部を改正する条例について 
   日程第１０ 議案第７０号 富士川町老人医療費助成金支給条例を廃止する条例について 
   日程第１１ 議案第７１号 富士川町居宅介護支援事業手数料条例の一部を改正する条例について 
   日程第１２ 議案第７２号 富士川町営住宅管理条例の一部を改正する条例について 
   日程第１３ 議案第７３号 富士川町営住宅管理条例の一部を改正する条例について 
   日程第１４ 議案第７４号 富士川町下水道条例の一部を改正する条例について 

 以上の６議案については、条例の改正案でありますので一括して議題とします。 
 町長から、本案について提案理由の説明を求めます。 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
―――― ６議案の提案理由朗読説明 ―――― 

〇議長（芦澤益彦君） 
 次に、議案第６９号の補足説明を求めます。 
 総務課長、志村廣文君。 

〇総務課長（志村廣文君） 
 それでは議案第６９号 富士川町暴力団排除条例の一部を改正する条例についての補足説明

をさせていただきます。 
 本条例の一部は、暴力団員による不当な行為の防止に関する法律３２条の２に事業者の責務

の項が追加されたのに伴い、同法を引用する本条例中に項ずれが生じたため、条例第１２条中、

「山梨県暴力追放運動推進センター条例第３２条の２第１項の部分」を「条例第３２条の３第

１項」に改正するものであります。 
 なお、例規集ではＮＯ．１の１１５９ページを参照にしていただければと思います。 
 議案第６９号の補足説明を終わりにさせていただきます。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 次に、議案第７０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７０号 富士川町老人医療助成金支給条例を廃止する条例の補足説明をさせ

ていただきます。 
 まずはじめに、この老人医療助成金支給の対象となる方は町民税が非課税である６８歳、

６９歳の方です。 
 次に助成の内容につきましては、医療機関を受診した際の自己負担は通常３割負担となりま

すが、対象者につきましては１割負担となり免除した２割を町と県が折半で負担しております。

今回の条例にあたっては激変緩和のため、平成２７年３月３１日までの２年間、経過措置期間

を設け、期間中は条例の廃止時に対象となっていた方が７０歳到達時までの更新のみを行うこ

とになります。 
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 なお、通常は医療機関の窓口で１割負担となりますが、県外の医療機関を受診された場合な

どにはいったん３割を負担し、のちに町への償還請求が必要となります。このため、受診日か

ら起算して２年以内の請求が条例で定められていることから、医療費の助成の事務手続きが完

全に終了するには、最長で平成２９年３月３１日となります。 
 施行日は、この条例は平成２５年４月１日から施行いたします。 
 以上で、議案第７０号の補足説明を終わらせていただきます。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 次に、議案第７１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７１号 富士川町居宅介護支援事業手数料条例の一部を改正する条例につきまして、

補足説明をさせていただきます。 
 今般の改正でございますが、本条例は介護保険法に規定する居宅介護支援事業者によって行

われる介護計画サービス、いわゆるケアプラン作成にかかる手数料について規定したものです。

先般の介護サービスの基盤強化のための介護保険法の一部を改正する法律の施行により、介護

保険法の一部が改正されたことに伴いまして、居宅サービス事業の内容を規定する介護保険法

第８条中に、新たに定期巡回随時対応型訪問看護サービスと複合型サービスに関する２項の規

定が設けられたため、これまで同条第２１項に規定されていた居宅介護支援サービスに関する

規定が項ずれとなり第２３項に改められたため、本条例第２条においてこの規定を引用してい

る当該条項を改正するものであります。 
 附則として、この条例は公布の日から施行するものであります。 
 例規集は第２巻の１６１６ページとなります。 
 以上で補足説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 次に、議案第７２号および７３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） 
 議案第７２号 富士川町営住宅管理条例の一部を改正する条例についての補足説明をさせて

いただきます。 
 今回の改正でありますが、町営住宅管理条例第６条中、第２１条の次に「または福島復興再

生特別措置法第２１条」を加えることの改正でありますが、これは福島復興再生特別措置法の

施行により居住制限者が公営住宅に入居申し込みをする場合、入居者資格について住宅困窮要

件を具備するものであれば、収入要件を具備するものとみなすこととなりました。 
 公営住宅法では入居者資格については収入基準を超えないこと、現に住宅に困窮しているこ

との２つの入居資格要件が規定されていますが、町の条例ではこのほかに同居親族があること、

入居者および同居親族が暴力団員でないこと、市町村民税を滞納していないことが規定されて

いるため、入居制限者について現に住宅に困窮していることが明らかであれば、同居親族があ

ることと市町村税を滞納していないこととみなすようにする必要があります。これが今回の条

例改正の理由であります。 
 なお、暴力団員でないことの要件については、入居者や周辺住民の生活の安全と平穏が確保
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できないことから現行どおりの資格要件とします。 
 また、過去に制定された被災市街地復興特別措置法における被災者についても同様の措置を

とっております。 
 附則として、この条例は公布の日から施行することとしております。 
 例規集第２巻の３１０１ページから３１１１ページでございます。 
 続きまして議案第７３号 富士川町営住宅管理条例の一部を改正する条例についての補足説

明をさせていただきます。 
 平成２３年５月の第１次一括法により公営住宅法の一部が改正され、町営住宅等の整備基準

および入居者資格については、政令で定める基準を参酌して条例で定めることになったことに

伴いまして改正するものであります。 
 条例改正の内容でありますが題名の次に目次および第１章、総則から第７章、補足までの章

名を付すこととしております。 
 次に第３条の次に第３章として、町営住宅等の整備基準について。第３条の２から第３条の

１７までの条文を加えております。また入居者資格について障害者の障害の程度、戦傷病者の

障害の程度および収入基準額の規定について条例で定めることとなったため、第６条第２号に

ついてアからオまでを改めております。いずれも政令で定める基準を参酌し定めております。 
 第７条につきましては、項ずれに伴う改正であります。 
 附則としまして、この条例は平成２５年４月１日から施行するとしております。 
 例規集第２巻の同じく３１０１ページから３１１１ページとなっております。 
 以上でございます。よろしくお願いします。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 次に、議案第７４号の補足説明を求めます。 
 上下水道課長、細野幸男君。 

〇上下水道課長（細野幸男君） 
 議案第７４号 富士川町下水道条例の一部を改正する条例についての補足説明をさせていた

だきます。 
 第２次一括法の制定により下水道法の一部改正に伴い、条例を改正するものであります。 
 目次中に、第５章に条例で定めなければならない公共下水道の施設に関する構造基準等を定

めましたので、章ずれにより５、６、７章を１章ずつ繰り下げるものです。 
 第１条の改正は、趣旨に施設の構造の基準等を加えるものであります。 
 第２条の改定は、定義に排水施設を定め第３号としたため、これまでの３号以下を１号ずつ

繰り下げるものであります。 
 第２０条から第３０条までの改正につきましては、新たに第２０条として排水設備の構造の

基準、技術上の基準、第２１条に適用除外の条例を定めましたので、これまでの２０条から

３０条までを２条ずつ繰り下げるものであります。 
 第２０条の制定は下水道法が改正され、水処理施設および雨水ばけに関するものを除いては、

地方公共団体の条例で公共下水道の構造の技術上の基準について定めなければならないため、

これまでの下水道施行令に定めてあったものと同様の基準で定めたものであります。 
 第２１条の制定は、２０条の適用除外を定めるものであります。 
 附則としまして、この条例は平成２５年４月１日から施行するというものでございます。 

 １６



 例規集は第２巻、２７０１ページから２７４０ページになります。 
 以上で、補足説明を終わらせていただきます。よろしくご審議をお願いいたします。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 以上で、町長の提案理由の説明と担当課長の補足説明が終わりました。 
 ここで、暫時休憩にします。 

休憩 午前１０時５８分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午前１１時０９分 
〇議長（芦澤益彦君） 

 休憩を解いて、再開します。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第１５ 議案第７５号 平成２４年度富士川町一般会計補正予算（第５号）について 
   日程第１６ 議案第７６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２号）に

ついて 
   日程第１７ 議案第７７号 平成２４年度富士川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）に

ついて 
   日程第１８ 議案第７８号 平成２４年度富士川町介護保険特別会計補正予算（第２号）について 
   日程第１９ 議案第７９号 平成２４年度富士川町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）に

ついて 
   日程第２０ 議案第８０号 平成２４年度富士川町下水道事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて 
   日程第２１ 議案第８１号 平成２４年度富士川町活性化事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて 
   日程第２２ 議案第８２号 平成２４年度富士川町水道事業会計補正予算（第２号）について 

 以上の８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） 
―――― ８議案の提案理由朗読説明 ―――― 

〇議長（芦澤益彦君） 
 次に、議案第７５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） 
 議案第７５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。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 次に、議案第７６号および第７７号の補足説明を求めます。 
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 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７６号 富士川町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）の補足説明をさ

せていただきます。 
 表紙の裏面をお願いいたします。 
 （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） 
 続きまして議案第７７号 平成２４年度富士川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

でございます。 
 表紙の裏面をお願いいたします。 
 （以下、平成２４年度富士川町後期高齢者医療特別会計歳入歳出予算補正事項別明細書朗読

説明） 
 以上でございます。よろしくご審議のほど、お願いいたします。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 次に、議案第７８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７８号の補足説明をさせていただきます。平成２４年度富士川町介護保険特別会計補

正予算（第２号）。 
 表紙の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、議案第７８号の補足説明を終わらせていただきます。よろしくご審議くださいます

よう、お願い申し上げます。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 次に議案第７９号、第８０号および第８２号の補足説明を求めます。 
 上下水道課長、細野幸男君。 

〇上下水道課長（細野幸男君） 
 議案第７９号の富士川町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）の補足説明をさせていた

だきます。 
 裏面をお開きください。 
 （以下、平成２４年度富士川町簡易水道事業特別会計歳入歳出予算補正事項別明細書朗読説

明） 
 続きまして議案第８０号の、富士川町下水道事業特別会計補正予算（第１号）の補足説明を

させていただきます。 
 裏面をお開きください。 
 （以下、平成２４年度富士川町下水道事業特別会計歳入歳出予算補正事項別明細書朗読説明） 
 続きまして、議案第８２号の富士川町水道事業会計補正予算（第２号）の補足説明をさせて

いただきます。 
 裏面をお開きください。 
 （以下、平成２４年度富士川町水道事業会計歳入歳出予算補正事項別明細書朗読説明） 
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 以上です。よろしくご審議のほど、お願いいたします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 次に、議案第８１号の補足説明を求めます。 
 商工観光課長、秋山俊男君。 

〇商工観光課長（秋山俊男君） 
 それでは議案第８１号 富士川町活性化事業特別会計補正予算（第１号）の補足説明をさせ

ていただきます。 
 表紙の裏面をお願いいたします。 
 （以下、平成２４年度富士川町活性化事業特別会計歳入歳出予算補正事項別明細書朗読説明） 
 以上で、補足説明を終わらせていただきます。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 以上で、町長の提案理由の説明と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２３ 議案第８３号 峡南広域行政組合規約の変更についてを議題とします。 

 町長から、本案について提案理由の説明を求めます。 
 町長、志村学君。 

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

〇議長（芦澤益彦君） 
 次に、補足説明を求めます。 
 総務課長、志村廣文君。 

〇総務課長（志村廣文君） 
 それでは、議案第８３号の補足説明をさせていただきます。 
 峡南広域行政組合の一部改正についてであります。 
 規約の一部を改正する内容は、第３条第１項第６号の災害弱者緊急通報システムに付置され

ている生活リズムセンサーの取り扱い業務がＮＰＯ法人 山梨安心・安全見守りセンターに移

管されたことに伴い、生活リズムセンサーの取り扱い事務に関する号を削り、また同条第８号

中、障害者自立支援法を障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律に、

また障害者程度区分を障害支援区分に改め、号がずれますので第７号を第６号に、第８号を第

７号に繰り上げるものの改正であります。 
 なお、附則ではこの規約は平成２５年４月１日から施行するということになっておりますが、

障害程度区分、それから障害者支援区分の部分については法律の施行が平成２６年４月１日と

なっておりますので、この部分についての施行は平成２６年４月１日からということになって

おります。 
 以上、峡南広域行政組合規約の一部が改正されたため、議会の議決をお願いするものであり

ます。 
 以上で、８３号の補足説明を終わりにさせていただきます。 
 以上です。 

 

 １９



〇議長（芦澤益彦君） 
 以上で、町長の提案理由の説明と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２４ 議案第８４号 道の駅建築主体工事請負契約の締結について 
   日程第２５ 議案第８５号 道の駅電気設備工事請負契約の締結について 
   日程第２６ 議案第８６号 道の駅機械設備工事請負契約の締結について 

 以上の３議案については、契約締結案件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８４号から８６号までの補足説明を求めます。 
 財政課長、田辺明弘君。 

〇財政課長（田辺明弘君） 
 それでは、議案第８４号から８６号の補足説明をさせていただきます。 
 ３議案とも工事請負金額は、地方自治法ならびに条例に基づく議決案件となっておりますの

で議会の議決を求めるものでございます。 
 まず議案第８４号 道の駅建築主体工事請負契約の締結ですが、工事名につきましては道の

駅建築主体工事。入札方法は一般競争入札。契約の金額は４億４０４万円でございます。 
 契約の相手方につきましては、山梨県甲府市東光寺１丁目４番１０号。株式会社早野組。代

表取締役社長 早野潔。住所につきましては、山梨県甲府市青葉町１５番４号。日経工業株式

会社 代表取締役社長 長澤浩正でございます。 
 続きまして議案第８５号 道の駅電気設備工事請負契約の締結ですが、工事名につきまして

は道の駅電気設備工事。入札方法につきましては、指名競争入札。契約の金額は８，８９３万

５千円。 
 契約の相手方ですが、山梨県甲斐市富竹新田１６１９番地１。株式会社伸電工業。代表取締

役 笹本優司でございます。 
 続きまして議案第８６号の工事名でございますが、道の駅機械設備工事。入札方法は指名競

争入札。契約の金額は７，００３万５千円。 
 契約の相手方でございますが、山梨県南巨摩郡富士川町長澤２３４１番１。有限会社梶本管

工。代表取締役 梶本隆則。 
 以上でございます。 
 以上の３件につきましての入札参加者等につきまして、ちょっと資料が手持ちにございませ

んので、後刻ご報告させていただきます。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 以上で、町長の提案理由の説明と担当課長の補足説明が終わりました。 
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  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第２７ 発委第１号 富士川町証人等の実費弁償に関する条例の一部を改正する条例について 
   日程第２８ 発委第２号 富士川町議会委員会条例の一部を改正する条例について 
   日程第２９ 発委第３号 富士川町議会会議規則の一部を改正する規則について 

 以上の３議案については、発委による条例および規則の一部改正案ですので一括して議題と

します。 
 発委第１号、第２号および第３号の提出者に説明を求めます。 
 ６番、齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
―――― ３議案の提案理由朗読説明 ―――― 

〇議長（芦澤益彦君） 
 以上で第１号、第２号および第３号の提案理由の説明が終わりました。 
 齊藤議員、自席にお戻りください。 
 これで、本日の日程は全部終了しました。 
 なお、２日目の会議は１８日の午前１０時開会となっていますので、よろしくお願いいたし

ます。 
 本日は、これにて散会とします。 

 
散会 午前１１時５３分 
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開会 午前１０時００分 
〇議長（芦澤益彦君） 

 第４回富士川町議会定例会第２日の本会議に議員各位には大変お忙しいところ、ご出席をい

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４回富士川町議会定例会第２日の会議を開きます。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（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ご苦労さまです。 
 本日は、一般質問の日程になっております。 
 質問回数について、申し上げます。 
 会議規則第５５条の規定により３回までとなっていますが、今定例会に限り質問の回数は無

制限といたします。 
 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、かつ簡潔にお願いいた

します。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第２ 議案第８７号 富士川町過疎地域自立促進計画の変更についてを議題とします。 

 町長から本案について、提案理由の説明を求めます。 
 町長、志村学君。 

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

〇議長（芦澤益彦君） 
 次に、議案第８７号の補足説明を求めます。 
 企画課長、鮫田和博君。 

〇企画課長（鮫田和博君） 
 それでは、議案第８７号の補足説明をさせていただきます。 
 この変更計画につきましては、過疎地域自立促進特別法および事務処理要綱に基づき、事業

 ２５



の目的の追加など、その場合がある場合についてはあらかじめ知事との協議を行ったのち、議

会の議決をいただくこととなっております。 
 そのため、その協議が整うことになりましたので、本変更計画のほうを提案することとなり

ました。この変更は過疎地域、旧鰍沢地区になりますけども、において実施する事業であり、

過疎地域自立促進特別措置法に基づく財源措置である地方債の充当を講じるために必要となる

処理であります。 
 既存の計画に全７件の事業の追加を行い、うち６件が平成２４年度に執行する事業であり、

すでに当初予算のほうに計上がされております。１件につきましては、平成２５年以降の対象

として追加するものであります。 
 変更の主な点は期日の変更、それと事業の計画の変更ならびに追加であります。 
 変更個所につきましては、配布させていただきました新旧対照表により区分、それと変更後

の欄で説明のほうをさせていただきます。 
 まず、１ページをお開きになっていただきたいと思います。 
 区分についてですけども、交通通信体系の整備、情報化および地域空間交流促進であります。 
 １つ目が町道小柳川長知沢線でありまして、事業内容につきましては法面の補強工事を行う

ものであります。 
 ２つ目が町道国見平長知沢線の改良舗装工事で延長が１，８００メートル、幅員が４メート

ルを施工する工事でありまして、これにつきましても新たに追加するものであります。 
 ３つ目がソフト事業になっておりまして、防災行政無線保守管理事業を新たに追加するもの

であります。この事業内容につきましては、防災行政無線システムの適正な管理を図るもので

あります。また、それに対応しました表現の変更になります。 
 なお、国道国見平長知沢線につきましては、平成２５年以降の事業となります。 
 次に２ページをお願いします。 
 区分が生活環境の整備であります。やはりこの事業もソフト事業でありまして、１つ目が管

内図作成事業であり、事業内容は基礎資料となる管内図を作成し、土地利用の適正化を図るも

のであります。 
 ２つ目が土砂災害等、ハザードマップ作成事業であり、事業内容は土砂災害等のハザードマッ

プを作成し、防災意識の高揚を図るものであります。 
 以上が新たに追加するものであり、それに対応した文書の追加の変更であります。 
 ３ページをお願いいたします。 
 区分が教育の振興であります。これにつきましてもやはりソフト事業であり、１つ目が外国

人指導助手派遣事業であり、事業内容につきましては国際化に備えた外国人英語講師による教

育を図るものであります。 
 ２つ目が複式学級改善教員設置事業であり、事業内容につきましては複式学級の改善を図り、

きめ細かな指導を行うものであります。 
 以上が新たに追加するものであり、それに対応した文書の変更であります。 
 ４ページをお願いいたします。 
 ４ページにつきましては、ただいま説明をしましたソフト事業の変更個所の一覧となってお

りますので、ご確認をお願いしたいと思います。 
 以上で、変更計画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。 
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〇議長（芦澤益彦君） 
 以上で、町長の提案理由の説明と担当課長の補足説明が終わりました。 
 なお、この議案第８７号の質疑については１９日に行いますのでよろしくお願いいたします。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第３ 一般質問。 

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

〇１番議員（鮫田洋平君） 
 おはようございます。通告に従いまして一般質問を始めます。 
 今回は、町の活性化について大きく２つ質問させていただきます。 
 町のＰＲ方法によって、人口の増加や観光客の増加などを左右すると考えます。志村町長の

施策で子育て支援や福祉支援など、住みやすく生活しやすい環境はどこの町よりも充実してい

ると思っています。しかしどこの町を見ても同じような施策があり、目玉となる施策がないよ

うな感じも受けます。 
 町のＰＲの仕方はいろいろあると思います。私は前々から思っていることなのですが、富士

川町ではプロスポーツ選手やオリンピックに出場する選手もおり、アマチュア界でも各種全国

大会などで活躍する選手が数多くいます。サッカー界では元・現Ｊリーガーが合わせて４人、

なでしこリーグで１人、計５人のプロサッカー選手を輩出し、現在でも活躍しています。全国

的にも人口比からしたら全国でもトップクラスの割合だと思います。 
 山梨県では韮崎市がサッカーのまちとなっていますが、今となればサッカーのまちはこの富

士川町だと私は思っています。サッカーだけではなく、富士川町には今年オリンピックで活躍

した佐野夢香さんや最近ではアマチュアゴルフの全国大会で優勝する選手がいたり、中学校に

おいては卓球や弓道で全国大会の常連であったり、各スポーツ界で活躍する選手が数多くいま

す。全国で活躍することにより、知らず知らずのうちに富士川町を全国の方に知ってもらって

いると思っています。 
 そこでスポーツを中心とした町とし、例えばプロサッカー選手が育つ町のようなＰＲを観光、

物産などのＰＲに加えて全国に発信していくことが富士川町のさらなる活性化につながってい

くことと思いますが、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） 

 鮫田議員の、町の活性化についてのご質問にお答えいたします。 
 町の活性化策の１つに観光ＰＲというのがありますが、従来は豊かな自然やお祭り等を中心

に情報発信をしてきたところであります。しかし本町ではスポーツ分野におきましても、オリ

ンピック選手やプロスポーツ選手を輩出している実績もあり、また各種スポーツ大会も数多く

開催され、多くの町外の方々が富士川町を訪れていただいておりますので、スポーツはもとよ

り他県に誇れる、あらゆる資源を活用した誘客を図ることが重要であると考えております。 
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 今後は地域の自然、産業、文化、歴史等を活用した従来の観光に加え、地域でのスポーツ活

動をはじめとして教育活動、ボランティア活動などを有機的に結合させた新たな活性化策にも

取り組んでまいりたいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 １番、鮫田洋平君。 

〇１番議員（鮫田洋平君） 
 ぜひ新しいものに取り組んでもらいたいと思いますが、町のパンフレットにもいろいろス

ポーツのことなど、観光のことなど載っていると思うんですけれども、サッカーに限らず全国

で活躍している選手たちに富士川町を宣伝してもらい、観光大使などをお願いし、任命して町

を宣伝してもらうという考えはありますか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 スポーツに限らず、町をＰＲしていくのはいろんな分野があると思います。先ほどもお答え

いたしましたが、スポーツはもとより教育観光、あるいは環境観光、ボランティア観光、いろ

んな観光というのがあると思います。そういう中で町の観光大使ということでありますけども、

前回の議会のときにもお答えをさせていただきました。そういった適任者がいれば観光大使に

なっていただきたい。今、ぴっかり高木といしいそうたろうという吉本興業にお願いしながら、

いいとこじゃん課ＰＲ係ということを命名してやっていますが、このプロ選手に町の大使に

なっていただくということは、プロ選手はやはりスポーツに熱中しているときですから、町の

大使になるには町の隅々まで理解をしていただかなければならない。例えばぴっかり高木とい

しいそうたろうも櫛形山へも登っていただいていますし、いろんなイベントにも参加していた

だいております。その状況を見なければＰＲはできないと思いますので、せっかく大使と名前

を付けたら、ＰＲのできない大使を富士川町が任命するわけにもいきませんので、適任者がい

たらぜひお願いをしていきたいと思っております。 
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） 

 ぜひ、適任者を探してもらって了承してもらえるようによろしくお願いします。 
 次の質問に移ります。 
 フットサルとは簡単に言うと５人制のミニサッカーのようなもので、本来は室内で行うス

ポーツですが、現在では体育館や屋外の人工芝で行われており、ピッチの大きさはサッカーの

８分の１くらいの大きさです。オフサイドなし、選手交代自由、スライディングタックルなど

の接触プレーを反則とするなどルールが工夫されているため、子どもから中高年、また女性ま

で気軽に参加できるスポーツとして人気があります。また、近年では技術的にも１１人制サッ

カーの練習アイテムとしても有効に取り入れられています。 
 先日フットサルのワールドカップもあり、サッカー界のキングこと三浦和良も参戦したとい

うことで注目を集め、フットサル人気もますます急増していくことと思います。フットサルを

積極的に山梨に普及させた人の中に富士川町の男性もいたと聞きました。町内でもフットサル

 ２８



を本気でしている人、健康な体づくりのためにしている人など、気軽にできるスポーツとして

子どもから中高年、男女問わずプレーしている人が数多くいます。また町内の競技人口として

も、野球やサッカー人口を超える勢いであります。 
 これからもっと普及しメジャーになっていくスポーツであると思われる、このフットサルを

富士川町の主力スポーツとすることにより、フットサル大会の開催等を通して富士川町に県内

外から関係者を呼ぶことは町の活性化につながるものと考えますが、このフットサルの普及に

関して町が関わっていく考えはあるか伺います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 生涯学習課長、山田直君。 
〇生涯学習課長（山田直君） 

 ただいまの鮫田議員のフットサルのご質問にお答えをいたします。 
 フットサルは、それまで国によってまちまちであった名称やルールで行われていたミニサッ

カーを国際サッカー連盟がルールの統一を図り、１９９４年に競技名をフットサルとした新し

いスポーツであります。フットサルは５名以下の少人数で、幅広い年代がそれぞれのレベルで

楽しめるため人気が高まり、その競技人口は２００万人にのぼるともいわれており、町内にも

愛好者が増えていることは認識しております。 
 町の総合計画におきましても生涯学習スポーツ活動の推進の施策といたしまして、町民みな

スポーツ活動を提唱しております。フットサルもその中の１つと考えております。 
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） 

 再質問いたします。 
 現在、町内でフットサルができる施設というのはありますか。 

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） 
 先ほどのご質問の中にもありましたが、フットサルは屋内でもできるという競技でございま

すが、今、町内にはそのフットサルができる施設はございません。体育館で行っているケース

もございますけれども、それなりの保護施設といいますか、体育館の壁等が破損の心配がある

ために現在は使用をしていただいておりません。 
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） 

 個人的に、近隣のフットサルができる施設の平成２３年度の利用状況を調べてみました。こ

こに資料があるんですけども、県内各所にはフットサルをプレーできる施設はありますが、各

施設への申込者が多く、毎月抽選でプレーできない者が多くいます。 
 フットサルができる施設の２３年度の利用状況を南アルプス市内、中巨摩広域勤労青年セン

ター、小瀬スポーツ公園体育館など６施設を調べたところ、利用スペースがそれぞれ違うので

すが、２３年度１年間で５万４千人の人がプレーしていることが分かりました。 
 富士川町内のプレーヤーは先ほど課長さんがおっしゃったように、町内でプレーができませ
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ん。町長は生涯スポーツという考えがある中で、これらの人への場の提供をしてくれると私は

信じています。そこで町内にも体育館や人工芝、テニスコートなどフットサルコートとして利

用できる施設はあると思いますが、そうした施設を他の競技と併用して使用し、フットサルプ

レーヤーにフットサルの場を提供する考えはあるか伺います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 生涯学習課長、山田直君。 
〇生涯学習課長（山田直君） 

 フットサルを練習したいという声はたしかにいただいておりますが、先ほどお答えいたしま

した現在のところ、競技をする施設はございません。今後、町内にどの程度の希望者がいるか、

声があるか、今後ニーズ調査等をする中で状況把握に努めてまいりたいと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 町内にはありませんけども、中巨摩広域のスポーツセンター、町も負担金を出しながらやっ

ていますので、ぜひあそこをたくさん活用していただきたい。やはり身近では利用率が多くな

ると思うんですが、あそこにも同じ広域としてスポーツ施設にも負担金を出しておりますので、

ああいった施設も町の施設として使っていただければありがたいなと思っています。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 １番、鮫田洋平君。 
〇１番議員（鮫田洋平君） 

 ちょっと自分なりまた町の中で、施設の中でちょっと調べてみたんですけども、例えば利根

川グラウンドの東側にゲートボール場が併設されているんですけども、このゲートボール場の

使用状況を一昨年度と昨年度を調べたんですが、一昨年度は１回、昨年度は０回の利用でした。

このゲートボール場を測定した結果、十分な広さがあり、フットサルコートが確保できると私

は思います。 
 このような本来の利用目的が果たされていない場所に人工芝を張り、フットサルコートとし

て改修すれば現在、サッカーのスポーツ少年団が約８０人おります。練習日には全員が利根川

グラウンドで練習しています。グラウンドの大きさが足りず、十分な練習ができないと聞きま

した。例えば併設されたゲートボール場がフットサルコートになれば、低学年がフットサルコー

トで練習といったように分かれて十分な練習ができるはずです。これほどプロサッカー選手が

いる町で、子どもたちはサッカーを身近に感じプロを夢見て練習に励んでいます。サッカーの

練習場やゲートボール場としても使用でき、スポ少の子どもだけでなく町民に親しまれ健康増

進の場として使用され、地域や町の活性化につながるものと考えますが、現在のゲートボール

場への人工芝の張り替えの改修を考えていただけないか伺います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 たしかに富士川町はサッカー選手を多く輩出しており、そしてまた現在もプロリーグの中で

活躍をしていただいています。その町にサッカー場がないという意見がたくさんありましたの

で、今、富士川の河川敷を利用しながらそこに本格的なサッカー場、広さも十分あると思いま
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す。小瀬の補助競技場と同じ大きさで造る予定でありますので、十分そこでできるんではない

かなと。サッカーのほうはですね。ただサッカーと、このフットサルを一緒にするといろいろ

問題というか、考えなければならないところが出てきます。サッカーはサッカー、フットサル

はフットサルでありますけども、ゲートボール場、今、利根川のところは利用が少なくなって

います。ただ、ゲートボールの皆さんがゼロになったわけではなくて、かつて県内でも２万人

以上いたのが今４千人ぐらいになってきたと。減少していることは承知しておりますけども、

そうはいっても地域のゲートボール場を利用しながら今やっております。大会となると、やは

りあそこを使うか、富士川の河川敷の中にありますスポーツ広場のゲートボール場を使わなけ

ればならないというのがありますので、いろんなところと調整をしながら今後、検討してまい

りたいと思っております。 
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） 

 検討というのは、フットサル場に改修するかどうかという検討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） 

 ゲートボール場として必要性、あるいはまたフットサルとして活用できるか。ただフットサ

ルもかつてバレーボールが屋外のスポーツでやったものが今、屋外では誰もしていないのと同

じように、これから屋内へ移っていくと思うんですね。そういった、あそこをまた修繕して、

人工芝でもしやるとすると、やはり億単位という金が必要になると思います。そういうのも含

めて大所高所から検討してまいりたいと思っております。 
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） 

 ぜひ町内にもフットサルをしている人が多くいますので、そういう方々に町内でも、中巨摩

広域まで行けばいいんですけど、そちらのほうも抽選で毎月取れないという状況もありますの

で、町内でもフットサルができるようにしっかり検討していただきたいと思います。 
 各種スポーツを活用して町が活性していくようお願いして、私の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１番、１番、鮫田洋平君の一般質問を終わります。 
 続いて通告２番、１０番、神田智君の一般質問を行います。 
 １０番、神田智君。 

〇１０番議員（神田智君） 
 一般質問ということでございますけども、鰍沢病院、市川三郷病院の経営統合について伺い

たいと思います。 
 県の指導により鰍沢病院は基幹診療型病院、市川三郷町立病院は総合診療型病院として共同

医療情報システムを使用できる環境を整備し、合わせて山梨大学医学部附属病院の支援を受け

ると。そのために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
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法人の下で経営を統合すると。富士川町議会は、１０月２日の地域医療を守る特別委員会にお

いて鰍沢病院を取得することを了承しました。市川三郷町立病院と社会保険鰍沢病院の経営統

合に関する基本協定書、第２条第２項には新たな経営形態の精査については甲乙協議の上、決

定するものとしているが、町長はどのような経営形態で両病院の経営統合を目指しているかと

の質問でございます。 
 ただ、これはまた経営統合に関する協議会の中でこれからの議題でございますけども、一応、

町長としてはどういう形を考えているか、伺いたいと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 神田議員の、新病院の経営形態についてのご質問にお答えをいたします。 
 病院の経営形態につきましては、１１月３０日に開催をされました第１回の峡南北部２病院

統合協議会におきまして、当地域が採用可能な経営形態案を４つに類型化するとともに、検討

にあたっては経営の効率化や職員の身分、移行準備期間などを視点、留意点として検討を進め

ることとしたところであります。 
 今後この協議会の中で十分協議をし決定してまいりますが、私の考えは今のところどうかと

いう質問でありますが、私は新病院のスタート時期を考えると４つ類型化されておりますけど

も、その中でも一番スタートしやすい地方公営企業の全部適用をした企業団が主体となって、

その企業団の企業長が管理・運営していく。そして企業長には、できる限り権限を与えながら

運営をしていただくというこういう考えが、スタート時期を２６年４月１日としておりますの

で、その時期を考えるとそれが適当ではないかと考えております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 １０番、神田智君。 

〇１０番議員（神田智君） 
 地方公営企業法の全部適用ということで、当然、両方には病院の院長があり、また事務局が

あり、こっちにも病院の院長、事務局がある。それをまとめる人がその企業長という、地方公

営企業長ということですが、その企業長というのは両方の病院の院長以外にまた企業長を設け

るんですか。それともどこかの病院の院長が兼ねるのか、これをちょっと聞きたいです。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 今言いましたようにできる限り企業団の企業長に権限を与えたいということですから、それ

は私が考えるべきことではなくて、企業長が考えることだと思います。ただ、今、質問の中に

両方の病院の院長という話が出ましたが、そこも院長を置くなのか、副院長を置くのか、これ

は企業長さんのご判断だと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 １０番、神田智君。 
〇１０番議員（神田智君） 

 そうしますと一部事務組合が出ると。それは全部適用ということでございますけども、当然

 ３２



その一部事務組合の構成員としては当然、両町長あるいは議会代表者等で構成する、そこで予

算等があれば、そういうものが決められると思いますけども、黒字予算なら問題はないわけで

すけども、その赤字予算の場合、この負担について両議会の当然、議決が必要だと思いますけ

ど、その負担についてはどのように考えているか、お伺いしたいと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 これから協議会においていろんなシミュレーションをしていく話でありますので、今のとこ

ろ仮定の話になります。私ども今考えているのは、特別地方公共団体をつくろうということで

すから、その特別地方公共団体である企業団が予算の調整から議会を開催、そしていろいろやっ

てきます。もう１つの大きい団体をつくるわけですね。ですから富士川町が特別に交付金を出

す、あるいは補助金を出す、委託金を出す、これは富士川町の事業となりますので富士川町議

会の議決が必要になります。企業団の予算執行につきましては、企業長と企業団の議会で決め

ていただければ十分それでできると。そして１つの特別地方公共団体ですから、地方債の借り

入れもできますし、そして市中銀行からの借り入れもできます。中期・長期の借り入れもでき

るはずでありますけども、そういったところも新しい企業長さんが自分の病院の経営という観

点から、企業団の議会の皆さんとご決定いただければやっていけるんではないかなと思ってい

ます。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 １０番、神田智君。 
〇１０番議員（神田智君） 

 企業団で経営している、企業団にするというわけでございますけども、この鰍沢病院を富士

川町議会で了承したというのは、この地域の緊急医療体制をどういう形で守っているかという

ことが、いわゆる救急車が来ても３０分、４０分、緊急医療体制、夜中ではもう診てくれない

という状況の中でなんとかして両病院、特に富士川町に緊急医療体制の体制をつくりたいとい

うことでございますけども、ただ緊急医療体制をつくるといいましても、当然夜、夜中、そこ

に医者もいるし、看護師もいて来るか来ないか分からないのに待機している。待機していると

いうことは当然その金がかかるわけですけども、そうしますと当然、この負担というものも出

てくると思いますけども、いわゆる公共の地方自治体病院が赤字というのは、その緊急体制が

原因の１つといわれておりますけども、そのための負担といいますか、そういう負担について

はどのように考えているか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 今、峡南の地域に山梨県の中でも峡南地域の医療の体制というのは非常に脆弱であります。

そのために今回、市川三郷町と共同しながら鰍沢病院と市川三郷町立病院を合体しながら共同

経営をしていこうということで今、動いています。ここまでは、両町の議会の皆さんにもご理

解をいただきながら進めてきています。 
 今度は経営形態をどうしていこうかという話でありますので、２６年４月以降は独法にせよ

地方公営企業の全部適用にせよ、そこの人たち、今度運営をする人に全権委任をしながら、企
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業ですから病院は。その中でやっていただく。ただ、いずれの形にしても市川三郷と富士川町

が出資をしながらつくるという病院ですから、地方交付税はあります。その地方交付税は全額、

病院へお渡しをしていく。そういう中であとは医療収入、その他の収入で企業として経営をし

ていただければ十分ではないかなと。 
 今もお話がありましたが、地域の医療を守っていくために地域の声を病院に届けるために私

はそういった意味をもし重要視するであれば、やはり地方公営企業法の全部適用をしながら、

両町の議員さんが地域の声を、その新しい病院に伝え届けていただく。これが一番、最適では

ないかなと。また一方、独法にした場合には東京あるいは町外の人たちが理事になる可能性も

非常に大きいわけです。そういう人たちは黒字化を主体に病院運営していきますので、地域の

声というのが病院に届かないおそれがある。そういうことを考えますと、そして病院の開設時

期を考えますと当面は地方公営企業の全部適用、できるだけ権限を私、独法に近い形で病院を

スタートして、基本協定の中にも一定期間を経たときに評価、見直しを行うというのがありま

すから、そういうのも使いながらやっていきたいと思っております。 
 通常であれば運営費は、一日も早く独自で運営してくれるような病院を目指していきたい。

ただ、もしかすると当初には一部支援をしなければならない部分があるかもしれないと思いま

すが、先ほど言ったように独立行政法人の場合は、設置町村が交付金を出すことになっていま

す。地方公営企業法の全部適用をした場合には、市中銀行からその企業が借りて運営していく

というのが基本になると思いますので、そのへんも含めてこれから協議会の中で十分検討して

いきたいなと思っています。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 １０番、神田智君。 
〇１０番議員（神田智君） 

 私どもが勉強会といいますか、長隆先生と、あるいは岸野康之先生との勉強会の中で、独法

化が非常にいいというようないろんな話を聞きまして、私も独法化がよいんではないかという

考えでございますけども、ただ２６年４月までにはその独法化をするのは非常に無理であると

いうことを聞いていまして、ただ全部適用の独法化ではございますけども、地方独立行政法人

としてもその議会として、その独立行政法人に対して関与ができるということでありまして、

その中で３つございまして、独法化しても理事長の任命権があると。それから２番目として評

価委員の任命権がある。この評価委員というのは予算とか業績とか、そういうのを４年ぐらい

の中期目標を立てる中で意見を述べることができる。そしてまた中期目標を策定するというこ

とで、独法化したほうが独立採算ということでございますので、非公務員化ということでござ

いますので、交付金を抑えることができるんではないかと、そんなふうに考えております。 
 いわゆる自治体が責任と権限を持って、なおかつその自治体がその病院にかかる費用を最小

限に抑えて医療経営を確立するというようなことを聞いております。特に病院の経営は病院の

専門家に任せたほうがよいではないかというふうな話を聞いているわけですけども、その地方

独立行政法人としての考え方について伺いたいと思いますけども。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 地方独立行政法人、今流行りのようですが、そんなにはまだ進んでいないんですね。国立病
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院、あるいは県立病院の部分では進んでいます。そして赤字がひどかった地方の公営企業病院

は一部していますけども、まだパーセントとしてもそんなにはないはずです。５、６％だと思っ

ています。 
 全国で８００いくつ、公共病院というのは８２２あると思うんですが、そのうちの５０数カ

所が独法をし、そして地方公営企業法の一部適用から全部適用に移っているほうが２割ぐらい

ありますから、２０％ぐらいということで、手っ取り早さもあると思いますが、今お話があり

ました企業長をつくるか、理事長をつくるかの違いだと思います。それと議会を置くか、理事

会でするかの違いだと思います。独法のほうには、事業評価をする機関ですから評議委員さん

を置きますけども、ですから私、これからつくる公営企業の全部適用であっても、もし議会の

議員さんが了解をいただければ、議会はそれを評価する、審査をする機関ですから、もしそう

いった評議員会が地方公営企業法を適用しても、必要であればそれをつくってもいいと思うん

ですね。それはこれからつくる機関ですから、そういったいいところがあればそれをしていく、

そして独法のほうの評議委員会は事後評価ではありますけども、地方公営企業は単年度予算を

組んでおります。独立行政法人の場合は２、３年の中期予算を先を見通しながら組んでいきま

す。これは理事会でどんどん決められます。独法と公営企業のどこが違うかというと、今言っ

たようなところと独法は理事さんですから、いつでも理事会を開いてどんどん決められると。

議会をもつと、議会を告示して招集してそしてそこで議していただかなければならないと。動

きが鈍いということでありますけども、先ほど議員さんからありましたように、地域の声を届

けるという意味であれば議会をやはり私は設けたほうが、新しい病院に地域の声が届くんでは

ないかと思っております。 
 独立行政法人でやったときの理事さん、数名だと思いますけども、その専門家が来ますので、

東京から来るかもしれません、町外から来るかもしれません、そういう人たちが黒字化目的に

病院運営をしていくんですね。そうした場合に町内で本当に医療に困っている人に手が差し伸

べられるかどうかという疑問はあります。そこに独法の場合は評価委員さんを入れる、そして

公営企業の場合は議会があり、また必要であれば評価委員を入れてもやぶさかではないかなと。

ですからこれからつくるあれですから、片方に独立行政法人というのも、もう分かっています

ので、できるだけそれに近い方法でいく。それと、あと職員が独法の場合は民間人になります。

公営企業法の場合は、特別地方公共団体の公務員ということになります。ですから富士川町の

職員でも市川三郷町の職員でもありません。新たにつくる公共団体の職員になります。 
 今、ＲＦＯが今度、病院機構ということで独法になっていきます。そこの職員の身分は国立

病院機構の同じ給料表を使います。ボーナスも３．９５出す、なんら公務員と変わっていませ

ん。そういったものをつくるんであれば、身分とかそういうものは別問題として看護師さんも

いろんなところの情報をとっていますから、あまりにも給与が低いとどんどんいいところへ行

きます。あまりにも高いというのもこれは問題があると思います。そこはやはり適正な報酬の

対価を払っていけるような、また皆さんが安心して勤めていただけるような病院体系を構築し

ながら、その中での運営形態を考えていけばいいんではないかなと思っております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 １０番、神田智君。 
〇１０番議員（神田智君） 

 地域の緊急医療体制を守るということですけども、これは基本契約書の第７条および第４条
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の会議から一定期間を経過した時点を目途として、経営形態の評価および見直しにかかる協議

を行うということになっておりますけども、この町長もそうですけど、議員も平成２６年４月

までは一応、任期ということで当然、代わるか継続するか、そこのところは分からないわけで

ございますけども、またその企業長、出向する一部職員につきましても人事により代わること

もあるわけですけども、経過してみないと分からないといえばそこまでですけども、その経営

形態の見直しというのは、そのまま順調にいっても赤字の場合には独法化も視野に入れるとい

うことも考えられるわけですけども、地域医療部会の中で、２６年７月に発足するわけですけ

ども、その中にここにありますような経営形態の見直しをするということがありますが、その

中でもし経営形態が非常に苦しいという場合には、そういう場合にはこの経営形態の見直しの

中で独法化もどうだというような話もしてはどうかということを考えるわけですけども、そこ

らへんについて伺いたいと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 当然、２６年４月１日のスタートですから、今ここで新たな経営母体である一部事務組合を

つくって、そしてまたそのあとにやっていただく、独法をつくっていくには時間的余裕がない

わけです。ですからスタート時期を考えると私は公営企業法の全部適用をしてスタートしたほ

うがいいんではないかなと。一定期間を経過したところで評価の見直しをすることになってい

ますので、この地方公営企業法の全部適用がやはりうまくなければ、当然そこでは独法化、あ

るいは別の方策がもしあれば、そちらを考えていくことになると思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 １０番、神田智君。 
〇１０番議員（神田智君） 

 私も各区会とか、あるいは敬老会とかいろんな機会あるごとに、鰍沢病院を取得するにはこ

の地域の緊急医療体制がなんとかできるんだということで、何か困ったら身近な鰍沢病院へ飛

んでいく、そのためのある程度の負担はやむを得ないよという話をしているわけですけども、

どうかこの経営統合という形の中で、この地域の緊急医療体制が確立できるような形態の病院

をつくってもらいたい。またそのために私も意見を述べていきますし、また協力をしていきま

すので、ぜひそういう体制をつくるということだけを約束してもらいたいと思いますけど。 
 以上で、質問を終わります。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 以上で通告２番、１０番、神田智君の一般質問を終わります。 
 続いて通告３番、４番、齊藤正行君の一般質問を行います。 
 ４番、齊藤正行君。 

〇４番議員（齊藤正行君） 
 それでは、通告に従いまして質問をさせていただきます。 
 先般行われました衆議院選挙において、富士川町、大変開票等が遅いということで先ほど総

務課長のほうから言い訳みたいな説明があったんですけど、正確にやるということが必要とい

うことも分かりますけども、もう少しスピーディーというのも考えていただければと思います。

ついちょっと申し添えさせてもらいました。 

 ３６



 １番目として町と議会の関係についてということで、今回、通告させていただきました。議

員の役割は予算・決算の認定、町全体の運営等、幅広くあります。合併の旧町の議会の役割に

違いがあるということの中で、各種行事への議員の参加については議会で決めることになりま

した。 
 ここにいくつかの問題点が出てきているということで、議会が決めたことであるんだから、

また議会が変えればいいというふうな意見もありますが、あくまでも事務的に調整をしたもの

だと。町の状況と議会の立場の中で、事務的に調整したものだというふうに私は理解をしてい

るところなんです。 
 そこで何点かちょっと問題を挙げさせていただきますが、保育所、小中学校の卒業式、入学

式、運動会、これは現在、議長あるいは教育厚生常任委員で対応することになっています。２３年

度の保育所修了式、小中学校の卒業式の分担表がありまして、それをちょっと見せていただい

たんですけど、特に小さいところ、別にそれを意図してそうなっているわけでもないと思いま

すけども、特に小さいところというのは同じ日に４カ所くらい行われている。そういうところ

はどうしても人数が少ないので、１人の議員が出席というようなことになっています。そうい

う中で、一般の町民の中から議員さんがというようなことも聞いています。別にそこに出たく

て言っているわけではなくて、やはりそのお祝いの場ということですよね。親御さんにすれば

お祝いの場ですよね。入学にしても卒業にしても、そういうときにちょっと寂しいんではない

かという声を聞いております。 
 こういうことが議会からも出てきていないという、担当の議員のほうからも出てきていない

ということなのでどうかなと思うんですけども、議員の１人が２日から４日ぐらい対応してい

るというのが現状なんですね。やはりそれも大変なことだろうと思います。職員からもそうい

うものに対して、声はあがっていないというのが今の現状で、ちょっとした気配りとかそうい

うものがあってどうなんですかという声があればいいのかなと考えます。 
 また敬老祝金、米寿のお祝いですが、２３年の１２月議会で井上勝議員が一般質問をしてお

ります。２２年は６６人が対象ということの中で、町長が２日にかけて全戸をまわったと。

２３年は９６人、２４年は１２３人ということになることによって、とても町長がまわりきれ

ないということの中で、区長会に説明をして区長会に配布のお願いをしたというふうに説明が

ありました。 
 私はそのとき、その変わったということについてはあまりよく知りませんでしたけども、そ

の後、町民からの中でお祝いをいただいたけども、町長が今までは来てくれて町長がお祝いの

言葉を述べたものが町長が来られなくなった、それはそれでいいだろうと。分かると。でもそ

の中にやはりお祝いのメッセージがひとつ入っているかいないか、これは大変な町民に対すれ

ば、感情とすれば違うものを受けるんだろうとこんなふうに思っております。 
 このときに議会でどうだというようなもし話があれば、これは議員が対応したって、私は決

して間違ったことではないと思うんですね。町民の皆さまのお祝いに対して議員が別に対応し

たって、決して私はおかしくない話だと思っています。 
 またもう１つは、先般の富士川まつりですけども、県外からお客さまがみえました。その中

で接客される人がいないということで、急きょその場で議長にお願いしたということも聞いて

います。私もその場にいたわけですけども、やはり来ていただける人に対して、受ける町とし

て対応するというのは当然のことだと思うんですね。そういう部分というのはしっかり、これ

 ３７



は議会も一緒になって、やはりいい町をつくっていくということは町も行政も同じだと思うん

ですよね。そういうところは一緒になってやってもいいんではないかなと、そんなふうに私は

思って今回この質問をさせていただきましたけども、そういう考えがあるかどうかお考えをお

伺いしたいと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 総務課長、志村廣文君。 
〇総務課長（志村廣文君） 

 齊藤議員のご質問にお答えいたします。 
 町や諸団体が主催する諸行事への議員の出席に関しましては、平成２３年８月の全員協議会

において議員の出席案内の方針が決定されているところであります。町ではこの方針に則り、

町や諸団体の行事において議員への出席案内をさせていただいているところであります。現在

の方針を議会の中で見直すということがあれば、必要に応じて町のほうと協議していただけれ

ばと考えております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ４番、齊藤正行君。 

〇４番議員（齊藤正行君） 
 今、議会のほうで見直すであれば町も協議はしていくということでございましたけども、先

ほども言ったように、やっぱりわれわれは町長も議員も、われわれは４年に一度の洗礼を受け

る、ひとつ言えば人気商売みたいなものなんですね。ですけども町の職員はこの町をいい町に

するために動かしている町の職員、職員はここにいるわけなんですね。だから私は職員がそう

いうことについて、本当に細かいことかもしれません。たしかに議員の立場からこういうこと

を言うとわがままを言っているみたいに聞こえる部分もあるかもしれませんけども、ちょっと

したことだと思うんですね。町民に対してちょっとした気遣い、心づかいというものがあれば、

こういうときはこういう対応をしたほうがいいのかなというのが、おのずと私は出てくると思

うんですね。そういう部分をやっぱりしっかり町として考えていただきたい。そんなふうに私

は思って今、質問をさせてもらっているわけです。 
 町としても今回、総合計画をつくるにあたっては何回も地区の公民館へ行って、これはやは

り町民の意見を聞きたくて、公民館にうかがって意見を聞いたというような経過があるわけな

んですね。そういうことからいけば、やはり町民の意見というのはいい町をつくっていくとい

うことに関しては、絶対必要なものだと私は思っています。だから議会がという部分だけでは

なくて、やっぱり率先して町も、町の職員もそういう考え方を持つというか、そういう気配り

ができるような職員になっていただきたいなとそんなふうに私は思うんですけども、そのへん

についてはいかがでしょうか。 
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） 

 先ほどありました富士川まつりの問題、それから敬老祝金の問題、いろいろご指摘をしてい

ただきました。これらの問題につきましては、町のほうも十分協議をさせていただく。それか

ら職員の意識の問題もありますので、こういったところにつきましても細かいところの配慮、
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そういうようなものを配慮しながら、いい町をつくっていきたいというふうに考えております

ので、これからもまた議員の皆さんのご指導をよろしくお願いしたいと思います。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ４番、齊藤正行君。 

〇４番議員（齊藤正行君） 
 ぜひ細かいことかもしれませんけども、ぜひともよろしくお願いしたいと思います。 
 次に移ります。 
 消防委員についてでございますけども、最近、富士川町で火災が多発しておりまして、消防

に関係するところでございますので、どうかまた防火については力を入れていただきたいなと

思います。 
 旧増穂町のときの消防委員の感覚をずっと持っておりまして、新しい町になって３年目に

入っているわけですけども、その当時は防災訓練、火災のときでも消防委員は駆けつけまして、

団員の労をねぎらったり、分団長との話し合いにも参加をしたとこんなような記憶があります。

しかし合併後、消防委員会は条例で消防行政の円滑化を運用するとあるように形が変わってき

ているということは、そのとおりだと思います。 
 そこで具体的な、どんな役割をするのかという部分において具体的なことがちょっと私も見

えてきていないのでお伺いしますけども、今、機能別分団について検討されていると思うんで

すね。機能別分団というものを今、検討している中においては消防委員会においてはどのよう

な形でもって議題になるのか、ならないのか。あるいはなるとしたら、いつぐらいになるのか

ということを例にとりながら、説明をお願いしたいと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 総務課長、志村廣文君。 
〇総務課長（志村廣文君） 

 それでは、齊藤議員の質問にお答えいたします。 
 消防委員会の役割につきましては、本町消防力の十分な発展に資するとともに消防行政の円

滑な運営を図ることを目的に設置をさせていただいております。消防委員が調査および審議す

る内容は消防団に関する重要事項、消防団員の服務、待遇や消防施設の改善等であります。こ

れまでの委員会においても消防団体制の検討や消防事業における内容精査など、消防行政の運

営について協議されております。 
 先ほど質問にありました機能別団員につきましても、消防団体制における重要な事項である

と考えておりますので、委員会において協議し意見をいただければと考えております。 
 現在、機能別消防団員については消防団の幹部会において調査・検討を重ねておりますが人

選や要綱等、具体的な素案ができ次第、委員会と協議をし、来年度には設置をしていきたいと

考えております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ４番、齊藤正行君。 

〇４番議員（齊藤正行君） 
 協議をしながら委員会にも諮っていくということでございますけども、来年度からという。
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２３年の６月にこの問題を私が一般質問をしているんですよね。それが来年のということにな

れば、やはりスピード感がないということを非常に感じるわけですよね。そういう地域の問題

なんですから、やっぱりスピード感を持って、危機感を持ってやっていただければと思います。 
 消防委員において、年に一度、会議を開く。また臨時会を開くことができるということになっ

ているわけで、もっと早くすることを考えていけば、臨時会を開いて臨時会に諮るというよう

なこともできるんではないかと、こんなふうに思っております。 
 そういう中で次に移りますけども、富士川町消防委員会条例の第３条の２に消防職員および

消防団員の服務、待遇および消防施設の改善その他、消防に関して町議会に建議するというこ

とが謳われております。消防団員の服務、待遇について議会に建議をするということについて、

私はその内容はちょっとおかしいんではないかなとこんなふうに思うんですけども、ここらへ

んのことについてちょっとお考えをお願いしたいと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 総務課長、志村廣文君。 
〇総務課長（志村廣文君） 

 齊藤議員の質問にお答えします。 
 消防団員の服務等につきましては富士川町消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条例

で定められております。条例の内容の改正等の観点から考えますと、条例改正には議会の議決

が必要であります。こうしたことから服務等に関して議会に建議することについては、これは

消防委員の条例でありますけど、第３条の条文のとおり委員会の所掌事務の１つとして認識し

ております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ４番、齊藤正行君。 

〇４番議員（齊藤正行君） 
 議会の議決が必要ということであるならば、そこでいくならば、議員がその中に入らなくて

も私はいいんではないかなと思います。服務等の待遇について、これは町が消防団、別の組織

に消防団を設置しているわけです。これに対して予算等の問題については当然、議会の議決も

必要だろうと思いますけども、その職務の内容についてまで議会に建議する、この部分は私は

必要がないだろうと。であればすべての、団員の人数から何からすべて議会へということにな

るわけではないかと思うんですよね。このへんは、条例を見直す必要があるんではないかと思

います。 
 それからちょっと調べた中で、条例がない市町村もあります。ある中において、９つの町に

おいては建議という言葉は入っていません。議会に建議するということは入っていません。残

り、また９つは建議するという言葉が入っています。それをちょっと調べてみましたけども、

その内容が実はほとんど同じなんですね。建議するという文言の入っている町の条例というの

はほとんど同じ内容なんです。ですからどこかが前につくったものをそのまま適用しているの

か私にも分かりませんけども、そっくり似たような文言になっているわけです。それから逆に

議会に建議という言葉がないところはしっかり、そこは町なり市がやっていきますよという条

例に変わっているんです。おそらく私は変わったものではないかと私はそう思います。そうい

うことも含めて、１回見直すというような部分についてはいかがでしょうか。 
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〇議長（芦澤益彦君） 
 総務課長、志村廣文君。 

〇総務課長（志村廣文君） 
 ご指摘のとおり今、１８市町村でこの消防委員会の条例が定められておるところですけども、

たしかにこの９つの町村については、この建議という言葉が入っておりません。この上部の法

律等でもどうでもこの建議という言葉を入れろということはありませんので、この所掌条文の

中でこの建議という言葉を、また協議をしながら見直しをするということも考えていきたいと

思っております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ４番、齊藤正行君。 

〇４番議員（齊藤正行君） 
 ではもう１点だけ、今の議会のほうはいろいろな審議会等について、議員が入ることがいい

か悪いかというようなことも、今、協議をしているところでございますけども、率直に総務課

長さんのお考えで結構ですから、これに今のことも含めて議員が入るということについては、

お考えはどうでしょうか。 
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） 

 それでは、齊藤議員の質問にお答えします。 
 本条例の委員構成で議員が委員となることに関しては、県下市町村の条例を見ても議員を明

記している自治体、していない自治体ともに見受けられます。 
 委員会の組織構成に議員が含まれることについては、自治法の本旨に則り住民の代表である

議員が委員として構成されることも問題ないと認識しております。しかしながら必要に応じて

は、組織構成の議員から見識を有する者への変更等も含め、今後関係機関と協議し検討をさせ

ていただきたいと思います。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ４番、齊藤正行君。 

〇４番議員（齊藤正行君） 
 しっかり検討をしていただきたいと思いますし、またその前に議会のほうで結論が出るのか

も分かりませんけども、よろしくお願いいたします。 
 それでは、次に移ります。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 齊藤議員、一般質問の途中ですがここで暫時休憩をします。 

休憩 午前１１時１０分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午前１１時２２分 
〇議長（芦澤益彦君） 

 休憩を解いて再開します。 
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 ４番、齊藤正行君。 
〇４番議員（齊藤正行君） 

 続きまして、休所している保育所についてお伺いをいたします。 
 現在、３カ所の保育所が休所となっておりますが、休所中の建物とか遊具等の管理等、それ

らはどのようになっているのかお伺いいたします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 子育て支援課長、秋山千秋さん。 
〇子育て支援課長（秋山千秋君） 

 齊藤議員の、ただいまの質問にお答えいたします。 
 休所中の保育所の管理は保育士が定期的に草取り等を行っておりますが、園庭にある遊具の

保守点検は行っておりません。また建物の火災共済保険には加入しております。 
 以上でございます。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ４番、齊藤正行君。 

〇４番議員（齊藤正行君） 
 保育士が定期的に建物は管理しているということで、遊具については行っていないというよ

うな答弁でございました。特に人がいないというかそういうところに遊具もあるわけでして、

建物についても同じですよね。中に誰かが侵入したとか、もしそういうことがあれば大変な部

分もあると思います。そういう中でやっぱり心配をしているのが、仮に子どもが入って遊具で

遊んで、もしケガをしたらという部分になると、やはり責任問題は町にくるんだろうとこんな

ふうに思います。 
 特に五開へき地保育所ですよね。あと２カ所の平林へき地保育所と中部については、隣接し

ているところに学校があって、学校の問題ももちろんあるわけですよね。学校があって、保育

所の再開をというような部分について、学校のことも関係があるんだと思いますし、そういう

特に離れたところにある五開なんかにおいては、やはりもう再開はというような部分について

は、地域の意見を聞くとかそういうことが必要だと思いますけども、そのへんについては、五

開については何かそういうような話し合いとかという場があったんでしょうか。現在は。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 子育て支援課長、秋山千秋さん。 
〇子育て支援課長（秋山千秋君） 

 お答えします。 
 現在はそのような要望といいますか、話はございません。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ４番、齊藤正行君。 

〇４番議員（齊藤正行君） 
 このあと平林へき地保育所について伺いますけども、そういう観点からしてどちらにも同じ

ことが言えるんですけど、特に五開の場合は学校もなくなっているという部分で、おそらく再

開は難しいんではないかなというのは私も感じるところです。 
 それで平林のほうへ移らせていただきますけども、平林保育所については昭和３７年に建て

られた建築基準適合外の施設でありまして、平成１５年から使われていないということで大変
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古い建物が、今までもそのままにして置かれているというようなことになっています。保育所

の再開を待つということが前提にあるからこそ、休所ということにしているんだと思いますけ

ども、やはり建物が古くなって、おそらく１５年から使われていない木造の建物であれば、お

そらくここで再開といってもそのままでは使えないと。かなり手を入れなければ使えないと、

こんなふうに思っています。そこにやっぱり小学校の問題というのもあるだろうと思うし、そ

れは学校のほうは学校のほうで今やっていただいているということは聞いております。そうい

うことを含めて、地元の人たちと１回話し合いを持つ必要があるんではないかなと。これは五

開のほうも同じことだと思いますし、そんなふうに思いますけどもこのへんについてのご意見

はいかがでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 子育て支援課長、秋山千秋さん。 
〇子育て支援課長（秋山千秋君） 

 平林へき地保育所については、早急に地域の方々とこれからのことについて話し合いの場を

設けたいと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ４番、齊藤正行君。 
〇４番議員（齊藤正行君） 

 いろんな面から問題が難しい部分もあると思うんですけども、建物のこと、あるいは遊具の

こと、再開のこと、小学校のことといくつもあると思いますけども、ぜひ一度、地元の方々と

話し合いをもっていただいて、どうしていくかということは決めていただきたいなと思います。 
 続きまして、下水道事業についてでございます。 
 富士川町の下水道事業工事が実施されてから、一部供用開始がされたのが平成５年かと思い

ますが、現在、町の整備状況、今後の予定について伺います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 上下水道課長、細野幸男君。 
〇上下水道課長（細野幸男君） 

 齊藤議員のご質問にお答えします。 
 本町の下水道事業は、釜無川流域下水道の関連公共下水道事業として昭和６２年から山間地

を除く市街地で下水道計画区域として事業に着手し、適宜事業拡大をしてまいりました。下水

道の整備状況でありますが、釜無川浄化センターおよび流域幹線が整備されました町の東部か

ら西側に向けて整備を進め、平成２３年度末までに長沢、大椚、青柳町、天神中条、鰍沢、駅

前通り地区においておおむね整備が完了し、全体計画５０４．２ヘクタールに対して整備済み

面積３６６．８ヘクタール、整備率で７２．８％となっております。 
 今後の整備予定でありますが、下水道の整備が遅れています最勝寺、大久保、米、小林地

区を重点的に整備し、平成３７年度までには計画区域全域が整備できるように鋭意努力してま

いります。 

 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ４番、齊藤正行君。 
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〇４番議員（齊藤正行君） 
 全域が３７年というようなことでございますけども、もともとかなり遅れているということ

が否めない問題であると思っております。もちろん予算的な問題にしても、また工事を行って

もつないでいただけないという部分もあるということでございますので、大変難しい問題であ

るとは思います。 
 次に小林の地域についてでございますけども、６２年から今、下水道の整備をされていると

いうことで、２３年度末で７２．８％という今、説明がありました。小林は整備が遅れている

区の１つに入っているということで名前が挙がったわけですけども、小林について私の住んで

いるところも竹重というところに住んでいまして、このへんのことについてもう少し詳しく分

かれば説明をお願いしたいと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 上下水道課長、細野幸男君。 
〇上下水道課長（細野幸男君） 

 小林地区の設置状況について、お答えいたします。 
 小林地区の公共下水道は平成元年に長沢区側から事業を着手し、平成２３年度末までに小林

区の約７割の区域を整備してまいりました。公共下水道の整備につきましては、５年から７年

に整備を行う区域を事業計画区域と定め、許認可を得てから整備しており、現在、小林区の事

業計画区域は平成２６年度までに事業を行う区域として、竹重地区を除く区域で事業を実施し

ております。 
 未整備地区となっている竹重地区および近年の宅地化による新興住宅地については来年度、

全体計画を見直す中で上位計画である流域下水道事業と整合をとりながら、平成２６年度に下

水道法および都市計画法の認可申請を行い、許認可後、事業着手をしていく予定であります。 
 以上であります。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ４番、齊藤正行君。 

〇４番議員（齊藤正行君） 
 今、２７年というようなことでございますけども、私たちの地域においては下水道というこ

とももちろんなんですけども、下水と一緒に水道管の埋設をしていくという部分があると思い

ます。それについてはやはり今、特に私の地域なんかは下水というよりか、水道のほうをとい

うような思いがあるわけですけども、そういう中で今、地域の人たちが思っているわけで、私

もいつごろできるんだということを言われますので、今日質問させていただきましたが、でき

るだけ早く整備をしていただきたいと思っていますので、よろしくお願いしたいと思います。 
 以上で質問を終わります。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 以上で通告３番、４番、齊藤正行君の一般質問を終わります。 
 続いて通告４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、公立学校施設の非構造部材の耐震対策について伺います。 
 全国の公立小中学校で天井や照明器具、内外壁、設備機器、窓ガラスなどの非構造部材の耐
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震率が３２％に留まっている実態が文科省の調査で明らかとなりました。学校の構造体の耐震

化率が８５％まで進み、建物自体の強度が高まっているのに比べ、天井や照明器具などによる

二次被害を防ぐ取り組みは、大幅に遅れているといえます。 
 実際に東日本大震災の発生時には天井材の被害が１，６３６校、照明器具の被害が４１０校、

外壁の被害が９６８校あり、しかも学校施設の損傷が軽微な場合でも生じていたのです。この

点を看過せず対策を急がなければならないと思いますし、何よりも小中学校は子どもたちの活

動の場であるとともに、災害時には地域住民の応急避難場所としての役割も果たす場所でもあ

ります。学校施設の安全確保の優先度は高いと思っております。しかし非構造部材の耐震化の

第一歩となる耐震点検は全国小中学校の４割弱が実施していない。また教職員らによる定期点

検も５割以上が未実施の、未定のままである。 
 このような状況を踏まえ、文科省は本年４月２６日、学校施設の非構造部材の耐震対策に積

極的に取り組むよう通知を出し、さらに６月８日に点検にかかる財政支援については文科省の

学校施設環境改善交付金、国交省の社会資本整備総合交付金等の交付金を活用し、学校施設の

非構造部材の点検や天井等、照明器具、内外装材、バスケットゴール等の落下防止対策を進め

る通知を出しています。 
 １点目の質問です。 
 本町においては、小中学校の点検がいつどのような方法で実施したのかを伺います。 

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） 
 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。 
 学校施設の非構造部材の耐震点検につきましてはテレビの設置や書棚、薬品棚等、目視でで

きる施設設備は学校職員により常時、点検をしております。また増穂小、鰍沢小、増穂中、鰍

沢中の校舎および鰍沢中体育館につきましては、建築基準法第１２条の規定による特殊建築物

の定期調査の対象となっており、建築物全体の劣化、損傷の状況、照明器具などの調査を今年

９月に実施いたしました。 
 なお、調査対象校であっても天井などの点検、調査対象外の学校や校舎、体育館につきまし

ては、まだ点検は実施しておりません。 
 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、課長のほうから建築基準法１２条という話があったんですけども、課長、建築基準法の

１２条というのに非構造部材というのは入っていますか。これはあとで質問しようと思ってい

たんですけども、１２条の中に非構造部材というのは入っていますか。その特殊建造物の中に

それは入っていますか。入っていないですか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 教育総務課長、川手貞良君。 
〇教育総務課長（川手貞良君） 

 お答えさせていただきます。 
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 建築基準法の中に建築物全体の劣化とか損傷の状況、照明器具という調査項目がありまして、

これにつきましては非構造部材の内容と一致するということもありまして、現在ガイドブック

の中にこれらを活用するということも記載されておりますので、今回はこの内容でお答えさせ

ていただきました。 
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） 

 それは課長、違いますよ。１２条の中にちょっとあとで出てくると思うんですけども、２条

３号だったと思ったんですけども、その中には建築設備とありますよね。建築設備の中には、

照明器具は入っていないんです。非常灯ですよ。照明器具と入っているんですけども。それは

違いますよ。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 教育総務課長、川手貞良君。 
〇教育総務課長（川手貞良君） 

 お答えさせていただきます。 
 調査結果の中に建築物の内部という調査項目がありまして、私のほうの内容の取り方になる

かとは思いますけども、照明器具、それから懸垂物等ということで、照明器具、懸垂物等の落

下防止の状況というような項目がありますので、一応これを対象ということでお答えさせてい

ただきました。 
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） 

 ではこれ以上質問しませんけども、さっき言った建築基準法２条３号による定義には建築物

に設ける電気、ガス、給水、換気、暖房、冷房、消火、排煙、もしくは汚物処理の設備、また

は煙突昇降機、もしくは避雷針と謳ってあります。だからこれは違いますよ。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 堀之内議員に伺います。 
 それは何を求めているのですか。 

〇９番議員（堀之内美彦君） 
 今、答弁の中に非構造物の検査というのがあったんですけども、非構造物というのを今、建

築基準法の１２条を適用してそれをやったというんですけども、これは非構造物の検査とは違

うんです。これは。そのことを今、１２条と言いましたから、その１２条のことを言ったんで

すけども。１２条の中には非構造物と入っていないはずなんです。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 １２条の中へ照明が入っていないということですか。 
 内部のものに入っているということに、教育総務課長は言っていますが。 
 教育総務課長、川手貞良君。 

〇教育総務課長（川手貞良君） 
 ガイドブックの中に法定点検等の活用による効率的な実施という項目がございまして、点検

および対策を総合的かつ合理的に実施するため、点検項目によっては建築基準法第１２条の規
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定に基づく調査、または点検を活用することができるということになっておりまして、先ほど

議員さんのご指摘にありました照明器具、懸垂物等という項目がこの中にありましたので、そ

ういうことでお答えをさせていただきました。 
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） 

 分かりました。 
 では、あと１点聞きますけれども、そのガイドブックというのは何年に出たものですか。 

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） 
 ２２年の３月の発行ということで出ております。 

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） 
 昨年の３．１１の東日本大震災ありましたけども、今聞きましたら２２年ということなんで

すけども、やはり去年の３．１１以後というのは防災に対しての認識というのを一変しなけれ

ばいけないと思っているんです。 
 そういうふうなことで次の質問に移りますけども、今、学校のほうで点検したということな

んですけれども、この学校のほうからの詳細な報告というのは教育委員会のほうに上がってい

ますか。 
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） 

 詳細な報告ということはございませんけども、一応、書棚、薬品棚等の設備の耐震対策につ

きましては、実施をしているということで報告は受けております。 
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） 

 今年の４月２６日に、学校施設非構造部材の耐震対策の推進についてという通達が出ていま

すけれども、今後これに則って非構造部材の点検をしていくという考えはありますか。 
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） 

 この非構造部材のものにつきましては学校でできるもの、また学校設置者が実施するものと

いうことで分かれておりまして、学校の部分につきましては常時点検という、学校のほうで点

検はさせていただいております。 
 設置者ができるものということの中で、先ほど申し上げました第１２条に基づいた検査を実

施しているということ、それから対象外のものについてはまだ実施していないという状況でご

ざいます。 
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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、今年の９月１８日に文科省から出た学校施設の天井等落下防止等の推進についてと

いうのがあるんですけども、これは課長お持ちですか。これはかなり細かいことが出ています

よね。これに則ってやっていくかどうかということを聞きたいんです。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 教育総務課長、川手貞良君。 
〇教育総務課長（川手貞良君） 

 今後、耐震化のガイドブックがございますので、そのガイドブックに沿って、ほかの事業も

ございますけども、検討していき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。 
〇９番議員（堀之内美彦君） 

 （２）に移ります。 
 耐震対策が必要とされた学校はどの程度あり、対策はどのように進めているのかということ

なんですけど、ちょっと質問が一緒のようになってしまったんですけど、今、本町の学校で差

し当たってすぐやらなければならないというのはどのくらいありますか。 
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） 

 耐震対策につきまして、必要個所につきましては、目視などの点検の結果で書棚など、また

パソコンの転倒防止などの対策が一部必要となっておりました。また先ほど申し上げました特

殊建築物定期調査の結果といたしましては、校舎にかかる指摘事項はございませんでした。 
 なお、点検とは別に増穂中学校では窓サッシがスチール製であり、老朽化による耐震対策が

必要となっております。また、このほかガラスの飛散防止対策が必要な学校もありました。対

応策につきましては、書棚などは金具などによる固定の対策を順次講じております。また２３年

度には増穂小学校において、使用されていなかった天上吊り下げ式のスチーム暖房機の撤去を

行っております。なお、窓ガラスの飛散防止や大規模改修が必要な場合につきましては、今後

学校の老朽化に伴う修繕と合わせて、対策を講じ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） 
 課長にお聞きしますけども、今まで耐震化の、学校の構造物の耐震化のことについての相談

の窓口というのはありましたよね。相談窓口というのは。国のほうに。ご存じですか。 
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） 

 国のほうの耐震についての窓口というよりは、町といたしまして県の教育委員会のほうと耐
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震対策については、報告とか相談はさせていただいております。 
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） 

 今年の１０月から、今度は国のほうに非構造物の耐震に対することの相談窓口というのが出

たんです。そちらのほうもよく調べてもらいたいと思いますけども、お願いします。 
 次の質問に移りますけれども、一応、国のほうとしては２７年度までに非構造部材のほうを

全部耐震化するようにということになっているんですけども、今、町のほうではどのようにお

考えでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 教育総務課長、川手貞良君。 
 堀之内君、質問の要旨にありますか、ただいまの質問。再質問で、関連していますか。 

〇９番議員（堀之内美彦君） 
 同じ質問ですよね、最初したのは。非構造物を、国のほうとしては最終的には２７年度まで

という流れになっているんです。それを今、町のほうで非構造物に対する学校施設のほうを

２７年度までにする予定があるかどうかということを今、聞いているんです。 
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。 
 ２７年度までにつきましては、構造物の耐震化につきましても２７年度という目標を立てて

やっておりまして、これは一応、補助金等の関係もございますので、２７年度ということで決

められているところだと思っております。 
 まだ現在、耐震化が未実施の建物、それから耐震診断がまだされていない建物もありますの

で、そちらのほうも優先しながら、今後ガイドブックに沿って点検等を実施して施設の非構造

部材の耐震対策もしていき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。 
〇９番議員（堀之内美彦君） 

 分かりました。よろしくお願いします。 
 次に移ります。これは２番です。次に町の所有する公共施設の非構造部材の耐震化対策につ

いて伺います。 
 町の所有する公共施設は、災害時緊急避難所ともなっています。利用者、避難者の安全確保

のために早急な点検や必要な対策を図るべきと考えるが、見解を伺います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 財政課長、田辺明弘君。 
〇財政課長（田辺明弘君） 

 堀之内議員のご質問にお答えをいたします。 
 現在、災害時緊急避難所に指定されております町の公共施設につきましては学校施設、保育

所を除きまして耐震対策としての非構造部材の点検は特に行っておりません。しかし、建築基
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準法第１２条の規定によります特殊建築物に該当する公共施設につきましては、学校施設と同

様に建築物の劣化、損傷の状況や照明器具などの建築設備について定期的に調査を行っており

ます。 
 町の公共施設の中には、耐震診断が未実施の建物や耐震診断がなされていないものもござい

ますので、建物自体の耐震化を優先的に進めてまいりました。非構造部材の耐震対策につきま

しては今後、点検対象を検討いたしまして、可能な対策、指導を徹底する中で防災、減災に努

めてまいりたいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ９番、堀之内美彦君。 

〇９番議員（堀之内美彦君） 
 今、答弁の中にあったんですけども、建物の耐震化を優先的に進めるとの答弁ですが建物自

体の耐震化はどの範囲を言うのか。またどのような優先順位で行っていくのか、お聞きします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 財政課長、田辺明弘君。 
〇財政課長（田辺明弘君） 

 建物の耐震化につきましては、公共施設の耐震化につきましては、これまで子どもたちの使

用する保育所、小中学校を優先して進めてきたところでございます。 
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、３点目の質問になりますけども、さっき課長のほうから答弁があったんですけれども、

点検対象を検討し、可能な対策を指導・徹底する中でとあったんですけども、その指導という

のはどこへ指導をするわけですか。 
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） 

 ご指摘の公共施設いろいろ、町が直接維持管理しているものと各地区に維持管理をお願いし

ている施設があるかと思いますけども、特に公民館等につきましては、建物自体が先ほどから

ちょっと申し上げさせていただいていると思いますが、建物自体が耐震化されていないという

建物がございますし、すでに耐震化されている建物もございます。そういった建物につきまし

て、先ほどの学校施設と同じように目視による点検、それから転倒防止等の措置等につきまし

て、関係課を通じまして建築基準法の規定による建築物の該当の調査と合わせまして指導をし

てまいりたいというように考えております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ９番、堀之内美彦君。 

〇９番議員（堀之内美彦君） 
 その指導というのは、例えば地区公民館を持っている区のほうに指導するということですか。 
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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） 
 それぞれ施設を維持管理しているところがございますので、指定管理でございますとか、そ

れぞれ管理しているところがございますので、そちらを通じまして指導を徹底してまいりたい

ということでございます。 
 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） 
 今、課長のほうから答弁の中であったんですけど、例えば地区公民館の場合は、ここの場合

は耐震点検とか耐震対策というのは、これはどこで行いますか。地区公民館を持っている区で

やるのか、それとも地区公民館を所有している町でやるのか。ここをお聞かせください。 
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） 

 所有につきましては、町が所有しておりますので診断的には町のほうで実施していかなけれ

ばならないかと思います。 
 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） 
 さっき、耐震点検、それから耐震対策はどこでするのか。 

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） 
 先ほどの訂正も含めまして説明させていただきます。 
 公民館と申し上げましたのは、各地区の公民館がございますが、町の所有している公民館に

つきましては中央公民館、今、町民会館だけになりますのでこういった施設については町が直

接実施するような格好になると思います。 
 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） 
 地区公民館のほうのことも。今、中央公民館のほうはまた、あと齊藤議員のほうから質問が

あると思いますけども、このことに関しまして、地区公民館のほうをお聞きしたいんですけど

も。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 財政課長、田辺明弘君。 
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〇財政課長（田辺明弘君） 
 各地区の集会施設、公民館につきましては維持管理を各地区にお願いしておりますので各地

区で実施していただくような格好になるかと思います。 
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） 

 課長の答弁というのは点検にしても、それから例えば耐震対策にしても区のほうでやるとい

うことですね。そのことを指導するということでしょうか。 
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） 

 そのとおりでございます。 
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） 

 では次に移ります。次に通学路の安全対策について伺います。 
 平成２４年版交通白書によると昨年１年間の交通事故死者数は４，６１２人で、１１年連続

の減少となり、交通戦争といわれたピーク時の３割減になりましたが、負傷者は今なお８５万

人を超え、いまだ交通戦争は終わっていないといっても過言ではないと思います。しかも死者

数の中で、歩行中が占める比率が上昇しています。交通事故死者数を状態別に見た場合、

２００７年までは自動車乗車中が最多でしたが、２００８年以降は歩行中が自動車乗車中を上

回り、最多となるようになりました。 
 本年４月２３日、京都府亀岡市で軽自動車が集団登校中の児童と保護者の列に突っ込み、３人

が死亡、７人が重軽傷を負うという痛ましい事故が発生し、その後も各地で登下校時の児童が

死傷する事故がたて続きに発生しました。 
 公明党は本年４月２６日、通学路の安全対策プロジェクトチームを設置し、チームは５月

１６日、文部科学大臣に対し通学路の安全対策について緊急提言を行いました。その結果、５月

３０日、文部科学省、国交省および警察庁から通学路における緊急合同点検等実施要領が発せ

られ、本年８月までに学校による危険個所の抽出、学校・保護者・道路管理者および地元警察

による合同点検の実施および対策必要個所を抽出することとなっていますが、本町ではいつ実

施したのか。また、その総点検の結果を伺います。 
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。 
 通学路の合同点検につきましては８月３１日に道路管理者、鰍沢警察署、学校関係者および

町関係者で実施いたしました。点検の結果、対策必要個所数は９カ所となりました。内容につ

きましては、道路管理者による対策としてガードレールの設置、交差点への車止めポールや歩

行者の停止線の設置、路肩のカラー化などとなっておりました。また警察による対策として信

号機の設置、学校による対策として通学路の変更と児童への交通安全指導となっております。 

 ５２



 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） 

 （２）のほうに移りますけども、今年の１１月までに対策個所に対する対応ぶりを国のほう

に報告するということになっていると思うんですけど、報告内容はどのようなものなんでしょ

うか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 教育総務課長、川手貞良君。 
〇教育総務課長（川手貞良君） 

 ご質問にお答えさせていただきます。 
 国への報告につきましては、１１月末現在の実施状況を報告することになっております。報

告内容といたしましては、交差点への車止めポールの設置個所、それからすでに予算化されて

おります通学路の路肩のカラー化の実施予定について、報告をさせていただいております。 
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、報告をしたということなんですけど、この報告によって国のほうからの支援というのは

決まりましたか。まだ決まっていないですか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 教育総務課長、川手貞良君。 
〇教育総務課長（川手貞良君） 

 お答えさせていただきます。 
 国からの支援というか補助事業のことだと思いますけども、一応これにつきましては、車止

めポールにつきましては県道に関するものですので、県のほうで設置をしていただいておりま

す。また通学路の路肩のカラー化につきましては、先般９月に補正をさせていただいておりま

す。補助事業については、まだ今後、されるということになってくるかと思いますけども、ま

だその具体的な補助事業については、こちらのほうに示されておりません。 
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１０月のたしか２８日か２９日だったかと思うんですけども、国のほうで経済対策と

いうことで、予備費のほうから８千億円を出すということを閣議決定したんです。その中に通

学路に使うことが４５億円あるんです。これはもう予算の割合として県のほうに入っているん

です。これは１２月の上旬には、各自治体のほうにおろすという話になっているんですけど、

今、課長の答弁だとまだ入っていないようなんですけど、たぶんまた近々あると思うんです。

またありましたら、ぜひともそれを活用して、また道路の補修なりなんなりやってもらいたい

と思っているんです。 
 大体この間、今、国のほうへ報告した内容というのは全国で６万６千件、報告が上がったん

です。この４５億円を使うと大体１万８千カ所が改修できるという予定なんです。ですからま
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たそれが入りましたならば、ぜひとも改修のほうに力を入れていただきたいと思います。よろ

しくお願いします。 
 最後の質問になりますけども、次に子ども子育て支援三法の具体化について伺います。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 まだ途中ですよ。３と４。 

〇９番議員（堀之内美彦君） 
 すみません。では緊急合同総点検の結果を点検のための点検に終わらせないために、目に見

える諸対策の迅速かつ計画的な実施を図るべきではないかと考えますが当局の考えを伺います。 
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。 
 子どもたちの安全確保のため、点検結果の早期実現は必要だと考えておりますので、点検個

所以外の通学路のカラー化や鬼島地区のかさ上げによる歩道の設置、町営バスのバス停の変更

など道路管理者や警察署と連携し、順次計画的に対策を講じてまいります。 
 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） 
 ４番に移ります。 
 本来、通学路の点検は継続的に行われなければならないものと考えますが、今後どのような

形で継続していくのか、当局の考えを伺います。 
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。 
 通学路の安全点検につきましては、毎年学校においてＰＴＡや教職員により通学路の安全点

検を実施しております。今後も皆さまの協力をいただく中で危険個所の把握のため、継続した

点検を実施していきたいと考えております。 
 以上でございます。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 一般質問の途中ですが、ここで暫時休憩といたします。 
 再開は午後１時とします。 

休憩 午後１２時０６分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午後１２時５８分 
〇議長（芦澤益彦君） 

 休憩を解いて再開します。 
 ９番、堀之内美彦君。 

 

 ５４



〇９番議員（堀之内美彦君） 
 最後に、４つ目の質問に移ります。子ども子育て支援三法の具体化について伺います。 
 社会保障と税の一体改革の一環として、先の通常国会では子育て環境の充実を図る子ども子

育て関連三法が成立しました。三法案の趣旨として、すべての子どもの良質な成育環境を保障

し、子ども子育て家庭を社会全体で支援することを目的として子ども子育て支援関連の制度財

源を一元化して新しい仕組みを構築し、質の高い学校教育、保育の一体的な提供、保育の量的

拡充、家庭における療育支援の充実を図るものとしております。 
 国においては、平成２５年４月に子ども子育て会議が設置されます。子ども子育て支援法第

７７条には、地区町村において地方版子ども子育て会議を設置することを努力義務としており

ます。子育て家庭のニーズを把握して施策を行う仕組みは、国のみならず地方においても極め

て重要と考えます。本町においても子育て家庭のニーズがより一層反映できるよう、来年度か

ら子育て当事者等をメンバーとする合議制機関を新たに設置することが必要と考えます。本町

では設置する考えはあるのか伺います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 子育て支援課長、秋山千秋さん。 
〇子育て支援課長（秋山千秋君） 

 それでは、ただいまの堀之内議員のご質問にお答えします。 
 国における子ども子育て会議は子ども子育て支援法に属する重要事項を処理するほか、内閣

総理大臣の諮問に応じる機関であり、地方版子ども子育て会議は町の進める子育て施策保育所

等の定員計画や子育て支援計画に、地域の子育てニーズが反映されているかを審議する機関と

して位置づけられております。子ども子育て支援法に伴う合議制機関の設置につきましては、

今後の国の基本指針等の動向を注視しながら検討していきたいと思います。 
 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） 
 （２）に移ります。 
 支援法の制定により自治体が事業計画を策定することとなっています。事業計画の策定は

５年計画でありますが、計画策定にあたっては国の基本方針に基づき子育て家庭の状況、ニー

ズを把握することが求められます。平成２７年からの本格施行に向け、事業計画策定に向けた

ニーズ調査のための経費を計上することが必要と考えますが、当局の考えを伺います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 子育て支援課長、秋山千秋さん。 
〇子育て支援課長（秋山千秋君） 

 質問にお答えします。 
 ニーズの調査のための経費につきましては、調査項目を平成２５年４月に設置する国の子ど

も子育て会議で議論した上で、基本的な指針を示すとされております。したがって、国の制度

行程等から鑑みますと９月、または１２月の定例会の際に予算要望をさせていただきたいと考

えております。 
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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） 
 よろしくお願いします。 
 次に３番に移ります。新制度の移行にあたり、事業計画や条例の策定など関連部署の連携の

もとで膨大な準備が必要と思っております。新たな制度への円滑な移行を目指し、本町におい

ても速やかに準備組織を立ち上げ、対応すべきと考えますが当局の考えを伺います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 子育て支援課長、秋山千秋さん。 
〇子育て支援課長（秋山千秋君） 

 お答えします。 
 新制度に関する詳細な情報はまだ国から示されておらず、平成２５年４月に設置される国の

子ども子育て会議の中で議論検討される事項が多いと認識しております。町では事業計画であ

る子育て支援計画や必要な規定の整備にあたっては、関係部署との連携を図る中で対応してま

いりたいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ９番、堀之内美彦君。 

〇９番議員（堀之内美彦君） 
 ４番に移ります。利用者に対して、新たな制度についての情報を提供するとともに身近な場

所で気軽な相談にも応じられる体制を整えていくことが必要と思っております。本町において

も来年度から実施すべきではないかと考えますが、当局の考えを伺います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 子育て支援課長、秋山千秋さん。 
〇子育て支援課長（秋山千秋君） 

 お答えします。 
 新たな制度の情報提供につきましては詳細が分かり次第、速やかに広報等でお知らせしたい

と思います。また身近な場所での相談体制につきましては子育て支援課、児童支援、児童保育、

母子保健担当、それから保育所、児童センター、児童クラブなどで相談業務を行っております

が、さらなる連携を図る中で充実した相談体制の構築に努めてまいりたいと思います。 
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） 

 これから事業計画をつくってもらうわけですけども、これは質問ではありませんけども、１つ

だけお願いしておきます。今回のこの予算というのは、年間１兆円の予算だと思うんです。そ

れとまた恒久財源ということであって、本当にこの計画をしっかり立ててもらって、本町にお

いてもこうやってお母さん、お父さんたちが安心して子育てができるような計画をつくってい

ただきたいと思いますけど、お願いします。 
 以上で終わります。 
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〇議長（芦澤益彦君） 
 以上で通告４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５番、３番、秋山貢君の一般質問を行います。 
 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 それでは通告に従いまして、質問させていただきます。 
 まず１点目ですけれども、町の顔としてのＪＲ身延線鰍沢口駅の活用と今後の交通計画につ

いてということで、（１）ですけれども、現在ＪＲ身延線鰍沢口駅の乗車人員数の１日平均は

１７７人といわれております。年間で３６５を掛けると６万４，６０５人になる計算です。ま

たお隣の市川三郷町の市川大門駅は１日平均４９２人で、年間では１７万９，５８０人という

計算になります。大法師の桜まつりには、少ないでしょうけども鰍沢口の駅を利用してくる観

光客もいらっしゃると思います。現在、町の顔としてのＪＲ身延線鰍沢口駅をどのように位置

づけ活用するのか、町の考えを伺います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 商工観光課長、秋山俊男君。 
〇商工観光課長（秋山俊男君） 

 ただいまのご質問にお答えいたします。 
 町ではＪＲ身延線鰍沢口駅を富士川町の玄関口の１つとして位置づけ、観光パンフレットな

ど各種発行物等に電車案内を入れ、首都圏などからの観光客誘致に力を入れております。また

ＪＲ東海が主催する電車を使った町内巡り、さわやかウォーキングと申しますけども、これら

との提携など電車を活用した誘客促進も行っております。 
 このような中、これまで観光客等の鰍沢口駅から町内への案内につきましては、必ずしも十

分とは言えない状況にありましたことから、今後はＪＲ東海へ働きかけ、町の観光パンフレッ

トの設置や町内へのアクセス案内を構内に掲示するなど、案内の充実を図ってまいりたいと考

えています。 
 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） 
 お隣の市川三郷町では先般、市川大門駅へ臨時の職員を雇用して、そこでＪＲから券売機を

お借りして発券業務をしていこうということで２人くらい募集して、そういった業務にあてて

住民の利便性向上を図っていこうということを政策として進めるみたいです。うちの町は先ほ

ど説明したとおり、利用者数が３分の１まではいかないですけど、６万と片や１７万というこ

とで費用対効果を考えると、そこまではなかなかできないかなと思うんですけども、やはりせっ

かく町外から、さわやかウォーキングですとか集客を首都圏から誘致しようということで来て

いただいて、この富士川町民のおもてなしの心に触れていただき、またリピーターとなってせっ

かくだから来ていただきたいということで、先ほど課長のほうでアクセスの案内を考えている

という答弁がありましたけども、具体的にどういうふうにあそこへ来てアクセスを誘導してく

るのか、具体的な策があったらお願いいたします。 
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〇議長（芦澤益彦君） 
 商工観光課長、秋山俊男君。 

〇商工観光課長（秋山俊男君） 
 先ほども申し上げましたとおり構内への観光パンフレットの設置、あるいはアクセス案内と

いうことで、特に構内への掲示ということでＰＲしてまいりたいと思っております。 
 それからあと鰍沢口駅から主要なアクセスとして、山梨交通バスの鰍沢営業所があるわけで

ございますが、そこまで約１．８キロということで、そこまでの間に、実は旧鰍沢町時代に造

りましたふれあい散歩道ということで、富士川の川べりにそういった遊歩道もございますので、

そういったところを歩いてもらいながら、町内のほうへ来ていただくというふうな、そういう

アクセスを具体的に、見えるような形で案内できるようにしていきたいというふうに思ってお

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） 

 （２）でまた質問しますけども、非常に近いんですけども、なかなかあそこは不便なところ

なんですね。さっきおっしゃいました山交バスも廃線になっているし、では何があるかという

と、鰍沢口駅からつむぎの湯には市川三郷町のコミュニティバスが来ているんですね。１日

１１便ぐらいです。でも富士川町としてあそこから具体的な交通アクセスというのは、ではタ

クシーがあるかというと、あそこはないわけですよね。せっかく来て、町では富士川町の玄関

口としてあそこを活用するというんだけども、現実そういった交通手段が伴っていなければ、

やはり使い勝手は悪いし、観光客、せっかく来てもなんだこれはと。交通手段がないし、不親

切だなということになりかねないので、ぜひそういった観光客の方がご自分の足で歩いて、１．

８キロぐらいですからね、そんなに、足の悪い方、どこか体の悪い方にとっては大変かもしれ

ないんですけど、健康な方にとっては散策しながらという遊歩道があるであれば、ほとんどの

町民は知らないと思うんですね。観光客も。ぜひそういったことは、ある素材を、資源を有効

に活用して活性化につなげていくということも大事なことなので、あるものはぜひ活用してい

ただきたいと思います。 
 続いて（２）に移りますけども、昨年度、町では鰍沢口駅から鰍沢営業所のバス路線に年間

２１５万９千円の補助金を支出いたしました。では誰が利用していたかというと、山交にも確

認したのでこれは間違いないと思うんですけども、朝夕は４人なんですね。日中は１人か２人

ということで、１日１０人ということで、この朝夕の４人というのは、皆さんご存じのように

税務署の職員の方が交通手段ということで利用したと聞いております。１０月１日付けでこの

山梨交通の鰍沢口駅線の廃止がされましたけども、今後の交通計画について町ではどのように

考えているのか、お伺いいたします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町民生活課長、依田正一君。 
〇町民生活課長（依田正一君） 

 秋山議員の質問にお答えします。 
 山梨交通の鰍沢口駅線につきましては、利用者が少ないことから９月末をもって廃止になり

ました。このことにより、ＪＲ身延線鰍沢口駅および駅前通り地域からの市街地へのバス運行
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はない状況であります。町としても、鰍沢口駅が町の玄関口の１つとして重要な役割を果たす

ためには、安定的な交通機関の確保が必要であると考えております。 
 こうしたことから廃止路線の課題を踏まえ、より利用価値の高い路線として地域住民の皆さ

まや駅利用者に活用していただけるよう、また医療連携の進捗と合わせ現在、増穂商業高校か

ら市川大門駅へ接続しているコミュニティバスの路線の見直しを行っているところであります。 
 今後は鰍沢口と病院、市街地、市川大門駅間を接続できる路線として、できるだけ早い時期

に運行できるよう市川三郷町とともに検討して、準備を進めているところであります。 
 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） 
 今、市川三郷町と病院連携も含めて住民の皆さんの足を確保して検討していきたいというこ

とですけど、できるだけ早い時期というのは具体的にいつなのか教えていただけますか。 
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） 

 先ほども現在、市川三郷町の係と検討中でございます。できるだけ早い時期というのは来年

度を目標としております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 では来年度というと、再来年の３月までには実際に運行できる予定でいるという解釈でよろ

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） 

 そのとおりです。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 分かりました。もし協議が早く進んでコミュニティバス、そういうふうにできるのであれば

費用対効果も考えていただいた中で、さっき金額をあえて言わせていただきましたけども、年

間２１５万９千円、そのほかに代替バスが大体同じぐらいだったんですね、路線バス。山交の

補助金。ここは単線だけで２１５万円、年間補助金を出していたんですね。これが本当に必要

かどうかというのをわれわれ議会ももっと予算、決算でチェックする必要があったかと思うん

ですけども、そうはいっても公的、税務署ですから、いろんな人が恩恵を受けているわけです

から、そこに働いている人の足を確保するという意味で、やはり町民にそれが歓迎されている

といえばそうなんでしょうけども、単路線で年間、１日１０人、そのうちの８割が税務署の職

員の方、あとの２割が使っているかどうか分からない町民のために２１５万９千円を支出して

いたということは、廃止してよかったのかなという面も片方ではあるのかなと思いますので、
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ぜひ費用対効果ということも考えた中で町民の利便性を確保してほしいと思います。 
 では２の観光交流センター道の駅の運営のあり方についてということで、まず１点目ですけ

ども、現在、道の駅の建築主体工事、それから電気・機械設備等、今回の議会に工事請負契約

も出されておりますけれども、株式会社による運営というものを町では検討しているとお聞き

しておりますけども、その進み具合についてお答えをお願いいたします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 企画課長、鮫田和博君。 
〇企画課長（鮫田和博君） 

 それでは、秋山議員のご質問にお答えします。 
 道の駅の運営は道の駅検討委員会からの提言などを踏まえ、利用者の地域ニーズの多様化な

どへの速やかな対応、採算性の確保や効率的・効果的な事業運営を確立するために、民間感覚

での営業を取り入れることとしたところであります。これまで町内での検討会を重ね、望まし

い運営について検討した結果、地元雇用の創出、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、地域の人材や資源を活用できること、利用者や地域ニーズを常に把握でき、

また対応可能であること、民間のノウハウが活用できることを管理運営の基本方針としたとこ

ろであります。この基本方針をもとに民間感覚、民間ノウハウを活用し、独立採算制の確保や

施設の目的を踏まえた効果的な事業の展開、継続を担うために町も出資する法人を設立するこ

ととし、現在その準備を進めているところであります。 
 なお、法人の設立に向けてのスケジュールは、新年早々にも設立趣旨に賛同していただける

方を募り、会社設立準備検討会を立ち上げ、社長の公募や発起人会の設立、条例制定など法人

の設立に向けての環境を整え、平成２５年度前半には道の駅と塩の華、それとつくたべかんを

含めた施設運営をする法人の設立を目指していきたいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 そうすると法人の設立に向けて、年が明けたら動き出すということですけども、この出資比

率というのは今のところどの程度、町は出すと考えているんでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 企画課長、鮫田和博君。 
〇企画課長（鮫田和博君） 

 町では全体の３分の２を出資する予定で現在、考えています。これにつきましても今後、設

立される準備会、それから発起人会等で検討してまいりたいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 そうすると、今のお話で株式会社というのは民間感覚を持ったフレキシブルに対応した経営

をしていくために株式会社にするんだというんですけども、出資比率を見ると３分の２で

６６％ぐらいとなると、言葉ではそういうんだけども、その体制が、６７％は町が出資比率を
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もつと。株主ですよね。それで民間から募る部分が３３、３４％ということですよね。それで

本当に民間感覚の経営ができるのか、自由度があるのか、柔軟にできるのか、その点について

はどうお考えですか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 企画課長、鮫田和博君。 
〇企画課長（鮫田和博君） 

 お答えします。 
 株式会社の社長につきましては、こういった運営に長けた方を募集、それから人選をして町

のほうで個別に諮り、承諾をいただいてお願いをするように考えておりますので、その方は当

然、民間から登用するということで、いずれにしても民間のそういったノウハウを十分に発揮

していただける方をということで、現在のところ考えております。 
 ですので、町の出資比率が多いわけですけども、町のほうからはその社長にすべてお任せを

するような形の中でよい経営のほうをしていただきたい、そ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） 

 そのいろんなものの経営というものは当然、マネジメントする人材の力というのがその経営

の鍵を握っているといわれているんですけども、その町が大株主だけども、その社長さんに柔

軟に対応していただけるような人材を見つけてくるというんですけども、具体的にどんな方法

でその社長さんは募集するんですか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 企画課長、鮫田和博君。 
〇企画課長（鮫田和博君） 

 現在のところはこちらのほうで人選をしましてお願いして、承諾をしていくというようなこ

とで考えております。それともう１点は公募でするというような方法もありますけども、これ

についてはちょっと、いろんな方の公募があった場合に、なかなか人選のほうが難しいと思い

ますので、現在のところはこちらで人選をしてお願いしていくということで考えております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 僕も今さっき、塩の華とかつくたべかんも含めてということで経営していくということなん

ですけど、では今までに平成１４年から２４年、どれだけのつくたべかんと塩の華、平成１４年

から７年間は温泉のほうも収支の中に含まれているので、純粋につくたべかんと塩の華だけで

はないんですけども、例えば平成１４年から１７年、これはどのくらい一般会計と基金とか繰

り越しを入れているかいうと１億３，４１７万円ですね。そして１８年から２３年、去年まで

が２億１，４７１万円。累計で３億４，８８９万円、これだけの町のお金をその中へ、つくた

べかん、塩の華につぎ込んでいるんですね。やはり町の経営となると４人、町の職員の方がい

て、臨時、パートさんを含めて一生懸命、赤字を出そうと思ってやっているわけではないです。

黒字を出して、先ほど言った町の活性化とか農産物の販路拡大、これに向けてやっているんで

すけども、現実はこれだけのお金をつぎ込んでいるんですね。 
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 先ほど社長さんはそちらのほうで適材な人材を見つけて、その人をあたっていくという話な

んですけども、やはり町民とすればどういった経過で、そのマネジメントをする社長を選んだ

のか。公開性をもって、透明性をもって、これこれこういうわけだからこの人を選んだと。そ

してその人にも当然お金も払うし、そして大きなお金も動かす、それだけの先ほど言った権限

も持たせてあげるということであれば、町民の誰もが聞いても納得できる人材でなければ、こ

れはいけないと思うんですよ。やはりそれが公募ということであれば、一抹の不安があるとい

うことであれば、なぜその人にしたかという説明責任を、町としては非常に重たいものが出て

くると思うんです。その点について、どうお考えですか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 企画課長、鮫田和博君。 
〇企画課長（鮫田和博君） 

 また人選につきましては、なんらかの機会を通して説明をできるようにしていきたいと思い

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） 

 くれぐれも誰かの縁者とかそういったコネできたとか、そういったことがないように、１万

６千人の町民があの人だったらいいよねと、ぜひやっていただきたい、そういった人を選んで

ほしいと思います。 
 では次に、まだ２は聞いてないですよね。道の駅は町の情報を発信し、人々を町内に引き込

むことが最大の目的であります。ほかの町内施設との連携や一体的活用などの具体策はあるの

か、お伺いいたします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 企画課長、鮫田和博君。 
〇企画課長（鮫田和博君） 

 それでは、秋山議員の質問にお答えいたします。 
 道の駅富士川は休憩、情報発信、地域連携といった３つの機能とともに中部横断自動車道の

パーキングエリア、そして地域の防災拠点としての機能も併せ持っております。また塩の華、

つくたべかんといった既存関連施設と連携しながら、町の観光交流拠点としての機能も果たし

てまいります。具体的には、道の駅検討委員会で提言のあった町内観光施設への誘導や地産地

消を図る農産物の販売、特産品の紹介、販売、各種団体や地域で道の駅を活用したイベントな

どを行い、富士川町はもとより峡南地域の玄関口の１つとして魅力ある道の駅を目指していき

たいと思っております。 
 今後は新年早々にも会社設立準備検討会、それから発起人会において道の駅の運営にかかる

話し合いを行い、より詳細な運営計画を詰めてまいりたいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 これも建築主体工事が今議会へ提案されていますよね。４億円でしたか。そうすると平面図
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とか図面も見させていただいたんですけども、やはりこういった外は決まっているんですね。

大枠というんですかね、それは。普通はこういった事業をするときに、僕が考えるのに何をし

てもそうですけども、例えば消費者に対するニーズや満足度の把握をして、そしてその施設の

需要を分析して規模とか状態というんですかね、中身、業種を決めていくんだと思うんです。

それが今から株式会社化にして、経営にあたっていただける人材も確保しようと。その中でで

はこういった、例えば喫茶レストランというんですか、これがさっき計算したら４０坪ぐらい

ですね。もう決まっているんですね。そして情報発信スペースとか厨房の大きさも決まってい

ると。そうなってくると喫茶レストランとか厨房、大きさが決まってくると大体入る業種とい

うものは決まってくると思うんですよ。そうであれば、やはりこういった建築主体なんていう

ハードなものを先行するんではなくて、株式会社でどういったニーズでここに来ていただいて

町内へ誘導するか、その中身を議論して、中身を決めてこういったハードを決めるというのは

誰が考えても普通の手法であると思うんです。なのに今から株式会社を決めたり、そういった

中身の内容について議論していくというのは、僕は本末転倒ではないかなと考えるんですけど、

課長いかがでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 企画課長、鮫田和博君。 
〇企画課長（鮫田和博君） 

 お答えします。 
 現在、決まっている道の駅富士川の施設につきましては公益部門である情報発信施設、それ

からトイレ、駐車場等、それと収益部門である軽食レストラン、それから販売コーナー、特産

品の展示室、また広場での農産物の販売などが考えられると思っております。公益部分につい

ては維持管理は町で負担し、町が法人への管理委託を考えております。また収益部門は法人の

独立採算を考えておりまして、例えば軽食レストランおよび売店コーナーについてはテナント

を入れたほうが効果的な運営ができるかどうかとか、そのへんも判断をしていくわけですけど

も、そのために出店希望者を募集するなどというようなことも考えられると思っております。

また軽食レストランについては洋食、それから和食、中華など販売するメニューによっては施

設の整備が異なることから出店事業内容が決定してから備品とか、それから什器等の整備を進

めていきたいと、そんなふうに考えております。 
 また売店コーナーについてはコンビニエンスストアなどの業種も考えられますが、いずれに

しましても今後、道の駅の建設と並行して各種施設の基本的な管理運営に基づきまして会社設

立準備会、それから発起人会でより詳細な運営、計画を詰めていきたいとそんなふうに考えて

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） 

 あそこは今は、久津間先生の南側の土地も、田んぼが休耕田みたいになっていますけども、

あそこはフォレストで開発するわけですよね。そこに飲食店もできる、そういう賑わいが創出

される中で、新たに道の駅も当然、そこを思い描いた中で考えていかなければいけないわけで

はないですか。やはりそういったことを、そして中部横断道も無料区間が開通される。ではど

こからどれだけの人が来るかということも、やはり普通スーパーとか出店するときには、小さ
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いスーパーにしても市場調査とか、商圏がどのくらいきて、大体どういった消費者が来てくれ

るんだということも検討してから、こういったものをつくっていくんですね。 
 ですから、今からつくっていくということなのでそれ以上は言いませんけども、やはり早く

具体的にテナントであれば、どんな、いろいろありますよね。諏訪のサービスエリア、あるい

はスターバックスがあったり、ほかのところもあったり、そういったものを本当にここに必要

で富士川町の玄関口として観光客を誘導するような施設となるように、ぜひ心して検討してい

ただきたいと思うんです。これで、この点については質問を終わります。 
 それでは、３番の２病院の経営統合についてお伺いいたします。 
 現在、国では新機構、地域医療機能推進機構が地域医療の貢献という使命を的確に果たし、

病院経営という事業特性にも配慮して自立性、効率的な運営が行われるよう新機構にふさわし

い法人制度のあり方を検討しています。９月、１０月、１１月と３回にわたってこの検討会が

開催されております。まずはじめに（１）の地域医療推進機構の法人制度に関する検討会の内

容について、町の認識をお伺いいたします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 秋山議員の、地域医療機能推進機構の法人制度の検討状況についてという質問にお答えをい

たします。 
 地域医療機能推進機構の法人制度に関する検討会につきましては、大学教授や病院長など

７名の委員で構成されていると伺っております。そしてこの検討会は、機構が地域医療への貢

献という使命を的確に果たして、そして病院運営という事業特性にも考慮しながら自立性、効

率的な運営が行われるよう、新機構にふさわしい法人制度のあり方を検討することが目的だと

伺っております。これまでに９月と１０月と１１月、３回行われ、計画では４回で終了すると

伺っております。 
 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） 
 私は９月１０日の一般質問で、新機構への改組の動きについて把握しているか町長にお尋ね

したところ、町長こうお答えになったんですね。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と。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、鰍沢病院の病院長

は危惧しているとおっしゃったんですね。片や時を同じくして９月３日ですね。第１回の法人

制度に関する検討会で次のようなやりとりがなされております。これは渡辺座長代理、これは

東京女子医科大学の医学部客員教授です。厚生労働省にこんなことをお聞きしたんですね。整

理機構は再来年の３月いっぱいで終わって、４月から新機構に変わる。法律上、今は整備の機

関だから地域医療は推進できません。地域医療を推進できるのは再来年の４月からだという法

解釈上の厳格な解釈ではなく、現に地域においては医師不足などで困っているわけだから、今

すでにできることはやれるということが望ましいと思うがということで、厚生労働省の依田上

席管理官は答えています。実はＲＦＯの主たるミッションは、先ほど譲渡であると申し上げま
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したが独立行政法人の業務なりミッションを定める中期目標があり、中期目標をこの３月に改

正しています。新たに地域医療推進機構への改組に向けた準備を１つのミッションとして位置

づけたところです。したがって、国からの指示があった病院については譲渡していくというの

が１つの目的ですが、併せて準備業務、改組をしっかりしていくというのは今、ＲＦＯのミッ

ションになっていますと答えています。 
 要するに町長が答弁したときに、厚生労働省としては譲渡を前提とすることではなくて、鰍

沢病院を含む６３病院の経営をすでに考えていたんですね。しかも医師不足などの解消に向け

て、一歩進めた提案としてどこまでできるか、尾身理事長と議論していきたいということもおっ

しゃっていたんですね。今になって、その当時の状況が少しずつ明らかになってきたんですね。

町長は９月の定例会では会議の資料は入手しているが、議論の内容はまだ、走りをやっている

だけであると。議論は深まっていないと認識していると答弁なさいましたけれども、今、説明

させていただいたものと、９月当時のご自分のご理解と検討会の議論の中身がずれているとい

うふうには考えませんか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 私は詳細はよく分かりませんけども、尾身理事長さんもいくつか、この検討会の論点を言っ

ています。そしてその中で、これから国からの支援がない状況の中で、独自に病院経営をして

いかなければならない。当然、２６年３月までは整理機構ですから、整理をしていくというの

が主体になってきますから、併せて２６年４月からの病院推進機構のほうもこの検討会の中で

は議論をされているということは承知をしております。 
 ただ尾身理事長のほうもこれから国から財政的支援がない、そういう中でしっかりやってい

くにはそれぞれの病院に責任を負わす。その中で赤字が出れば当然、従業員の給与削減もやっ

ていかなければならないだろうと、こういう発言もしているはずですので、全部が全部の病院

をすべて移行ではなくて、この新しい推進機構の基本姿勢としてそういった５事業１リハビリ

を今後もやっていく。ですから全部の病院が５事業１リハビリをやるんではないんですね。今

の医療を最低限確保する。それでできれば５事業プラス介護もやっていきたいという、法律自

体が理想論をいっている法律ですから、そこは法律に書いてある趣旨ですから曲げるわけにも

いかない。そういう中でやっていると思っています。 
 富士川町としても、１１月１５日に病院の譲渡について要請いたしました。そして１２月

１０日に厚生労働大臣から尾身理事長宛てに鰍沢病院の譲渡指示というのが出ました。１２日

の日に早速、厚労省そして全社連、尾身理事長さんにもお会いをしてきました。厚労省はやっ

とここまできましたという発言、そして全社連のほうはこれまでも何回かちょっと接触はさせ

ていただいておりますので、これからは細かい打ち合わせをしていきましょうということです。

尾身理事長さんにもお会いいたしました。尾身理事長さんの考えは日本全国に病院が多すぎる

んです。自転車で通っていた地域にいまだに病院がある。これからは地域連携型をやっていか

なければそれぞれの病院は残っていけない。今回、富士川町さんがこういったことをしてくれ

たので、日本のモデルにぜひしていきたい。ＲＦＯとしても期限に間に合うように全面協力を

させていただきたい、こういうご発言をいただきました。それが尾身さんと私の行き会ったと

きの話ですから、こと鰍沢病院についてはそういう方向にいくんではないかなと感じておりま
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す。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 それは当然、厚労省から譲渡指示がＲＦＯへ出たわけですから、もう尾身理事長はそれに従

うだけなんですね、命令に。それは当然の義務なんですね。その尾身理事長の。先ほども言わ

せていただいたんですけど、鰍沢病院長は新機構に移管しても鰍沢病院が安定的に経営されな

い可能性があると危惧していたと、町長は９月の議会で答弁しているんです。１０月１７日で

すね、今後、第２回の検討会ではどんなことを話し合ったのか、私は議事録を全部読ませてい

ただきました。その中で人事採用について説明させていただきます。現委託３団体、これは全

社連を含む、当然、鰍沢病院も含まれるんですね。その職員については、地域医療を維持する

ために新機構においても基本的に全員採用する方針とする。しかし国民目線から見て新機構の

職員として、ふさわしくない以下の者は例外とする。これは３つあるんですね。新機構のミッ

ションに賛同しない者。２つ．新機構のミッションの実現に支障を来たすと判断される者。３．

天下り。だから新機能のミッションとは何か、先ほど町長も言いましたけども、５疾病、ガン、

脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病、精神疾患、それから５事業、救急医療、災害医療、へき地医

療、周産期医療、小児医療、そのほかに町長のおっしゃるとおりリハビリテーションなどの医

療提供、それから地域医療の向上への積極的貢献、医師偏在の解消、総合院の要請などこれも

２病院の統合のときに出てきましたね、総合院という言葉が。こういった要請など多岐にわた

るんですね。尾身理事長は考える新機構の職員としてふさわしくない人というのは、このミッ

ションに反対する人なんですよ。それから意図的に職員に対して妨害をするような人のこと、

これをふさわしくない人材だと尾身理事長は断言しているんですよ。まさに僕は鰍沢病院長の

ような発言をなさる方は、新機構のミッションに対する挑戦者だと思うんですよ。町長はどの

ように考えているのか、お聞きしたいです。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 尾身理事長さんも３つのカテゴリーに属する者は例外とするということで、３つのことを言

いながら、１つ目が新機構のミッションに賛同しない者と言っています。鰍沢病院の院長先生

が新機構のミッションに賛同しないということになると、あのミッションは素晴らしいあれで

す。私もこの議会でも、あれが本当に実現できれば夢のような計画ですと言ったことも覚えて

おりますけども、別に鰍沢病院の中島院長さんが新機構のミッションに賛同しないということ

ではなくて、やはり実際の病院経営者としてこれまでの社会保険の連合会の関与の仕方、そし

て国の動き等々を含めますと、やはり将来、不安があるということであります。あれだけの職

員を抱えていますと、非常に職員からもいろいろあると思います。今回、１２月１０日に譲渡

指示が出たときも、職員の動揺がないようにということで私も行きましたが、全社連からも、

そして県の医務課からも、そしてそういう人たちが動揺しないようにということで、不安があっ

たら、また何か言ってくださいということで説明に行きました。病院の院長先生も機構が考え

ているといいますか、法律どおりに本当にできるのであれば、あえてこういう動きには賛同し

ないと思います。いろんなことをするのは、非常に病院の通常業務にも支障が出てくるもので
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すから、そういった動きはないと思いますけども、やはり今後この地域の医療の実態、そして

将来の病院のあり方等々を考える中で、現状のまま、ただ単に国におんぶに抱っこしていたの

では、鰍沢病院はなくなってしまうおそれがあると、そこを危惧したことだと思っております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 病院長が町長と同じ、町長に言ったようにこの病院を新機構にするまでに縮小されるか、駐

車場になってしまうかもしれないといえば、働いている従事者は当然、不安になりますよ。そ

うではなくて、尾身理事長もおっしゃっているとおり、いや６３病院は全員、基本的には採用

しますよということをはっきり説明すれば、僕は不安になるようなことはなかったと思うんで

すよ。それは言っても水掛け論になりますから、次の（２）に移りますけども、１１月３０日

に開催された第１回峡南北部二病院統合協議会では、経営形態の類型４案が示されました。こ

の４つの類型案の１つが一部事務組合、全部適用になっていますけども、先ほども神田議員が

質問されましたけども、この経営形態のメリット、デメリットを町としてどのように考えてい

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） 

 一部事務組合が地方公営企業法の全部適用をした場合の、地方独立行政法人と比較した場合

のメリット、デメリット、これは経営者側からメリット、デメリット、また従業員のほうから

見るメリット、デメリットがありますので一概には言えないと思います。それぞれいいところ

もあれば、悪いところもあるんではないかなと思っております。 
 まず先ほども言いましたが、一部事務組合が地方公営企業法の全部適用をした場合、これも

地方公営企業法にどの程度やっていくか、これから示していく部分ですが、私個人とすれば独

立行政法人に近いような形で企業長さんに権限を与えていこうと。当然、私にしても久保町長

さんにしても、病院のことについては本当、分からない部分が大半だと思っておりますので、

そうしたことをやっていくについても、公営企業法の全部適用をした場合、これは議会が関与

するために地域住民の声が届きやすいというメリットがあると思っています。そしてまた市川

三郷町、富士川町が関与するといいますか、設置主体となる今度、病院になりますので、この

地域で必要とする医療政策が提供できる。先ほど言いましたけども、独法の場合は利益目的だ

けで動いてしまうおそれがありますので、そういったときに地域が本当に求めている医療が提

供できる病院に果たしてなるのかどうなのか懸念はあるところで、それと企業債が発行できる

こと。これが独法の場合ですと、短期間の借り入れは市中銀行からできますが、長期の借り入

れになると設立母体から借りなければならない。そうすると、うちと市川三郷町がそのお金を

用意しなければならないということも出てきます。そういうことを考えますと、施設等の整備

も含めてこの企業団が独自の将来見通しの中で、そういった企業債の発行ができると。自分の

ところでもできますし、公営企業債を使えるというふうになってくると思います。また独法と

比べますと、デメリットとすれば地方独立行政法人のほうが公営企業の全適よりも法的にも自

立的、弾力的な経営が可能となるということは事実だと思います。 
 いずれにしても運営の仕方によっては、一部事務組合が地方公営企業法の全部適用をした場
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合でも、いろんな決め方によってはほぼ独法に近い形もつくれるかと思います。ただ、１つ大

きな違いは職員の身分が特別地方公共団体の職員だということであります。あと先ほども

ちょっと言いましたけども、今、ＲＦＯもこれから独立行政法人に向けて今、進めています。

その中で今いる職員は原則、継承していくという形になりますが、ＲＦＯ自体が給料の決め方

が国立病院機構の給料表を使う。ですからもう、この間の議論の中でも年間のボーナスが３．

９５カ月、はっきり議事録にも出ている部分もありますので、そういうのを比べますと、まさ

に国のやっている独立行政法人が、名前だけは一般型でありますけども、もう給料表が国家公

務員の、国立病院の給料表を使っているんです。一応、独法の一般型とはいっておりますけど

も、そこのところは企業として経営が成り立つかどうかということが原点であります。いくら

地方公営企業法の全部適用をしても、給料も独自に決められますし、上限も下限もつくれます。

それとあと人事評価制度もたぶん導入していくんではないかなと。一生懸命やっている人と、

あまり成果が出ない人が同じように給料が上がっていくという制度も、これからなくなってい

くんではないかなと思っております。 
 そんなことでこれから決めていく部分ですが、お互いのメリットの部分は生かしていかなけ

ればいけないし、もしどっち側にも不都合があるとか、デメリットがあればそれをメリットに

変えていくような、これから造る病院ですから、そういう努力はこれから協議会の中でも十分

やっていかなければいけないんではないかなと思っています。 
 何をするにしてもメリット、デメリットというのは出てくると思いますが、これからの協議

会の中でそういう部分も出していきながら、おおぜいの目で検証できるような形で、これから

の経営を検討していきたい。ただ、神田議員さんのときにも言いましたけども、もう時間的余

裕がありませんので、２６年４月１日というものを考えれば、私の考えとすれば当面は公営企

業法の全部適用、独法に近い形の全部適用をしながら、一定期間が過ぎたときに評価、見直し

をやっていくのがベターではないかなと思っております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 独法に近い方の全部適用というのは、言葉尻ではそうかもしれないんですけど、現実問題、

やっぱり独法と全部適用というのは違うと思うんですね。例えば全部適用の管理者は人事権を

持つと。職員の独自採用が可能としつつ、では定数はどこで決めるかというと条例で決めてい

くんですね。これは。予算編成権も持つ。たしかに原案を作成するんですけども、これだって

企業長が調整して議会に提出するんですね。独法みたいにできるわけではないんですね。結局、

両町の合意で意思決定することになっていくんですね。利害関係者は当然、倍増します。町長

は企業長に全権委任すると説明されていましたけども、現実はそういうシステムではないんで

すね、これは。議会の関与は強く、管理者の裁量は当然、制限されるんです。２町の利害調整

に手間取り、意思決定がタイムリーにできない。病院経営に必要なスピードや柔軟性が生かさ

れない。町長は先ほど１２月１０日、厚労省からＲＦＯに譲渡指示が出た。このときにさすが

町長、情報が早いですよね。１２月１０日に鰍沢病院の職員を前に経営形態や雇用関係につい

て説明をなさいましたね。１０日、即日です。普通、厚労省からＲＦＯにいったというなら、

普通の市町村だったら、タイムラグがあって数日遅れてくるのかなと思うんですけど、当日に

はもう町長は鰍沢病院で雇用の不安をなくするために説明したと。その中で、町は口を出すけ
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ども、経営については企業長が決めることになると。これは先ほどからの説明のとおりです。

職員の雇用については現状を維持すると。将来的にはいいところどりをして高いほうに合わせ

ていくので、職員の皆さんは辞めないでほしいということも言ったと聞いております。 
 町長の説明した企業長とは、これはすなわち一部事務組合の全部適用のことですよね。町長

は当面は時間がないから、これはあえて、神田議員の質問に答えればそう思うということなの

で、同じことをおっしゃっていたんだと思います。これは終始一貫しているんでしょう。いい

ところどりをして高いほうに合わせるというのは、鰍沢病院の従事者を市川三郷町立病院と同

じように公務員にするということなんですね。たしかに特別行政法人だから、町の職員ではな

いんです。でも、その身分というのは当然に公務員と同じですね。第１回の統合協議会では、

今後の統合協議の行程表が示されました。カタカナで言えばロードマップですかね。これから

千葉県内の病院を２カ所視察して、経営形態もこれから検討していくと。しかし実際のところ

はすでにこうやって町長も、自分の腹づもりだといってもああやって公の鰍沢病院の職員を前

にして、ほとんど一部事務組合、全部適用でいくんですよということを、これを断言している

と同じことだと思うんです。あたかもこの複数の統合協議会で類型案を検討したがのごとくし

ておいて、実は町民の目を欺いて、もうすでに一部事務組合の全部適用って、既定の路線なん

ですね。こんなことを決まっているんであればもう視察研修する必要もないし、類型案を協議

することもないと思うんです。言わせていただければ、ナンセンスなことをやっているんでは

ないかなと僕は思うんですけども、町長どうでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 １２月１０日に厚労省、厚生労働大臣から尾身理事長に譲渡指示がありました。私もその日

の午前中に聞きましたので、早速、議長さん等々にも連絡をしながら、すぐアポを取って１２日

の日が決まり、１０日の日も午前中聞いて、午後３時発表だということで、鰍沢病院の職員が

不安を生じてはうまくないから全社連も来るということであれば、私も行きましょうかという

ことで行かせていただきました。 
 そういう中で不安を生じないようにという意味も含め、これからは協議会で決定をしていき

ますがという前提をしながら、全職員は継承しますというのは基本協定で出ておりますので、

よほどのことがない限りは全職員、新しい組織が引き受けます。そして鰍沢病院の皆さんに言っ

たのは、私も鰍沢町、増穂町の合併も経験しております。いいところどりをしていきましょう

と。そしてこれからはいろんなところの独立行政法人を見ても、先ほど来言っているように国

の病院機構の給料表を使っているところが非常に多いわけです。言葉では一般型だといってい

ても、中はやはり自分たちで給料表をつくるのは、非常に多くの人員もいますし、手作業もか

かりますから、どこかの病院の給料表を借りてきている部分があります。そういう中で、国立

病院機構の給料表が多いわけです。看護師さんもいろんな、今、情報の社会ですから、どの病

院が高い、あんまり低い病院ですと人も来てくれませんので、そういった意味でこれからです。

そして市川の職員も使っていかなければなりませんので、同じ移行をしていくんであれば、今

の人たちが抜けていいわけがありませんので、そういった面で、これからそちらのほうへ合わ

せていこうということで言ったわけであります。 
 物事がすべて決まっているわけではなくて、これから協議会の中で決めますが、先ほどの神
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田議員さんの質問は町長の考えをということでありますから、私の考えを言ったまでであって、

協議会も合議制でありますから、私がいくら一人で言っても、ほかの皆さんがいろんな文献、

あるいは先進例を視察して、これはいい、４類型ありますので、その中のどれに落ち着くかは

たぶん、これから２回ぐらいは協議会の中で議論が進んで、明年にならなければ最終的な決定

はできないんではないかなと、こんなふうに思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 先ほど、職員の雇用関係は承継することになっていると協定書にたしかに載っています。例

えば鰍沢病院、市川町立病院の職員にその意向を聞いて、あなたたち、本当に協定書のとおり

の身分がいいのかどうか、これについて意向を聞いた上で判断するということができるのかど

うか、町長にお聞きします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 ４類型をした中にもまた視点、留意点というのがあります。そして職員の意見というのもあ

ります。そういう中で今、事務局が職員とも面接をするやにも聞いておりますので、それはしっ

かりやってくれると思います。職員の意向が反映できるような形。ただ、今でも職員が足りな

い状況ですから、これでお医者さんが増えても看護師がいなければ、お医者さんがまわりませ

んので、これからもいい看護師、いい病院の職員を確保していくためには、ある程度の労働条

件もいい条件を出していただかなければ、いい人材が集まらないと思っています。 
 ただ、そういう中で無駄とか効率性とか、無駄の排除とかそういうことは徹底してやってい

かなければならないと思いますが、それはまた今、コンサルも入れながら、これからのシミュ

レーションをしながら出てくると思います。今、片方で病院同士のすり合わせも始まったやに

聞いております。私どもは、その病院のほうにはあまり口は出したくないなと思っております

のであれですが、先ほどの話にちょっと戻りますと独法にしても両町長が決めていくような形

になる。結果とすれば理事の中から長が決まるんですが、いろんな形があると思います。中央

病院みたいに常時いなくて、そこにちょんと腰をかけている理事長さんもいれば、いろんなと

ころの事例を見れば、しっかり院長先生がそこに理事長として座っている例もあります。企業

団にしても同じだと思うんですね。企業長は別から連れてくるのか、この人が院長として企業

長をやっていくのか。そしてその下はどういう形になるか、それも企業長さんを中心にこれか

らやっていけばいいんではないかなと。私と市川の久保町長は任命をするだけであって、あと

両町は設立には関与しますけども、あと運営にはできるだけ関与は避けていきたい。くどいよ

うですが、そこに東京から来た理事さん、大阪から理事さんがその病院を持するのではなくて、

やはり私は議員の皆さんに、私どもは関与しませんので、議員の皆さんには関与していただい

て、地域の声、患者の声がその新しい病院に届くような形も１つの手ではないかなと、こんな

ふうに考えております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
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〇３番議員（秋山貢君） 
 それでは次に（３）ですね、神田議員もお聞きしたんですけど、ちょっと似ているんですけ

ど、通告させていただいているのでこれについて質問させていただきます。 
 基本協定書の第７条にある経営形態の評価および見直しは、一定期間を経過した時点で協議

することとなっている。いつごろになるのか、現時点での認識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） 

 過日、結んだ基本協定書では会議から一定期間を経過した時点を目途として経営形態の評価

および見直しにかかる協議を行うとしております。一定期間というのはあくまでも一定期間で

ありますけども、一般論で言わせていただければおおむね３年から５年ぐらいが一定期間にな

るんではないかなと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） 

 神田議員もおっしゃっていたんですけど、病院経営が黒字になっていればなんのことはない

んですね。医師と看護師、医療従事、スタッフが充足して経営が安定して持続していけば、こ

れは言うことがないんです。ただ、両病院の現状は誰が見ても赤字体質が継続して、聞くとこ

ろによると市川町立病院も入院患者さん、それから外来さん、減っているんですね。なぜかと

いうと、やはり病院統合をして、今度は入院ができなくなってしまうかもしれないという恐れ

があるから、だったら先に見て、入院できるお医者さんにかかったほうがいいということで、

今、本定例会では１億何千万円の一般会計からの繰り出しのことも補正予算で出ていると聞い

ております。こういった赤字の繰り入れ、町財政の悪化というシナリオも当然、想定していか

なければいけないことだと思うんですね。そのためには病院経営を適正に評価し、助言のでき

る専門的知見も活用した第三者による評価機関の設置というのは必須だと思うんです。町長も

神田議員の質問に答えて、当然そういったことも検討していきたいということなので、私はも

う一歩進めて、やはりそれが３年から５年に見直すんであるんだけども、その設置の期間です

ね、組織はその実効性を担保しておくために、平成２６年４月と同時に設置しておくべきだと

いうことを考えるんですけども、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） 

 まだ経営形態がどういうふうになるか分かりませんが、独法の場合はおおむね２、３年のス

パンで見通しをしながら予算組をやっていく。そして公営企業法でいきますと、単年度予算で

いきますから、毎年、予算と決算をやる。決算も１つの評価の部分に入ってくると思います。

今、議員さん、病院が黒字であれば見直す必要がないという話でありましたが、私は決してそ

うではなくて、ある一定期間がきたら、見直しはするべきだと思います。といいますのは、こ

の地域は過疎化で人口減少の地域ですから、今が黒字であっても将来を見通した中で、どうい

う病院経営を今後やっていかなければいけないか。常にこれは見直していかなければいけない

と思っております。企業であれば特にですね。公共団体でも見直しをしたり、いろいろ改善を
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していくわけですから、企業であれば企業であるほど、そういった見直しをしていかなければ

いけない。 
 そして評価委員の話も出ましたけども、いくら公営企業法の適用であっても評価委員さんが

別に、議員さんがやっていただければそれが一番いいんですが、今言った決算のときにもそう

いった経営視点の目から評価ができないのであれば、別のところを入れて専門家の評価という

のもあってもいいんではないかと。そういったこれから決めていく形態ですから、いいところ

はどんどん取り入れながらやっていけば、ほぼどっちをどういうふうにしても同じような形で

できるんではないかなと。一定期間、おおむね３年から５年と言わせていただきましたが、もっ

と早くになるかもしれませんし、そうはいってもなんら平穏にいっていても、これが良いのか

悪いのか、事後評価は公営企業法であれ、独法であれ必ずやっていかなければならないと思っ

ていますので、これはぜひ新しい病院ではやっていただきたいと思っております。 
 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） 
 そうすれば黒字と赤字を問わず、スタート時間から評価機関というものはシステム的に設置

するということでよろしいですか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 協定書の中にも黒字に向かうようであればとか、黒字になったらとか、そういうことは一切

謳っていなく、一定期間がきたところで評価、見直しにかかる協議をいたしましょうという協

定ですから、これは黒字赤字とは関係なく、ある程度の期間が過ぎれば落ち着いたところでいっ

たん見直しをしていくということだと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 富士川町の意思として、その第三者の評価機関というものはスタート時点で設置してほしい

ということを、また協議会の中で発言をお願いしたいと思います。 
 それからこれは確認なんですけど、やっぱり協定書の見直しをする評価機関、これは当然先

ほどから議論して、私も考えが町長と同じです。もう１点、協議会で提案された設置母体によ

る統治、ガバナンスは、これは議会は議会として予算、決算とか議案を審議する上で監視機能

とか監督機能というのは議会は議会としての立場で、これは機能があると思うんです。そうで

はなくて、さっきから言った単年度制ですよね。そういったものを病院経営に関する、これは

単年度の第三者機関というものを別に設置する意味合いというのは、僕はあると思うんです。

例えば事業悪化の原因把握とか経営改善プランの作成、さっき言った地域の住民の声も反映し

ていこうと。それから改善プランの実施に対するチェックですね。状況を監督する責任、こう

いったものの機能を併せ持った市町、または組合議会の諮問機関みたいな性格を持った組織も

別にまた、これは必要だと思うんです。町長はどうですか。 
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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） 
 それもこれからの協議会の中での議論だと思います。どんな形にせよ、そういった事後評価

制度が必要であれば協議会の中で決めていくんではないかなと思っております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 ぜひそれを両輪として、第三者の評価、中長期の見直し、それから単年度の経営改善、それ

から住民の声を反映する評価機関というものを設置していただければと考えています。 
 （４）ですけども、もう時間がないので厚生労働省の売却条件の１つに地域住民の合意が必

要とあります。市川三郷町では、鰍沢病院を地域医療機能推進機構で運営してほしいという８，

２０３筆を超える署名が集まりました。地域住民の合意が得られている状況ではないというふ

うに私は考えますけど、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） 

 市川三郷町におきまして、市川三郷町立病院を今のまま残してくださいという署名活動が行

われていることは承知しております。峡南の医療再生につきましては、両町議会の地域医療を

守る特別委員会におきまして、県が示した医療連携案をご審議いただき、原案のとおり進める

方向で意見集約をいただいたところであります。こうした住民の代表である議会の決定は町と

しては重く受け止めております。また、この県の示した原案につきましては、峡南地域医療連

携協議会においても了承をされたことから、１１月１５日に厚生労働省に対し、鰍沢病院の譲

渡について要望を行っ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） 
 たしかに、署名用紙には鰍沢病院を地域医療推進機構で運営してほしいという署名はないん

です。でもこれは、その署名をいただいて、発起人さん２人が市川三郷町の全戸に配布したチ

ラシなんです。これには鰍沢病院との統合は地域医療を損ねること、住民は合意できないこと

をしっかり伝えますとおっしゃっているんですね。なおかつ、この要望書を厚生労働大臣、も

う代わってしましたけどね、三井厚生労働大臣、このときにも・・・。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山議員、時間です。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 そうですね。ここにも同じ趣旨が書いてあるんです。そういうことなので、町長の事実認識

というのは、僕は誤認があるんではないかなと思います。 
 以上で質問を終わります。 
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〇議長（芦澤益彦君） 
 以上で通告５番、３番、秋山貢君の一般質問は終わります。 
 ここで、暫時休憩をします。 

休憩 午後 ２時１１分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午後 ２時２１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） 
 通告に従いまして、質問させていただきます。 
 私は図書館のあり方についてということで、この１点に絞って質問させていただきます。 
 町民の図書館建設を望む声は、今に至っても依然として大きなものがあるわけですけども、

本町の図書館行政はこれまで、大変遅れていると言わざるを得ないと思います。この財政難の

折、図書館の新設は望めないとしても、施設の整備・充実は喫緊の課題であると考えます。本

町の図書館施設について、お伺いいたします。 
 まず最初に、総合計画に図書館登録者の目標数値というのが掲げられていますが、平成２２年

が２，０３６人、２５年が２，５００人、２９年が２，５００人という数字が載っているわけ

ですけども、この数値の根拠はどのようにして割り出したのか教えていただきたいと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 生涯学習課長、山田直君。 
〇生涯学習課長（山田直君） 

 永井議員のご質問にお答えいたします。 
 総合計画に掲げてございます目標数値の根拠というご質問でございますが、本町では平成

２２年から２９年度を計画年度とする第１次富士川町総合計画におきまして、豊かな人材と文

化を育むまちづくり、生涯学習、スポーツ活動の推進の項目におきまして、図書館や公民館な

ど生涯学習施設の整備充実を図るとしており、図書館登録者数を目標数値として掲げておりま

す。計画では平成２２年度を現状値、２，０３６人といたしまして、平成２５年度を中間値お

よび２９年度を目標値、それぞれ２，５００人としてございます。 
 平成２２年度数値につきましては、旧増穂町時代の図書館の登録者数であります。平成２５年

度、２９年度の数値目標につきましては、合併によりまして鰍沢地区から新たな登録者を含め

て見込んだところであります。現在、登録者数は２，４５０人となってございまして、目標値

まで、あと５０人ほどということでございます。 
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） 

 私のお聞きしたいのは中間値と目標値が同じ数字だということは、登録者数は増えないだろ

うと、そういうことでよろしいんでしょうか。 
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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） 
 人口規模の予測等に鑑みまして登録者数を推計している、目標値として設定しているという

ことでございます。２５年度、２９年度は同じ数で推移するんではないかということで数値を

掲げてございます。 
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） 

 ２５年から２９年にかけては、人口規模が減っていくから登録者数は増えないと、こういう

ふうに理解してよろしいですね。 
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） 

 そういうことでございます。 
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） 

 この登録者数というのは、何年か経つと抹消されるということはあるんですか。あまり古く

なると。例えば、私は昔、子どもが小さいときは登録していました。こういう人間が、もう何

十年も借りていないということは、何年か経つと抹消されるというルールがあるんでしょうか。 
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） 

 登録によって有効期間が定められているとは聞いてございませんので、おそらく継続される

ものと思います。 
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） 

 そうすると、３０年も前からずっとこの登録者数というのは増え続けているんですか。新規

登録者というのは、毎年増えているんではないかと私は思っているわけですけれども、この数

字が、２５年から２９年がまったく同じだということで、しかも抹消されないで年々増えてい

くわけですね。そのへんの見込みはどうなんでしょう。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ・・・永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 そこのところがまだはっきりと整理できていないんだったら、のちほどまたお願いしたいと

思います。 
 つまり登録者というのは、子どもたちはだんだん大きくなっていって、お母さんと一緒に図

書館に行く子たちが増えてくれば、それだけ新規登録者というのは毎年増えていくはずですよ
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ね。そこでその目標値が中間値とまったく同じという、この数字の根拠がちょっと曖昧ではな

いかなと思ったわけです。のちほどまたお願いします。 
 ２番にいきます。図書館の年間利用状況と読書活動支援策について、お伺いします。 
 図書館の年間利用状況は、私が調べた限り毎年どんどん減っている数字が出てきているんで

すけれども、そういう認識でよろしいでしょうか。 
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） 

 年間利用状況でございますが、平成２２年度と２３年度の利用者数を比較しますと平成

２２年度が９，１６６人、平成２３年度が８，６０１人という数値がございます。その年度経

過の中では利用者は減っている状況でございます。 
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） 

 私が調べた限りでは平成１９年が１万９３６人、２０年が１万３８１人、２１年が９，

９１６人、２２年が９，１６６人、２３年が８，６０１人、２４年、今年はまだですけれども、

現在までのところで７，２０２人と１９年は１万１００人くらいの数字だったものが、今は７千

人に減っていますね。そのへんのところの原因は何かを調べていらっしゃいますでしょうか。 
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） 

 これは私の私見で申し上げていいのかどうか分かりませんが、子どもの数の減少が原因では

ないかと思います。と申しますのは今の図書館が子ども向けの図書の充実というようなところ

へ力を入れてございますので、そんなことが影響しているんではないかと思われます。 
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） 

 それにしてもあまりにも減少率が高いなという気がするんですけど、あそこの図書館で司書

をやっている方は本当に一生懸命、懸命にやっている姿を私は拝見しているわけですけども、

そういう中でいかに本好きの子ども、読書好きの子どもを育ててほしいという思いで、読書活

動の支援策などのようなことも考えていらっしゃるんではないかと思うんですけども、そうい

うところは町としてはどのようなバックアップをしているんでしょうか。 
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） 

 読書活動に対する支援策といたしまして、今、来館者に対するレファレンスサービスをはじ

めとしまして、毎月第２土曜日に定例的に行っておりますお話し会、あと町内保育園児や児童

センターでの読み聞かせ、あるいは動物を連れてきてのお話し会などさまざまなイベントを行

い、乳幼児、児童、青少年が読書に親しむ機会を設けております。また図書館ボランティアと

しまして、銀のしずく等の協力によりまして、これらのイベントを実施するとともに、利用し
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やすい図書館づくりを心掛けているところでございます。 
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） 

 小さいときからの読書習慣というのは感性を磨き、そして表現力や創造力を高め、知性や感

性を豊かなものにするというところで、生きる力も身に付くのではないかというために、今後

推進していく必要性が大いにあると思いまして、こうしたレファレンス活動とか、あるいは読

み聞かせを図書館から外に出てやるということですよね。そういう活動というのが大変重要な

ことだなというふうに思っております。私がちょっとお話を伺いに行ったときは、土曜日だっ

たんですけれども、その間にも何人もの子どもたちや大人も来ていましたし、青年も来ていま

したし、土曜日はかなり賑わっているんだろうなと思いましたけれども、平日は大変少ないと

いうようなことでした。 
 そこで読み聞かせの会とか、中では一生懸命、なんとか皆さんに利用して楽しく、あそこで

過ごしてもらいたいという思いで職員の方が一生懸命やっているというのはよく分かるんです

けれども。３番にいきます。 
 図書館の今、正規の職員は１人ということでいいんでしょうかね。あるいは、例えば土曜日

なんか、私が行ったときは２人体制でおりましたけども、その職員体制が十分なのか。例えば

レファレンスのお手伝いをしたりとか、あるいは司書はどのくらいいるのかとか、１人で十分

なのか、そのへんのところをちょっとお聞きしたいと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 生涯学習課長、山田直君。 
〇生涯学習課長（山田直君） 

 職員体制のご質問でございますが、月曜日は町民会館、休館日でございます。火曜日から日

曜日の６日間、午前９時から午後５時まで図書館を開館しております。職員は火曜日から金曜

日の４日間は同じ職員ですけども１名。土曜日は２名。日曜日は１名という職員体制でござい

ますが、いずれも臨時雇用の職員でございます。司書の資格につきましては、そのうちの２人

が司書の資格を持ってございます。 
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） 

 人数は複数いたにこしたことはないと思うんですけど、費用対効果というところで難しいこ

とも十分承知しております。 
 そこで４番の質問に入りますけれども、２階の学習室の利用条件についてお伺いいたします。 
 これは私も中に入らせていただきましたけども、町民の中で複数の方から質問されました。

２階の学習室の使い方はどういう基準になっているんですかねと聞かれましたので、改めてこ

こでお伺いしたいと思います。２階の学習室は誰でも利用できるのでしょうか。 
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） 

 ２階の学習室でございますが、ここは利用対象は学生のみということで運用して、学習の場
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として開放しております。しかし２階にもご案内のとおり蔵書がございますことから、学生以

外の方でも図書の貸し出しや閲覧を行っておりますが、閲覧場所は１階のロビーのみというこ

とにさせていただいております。 
 いずれにしましても、２階の学習室を利用する場合は利用する前に１階の図書室へ来ていた

だいて職員に利用を申し出ていただいております。１階にない図書が２階にある場合もござい

ますので、必ず職員に声を掛けていただいて案内をしているところでございます。 
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） 

 学生のみということは、入り口で学生証かなんか見せるということですか。何をもって、こ

の人は学生なのか、社会人なのかを区別するんでしょうか。 
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） 

 １階の図書室に利用を申し出ていただくわけですけども、その折に判断をしていくというこ

とになります。 
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） 

 そうするとその方が学生なのか、学生でないのかというのは職員の主観によるということで

解釈してよろしいでしょうか。 
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） 

 厳密に学生証の提示を求める、そこまではしていないと思いますが、本人の申し出によりま

して職員が判断するということだろうと思います。 
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） 

 なぜこういうことを聞くかというと、学校を出たけれども、家で勉強する環境にない人が落

ち着いた場所で勉強したいという人もいますよね。学生でなくても。なぜ大人は駄目なんでしょ

うか。 
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） 

 あそこの設置場所が１階と２階ということがございまして、職員は常時、利用者が利用しや

すい１階にいるということから、なかなか目が行き届かないといいますか、学生の学習の場に

限定をさせて運用していくという状況でございます。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ８番、永井寛子さん。 
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〇８番議員（永井寛子君） 
 私がお聞きしたのは、１階に職員が通常１人しかいませんよね。ですから２階を学生なら使っ

ていいよということを許可できる環境にあるんでしょうかということなんです。それが学生な

らいいけど、大人だったら何が駄目なのかと。学習するのは学生だけなんでしょうかね。あそ

こに入ると郷土資料がこんなに厚いものがいっぱいありますよね。そういうものをたぶん学生

はあんまり見ませんよね。たぶんあそこで見るのは大人だと思うんです。でも大人はあそこで

見てはいけない。学生ならいい。大人は目が届かないから駄目。学生は目が届かなくても大丈

夫とこういう判断でしょうか。 
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） 

 学生の学習ということであれば、調べ学習、あるいは自分で学習するということから、ある

程度制限をしたというか、利用も可能ということで、一般の方が見る場合は１階のロビーへ書

籍を持ってきていただいて、閲覧していただくという体制をとってございます。 
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） 

 つまり、学生でない大人が学習室で本を調べてはいけないので、下のホールに行ってくださ

いと言われて行ったけれども、うるさくてできないという声もあるんですね。先ほどの目が届

かないというのは理由になりませんよね。学生なら目が届くと、１階しかいないんだから職員

は。２階はまったくの個室になってしまうわけですから、大人だから目が届かない、学生は目

が届くからということはあり得ないし、どうも本当にあそこを使いたい人を納得してもらえる

ような理由ではないんでないかと私は思っていますけども、そのへんはいかがでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 生涯学習課長、山田直君。 
〇生涯学習課長（山田直君） 

 ２階の学習室の利用形態につきまして、もう少し検討をしてみたいと思います。 
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） 

 そのようにぜひお願いします。 
 それは５番の質問にもかかってきますけども、２階学習室の利用状況について伺うという質

問です。これは大人が駄目ですから学生だけが使うんですけど、なんの目的であそこを利用し

ている人が多いんでしょうか。また、年間どのくらいの学生があそこで学習しているんでしょ

うか、お伺いします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 生涯学習課長、山田直君。 
〇生涯学習課長（山田直君） 

 今、申し上げてまいりましたとり、利用対象が学生のみということで制限させていただいて

おります状況から、夏休みが最も多く使われております。多いといいましても、約１カ月で

 ７９



２００人弱ぐらいの利用でございますが、そのほかの月につきましては月平均で２０名程度の

利用でございます。 
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） 

 そういう現実も、非常にこれはもう１回、２階学習室を有効活用という点から、これまでの

やり方でいいのかどうか、ぜひもう一度、見直していただきたいと思います。 
 ６番にいきます。新しくなった県立図書館との間で市町村に向けた新しいサービスや連携は

生まれているのかお聞きしますけれども、先日私は新しい県立図書館に視察研修に行ってまい

りました。同じ質問を実は県のほうにしたんですけども、明確な答えはいただけなかったんで

すけれども、市町村側にすればあの新しい図書館ができたということで、もう全県下にその恩

恵がある程度いただけるんではないかという思いはあると思うんですけど、そのへんはいかが

でしょうか。 
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） 

 県立図書館はご案内のとおり、１１月１１日に甲府市の北口にユニバーサルデザインの施設

が取り入れられて、リニューアル開館いたしました。新県立図書館では電子書籍の貸し出しな

ど図書館としては新たなサービスが始まりましたが、今ご質問の市町村の図書館という視点か

ら見ますと、県立図書館は県の基幹図書館としての意味合いもございますので、市町村立図書

館の支援という使命もあるかと思います。しかしながら市町村に向けたサービスは従来どおり

でございまして、今回のリニューアルによる新たなサービスというのはございません。 
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） 

 せっかくあれだけの立派な県立図書館ができたわけですから、ぜひ県内全域の図書利用サー

ビスの向上、あるいは司書の資質の向上というところで、こちら側からもぜひ要望していただ

きたいなと思うわけですけれども、以前、住基カードの問題が出たときに、これは図書館の貸

し出しにも利用できるよということは伺っておりました。現実に全国で住基カードを使っての

図書の貸し出しということは、あちらこちらで今行われておりますけれども、これは県立図書

館にも利用できるということですか。 
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） 

 永井議員の質問にお答えします。 
 町では住基カードの推進を行っております。住基カードの中には、希望によってアプリを入

れております。それは県立図書館の利用ということで推進もしております。現在、県立図書館

利用にあたっては、５市２町でコンビニ交付等のアプリが入る住基カードを発行しているわけ

ですけど、県立図書館へ行ったときには図書カードというものを、カードを作ってもらわなけ

れば現在のところありません。それで１回、図書カードに、そのときに身分証明書を出します
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ので、当然、住基カードを出して申請書を書かなければなりません。それから図書カードを作っ

て、図書カードを作りますと次からは住基カードで利用することが現在のところはできるとい

うことになっております。 
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） 

 町で一定の手続きをすれば、住基カードがそのまま使えるかと思っていたんですけども、ま

ず図書カードを作らなければできないということなんですね。 
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） 

 現在のところ図書館に行って申請をしまして、図書カードを最初に作る。そうすれば図書館

のほうで機械のほうに住所とか名前とか入って、その次から図書を借りるときに住基カードで

借りることができるということです。 
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） 

 分かりました。実はこれに関しても、町民の方から新しく図書館ができたんだけれども、住

基カードで使えるのかというような質問を受けましたので、そういう周知もぜひ、そのまま使

えるかと思ったらそうではないということが私は今、分かったんですけども、手続き上の問題

とか周知のほうも、ぜひ町のほうから町民に向けてやっていただきたいと思います。 
 次に７番にいきます。町民会館の図書館ですけども、耐震化されていない建物での図書館運

営について非常に不安を抱くし、小さい子を持つお母さんたちもあそこに行くのにためらいを

感じる方々もいらっしゃるのではないかと思うわけです。特に３．１１を経験したあと、防災

対策の強化ということは町を挙げて行われている中で、この図書館が町民会館の中にあるとい

うのは大きな問題だと思うんですけれども、このことについて町の考えをお伺いします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 生涯学習課長、山田直君。 
〇生涯学習課長（山田直君） 

 ただいまのご指摘どおり、現在、図書館があります町民会館は過去に耐震診断を行いました

結果、施設の耐震補強が必要であると診断されております。図書館が今の町民会館に併設され

ているという状況の中では、抜本的に町民会館の全体の見直しが必要であるという考えでござ

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） 

 町民会館の全体の見直しという予定はいつごろ、どんなものですか。もう決まっているんで

すか。それは喫緊の問題だと思っています。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 生涯学習課長、山田直君。 
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〇生涯学習課長（山田直君） 
 耐震補強の問題につきましては、公共施設いくつか課題がございます。その中で優先順位を

今後付けていく中で整備していくものだろうと思いますが、具体的に町民会館の耐震補強、あ

るいは建て替えであるとか、どういった整備をしていくかという具体的な計画は今のところご

ざいません。 
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） 

 補強とか建て替えの計画は今のところないということは、今まで耐震化されていない町民会

館で長いこと図書室が使われてきたわけですけども、ここ昨年３月１１日を経験したあと、な

んとかして子どもの命を守らなければということで、まず最優先順位で学校を補強しましたね。

町民会館は予定がないということでしたら、８番にいきます。町民の中に図書館の移転をとい

う声が出ているわけですけども、これについて町はこういう動きがあるということを把握して

いらっしゃるでしょうか。 
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） 

 先日、町のほう、あるいは教育委員会のほうに図書館の移転も視野に入れた検討会の設置を

という陳情書をいただいているところでございます。 
 公立図書館というのは、子どもから高齢者まで幅広く住民の自己教育に資するとともに、住

民が情報を入手し、芸術や文化を鑑賞し、地域文化の創造にかかる場としての役割を担ってい

ると認識しております。 
 公立図書館として機能するには、その蔵書数でありますとか延べ床面積、職員数など一定要

件が必要であり、また駐車場やその施設へのアクセスなど利用者の利便性の配慮も課題となっ

ていくと思います。 
 今後は現在の図書館、町民会館がございますが、その町民会館の施設そのものの抜本的な見

直しを含めて、町の図書館というのがこれからどうあるべきかということをトータル的に議論、

判断をしていき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） 

 町民会館の見直しが予定ないというところで、おそらく町民の中にはこれはもう待っていら

れないということで、あそこから出るしかないんではないかというような動きだと思うんです

けれども、そういうところで陳情書が出されたと思うわけですけども、検討会の設置というこ

との陳情ということで、これに関してはトータル的に議論をというのはちょっと非常に抽象的

に、本当に今すぐやろうとしているのか、これは本当に町民会館の見直しをしないんだったら、

本当に早く出るしかないんではないかと思うんですけれども、それでなかったらもう図書館は

富士川町にはありませんと宣言してしまうのか。それともどこか空いている場所を探して、あ

まりお金はかけないようなやり方で、図書館をもっていくしかないと思うんですけれども、早

急に検討会の設置ということはお考えにあるんでしょうか。 
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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） 
 検討会でございますから、何を検討するのかという話になろうかと思いますが、具体的な、

例えば整備計画の策定でありますとか、実際の建設にあたってどういった図書館がいいのかと

いう段階になりました場合に、例えば住民の方の意見を聞くとか、専門家のご意見を聞くとか

というようなことになろうかと思うんですけども、今のところそれに向けた動きがないという

状況でございます。 
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） 

 今の場所を心配する町民が移転をということで、具体的な空きビルという話もあると私はそ

の中は知りませんけども、空きビルからあるからそこにという話もあるという話は聞いている

んですけども、今の話だと具体的にはそういうことはありませんということでしたね。そうい

う、町民からの提案に対して町はどのように受けるんでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 町民会館の建て替え、移転というふうな質問でありますけども、今、町民会館と耐震化が、

おおぜいの人が利用する建物としては、耐震度がないということは前々から分かっております。

そういう中でこれはほかの人の質問にも絡むかもしれませんけど、私が今回、富士川町の町長

に就任時もいろんな医療、あるいは教育も含めてさらなる合併の推進ということを言ってまい

りました。そういう中で子どもたちがまず使う、これは単体の地域として使う学校、保育園、

これをまず耐震化を進めてきたわけです。ただ、今それがおおむね完了する時期にもきていま

す。そして町民会館、あるいは庁舎、これもおおぜいの皆さんが使うわけですが、さらなる合

併ということをいっていましたので、果たしてこの１万６千人が利用する町民会館でいいのか。

もし合併が進めば３万何千人が使う市民会館なり、町民会館が必要ではないかというところか

ら、かつて町民会館の建て替えについての検討委員会を立ち上げていただきましたが、そこは

ちょっと置いといてあります。 
 ただ、今、合併特例法もなくなりましたし、そして全国合併という飴もなくなってまいりま

したから、非常にそういった機運が下がっています。実際、この地域においても病院の統合は

現実化してきましたけども、それ以外のところへもう一歩踏み込んだ状況ではありません。今

ここで、今どうこうすぐには言えませんけども、近いうちにその合併を棚上げするかどうかの

判断をしながら、そういう中で町民会館、あるいは庁舎、そしてそのあとには小中学校もいよ

いよ老朽化の時代がやってきますので、全部が重なることのないように順次検討していかなけ

ればならないと考えておりますので、その中で町民会館、あるいは図書館ということも住民の

意見から非常に要望が多いことは承知しておりますので、検討していきたいとこんなことでご

理解をいただければと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ８番、永井寛子さん。 
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〇８番議員（永井寛子君） 
 町長のおっしゃることはよく分かるんです。それで日々、子どもたちがあそこに集っていく

わけですから、最優先でやってほしいということで、町民の側からのその提案に対して町とし

ては、例えば具体的な場所を、町民がこういうところはいかがですかということに対して、町

はそれを受け止めようとされているのか、それともどうなのかということをお聞きしたいと思

います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 図書館は建物、箱物というよりも教育施設の一環だと私も認識しておりますので、今の町民

会館の中で将来にわたっていいかといえば決してよくないと思っております。先ほど言いまし

たように、近いうちに私の考え方を整理しながら住民の皆さんにご理解をいただく中で、新た

な町民会館、そしてまた図書館も併設がいいのかどうなのか。それともどこか空き店舗に移転

するのがいいのか、それも含めて検討会は立ち上げたいと思いますけれども、今、どこにどう

するのかの目標も目的もないところで検討会を立ち上げても、委員さんも検討の仕様がないと

思いますので、本当に近いうちにその判断をいたしますので、その後に検討会を立ち上げたい

と思っています。 
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） 

 町としてはそれはしっかり受け止めて、でも今はいつと言えないということですよね。です

からいつになるのか、最優先課題としてぜひとも、町民会館が駄目だったら、やはり図書館だ

けでもどこか安全なところに移転するという形での検討委員会はぜひ早急に、私は立ち上げて

いただきたいなというふうに思っているわけですけれども、この陳情、先ほどのお話だと町で

すね、それからあとは教育委員長さん宛てにきているんですか。この陳情書は。 
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、町長部局とそれから教育委員会部局、両方に陳情があがってきて

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） 

 もしよろしかったらぜひ私は、教育委員長のほうからこの問題を、やはり重要な問題だと思

いますので、何かコメントいただけたらありがたいと思うんですけど、お願いします。 
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） 

 永井議員のほうからお求めがありましたので、これは教育委員長という立場もございますが、

同時に私は仕事として図書館を非常に使っております。私、今、ここにみずからの図書館の図
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書カードを持ってきてあるんですけども、これだけあります。これは山梨県中全部です。一番

新しいのは県立図書館。先ほどのお話にありましたように、行ってどうしてもこれを作らなけ

れば借りられないんです。これは県立図書館ばかりではなくて、全国の市町村でそうなんです。

峡南地方で言いますと、この増穂から南には身延が、下部、中富まで含めて一応３つ。南部が

富沢まで含めて２つ。それから市川三郷町が１つ。身延の図書館と南部の図書館以外はかなり

古くなっているようでございます。私は吉田まで全部使っておりますが、吉田も最近、きれい

にしました。市民会館の中に入っています。それから河口湖の図書館も非常にきれいになりま

した。きれいになったというのは、新しく建て替えるまでにすごく時間がかかったこともたし

かです。 
 図書館というのは、一時期私が思っていた無料で本が借りられる。言うなれば無料の図書貸

出所みたいな場所であったという図書館から、今もっとニーズが広がっております。それは一

体何かと言いますと、地域の実情というのを見ながら、図書館が教育施設でありながら文化施

設でもあるし、同時に町内の人ばかりではなくて町外の人、あるいは県外の人、場合によって

は外国人まで含めたところのニーズに応えるべき図書館というふうになっていることもたしか

だと思います。 
 例えて言えば、この富士川町で言いますと、われわれがすぐ思い浮かべるのは石橋湛山とい

う方がおりました。望月百合子という鰍沢の出身ですが、日本の女性運動の先駆者であられた

方もいました。それから熊王徳平さんという作家もおりました。今日お亡くなりになったんで

すけれども、米長邦雄さんのような方もおります。そういった方たちを核にして考えたときに、

人というのを核にして考えたときに、そういう人たちが持っていたもの、やり遂げたこと、そ

してその人たちをどういう形でこの人たちがこういうふうになっていったかという資料まで含

めて、富士川町ではやはりこういう人たちを中心にした、きちっとした資料もまとめ上げなけ

ればいけないんではないかなと思っています。 
 同時に富士川町が最も誇れるものとしては、これは人ではありませんが、富士川舟運という

のがあります。富士川舟運というのは角倉了以という人がやったんですけれども、今のところ

舟運に関することの資料は全部そろっているような図書館は、日本国中を見渡してもありませ

ん。その場合、もし富士川町がきちっとした図書館を造るとしたならば、富士川舟運の資料ば

かりではなく日本国中の舟運、高瀬川から天竜川含めての角倉了以に関わる舟運資料というの

を入れて、はじめて日本国中の人から注目されるような図書館になると思います。 
 図書館というのはたしかに学習の場でもあるし、本を借りられる場所でもあるんですけれど

も、地域の特色を生かして町内外、場合によっては外国からも人々が利用できる図書館という

のが、今はもうインターネットを使ってそういう時代になっていますので、そこまで考えた図

書館を造っていかなければいけないんではないかということになると、司書がそういったリ

ファレンスに応えられるかという教育の問題もあります。 
 もう１つ、最も大事なことなんですが、先ほどから問題が出ております新しい県立図書館は

市町村の図書館に対する支援というものは謳っておりません。これは今からわれわれが要求し

ていかなければならないことだと思います。場合によっては県立図書館のある部分よりは、市

町村図書館のある部分のほうが上の場合もあります。むしろリードしている部分もあります。

でも言い方を変えると、ここでそういう言い方をしていいのかどうか知りませんが、県立であ

るということにあぐらをかいている部分があるということです。そこらへんもきちっとわれわ
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れは精査していかなければいけないんではないかと。 
 もう１つ、子ども読書支援センターというのが今度併設されたんです。県立図書館には。そ

の子ども読書支援センターという、併設されたものこそ私はこれからの図書館の、市町村の図

書館にとっても一番大事な部分ではないかと思っています。これからもし富士川町が図書館を

造るというときには、今言いました富士川町の特質を持った部分、そして子ども読書支援セン

ターをどうしていくかという部分を考えていかなければいけないと思います。 
 そうやって考えていきますと、検討委員会、もしくは検討会をつくる場合に現在ある図書館

を危ないから簡単に移転して、ある空き店舗にもっていって、そこでこと足りるとする考え方

ではなくて、それはそれで今の町長さんのご発言や委員会の発言にあったような部分を踏まえ

まして、まずそういった理念的なものを含めた検討会から立ち上げることが大事かと思います。

その場合、ただ単に図書館を必要とする人が多いから空き店舗に移しましょうというような安

易なという言い方はしませんが、場当たり的な発想ではなくて、もう一歩、踏み込んだ部分か

ら図書館づくりについて考えていく、そういった検討会が僕は必要だというふうに考えており

ます。その場合、今、私が言いましたようなことをすべて踏まえた上でやっていかなければ検

討会としての意味がないと思います。そこまでを考える場合には、検討会をつくるといたしま

したら、例えばここ１カ月後につくろうよ、２カ月後につくろうよという感覚ではなくて、も

う少し時間をかけて、どういうことを目指していく図書館にしようかということまで踏み込ん

だ検討会にしたほうが意味のある検討会ではないかというふうに思っています。 
 今の永井議員のご質問、それからご意見、町長さんの回答、教育委員会の回答というのを踏

まえて、教育委員長としての立場でも私は今のような形で検討会に向けて、準備作業を進めて

いくということが一番、今の時点ではベターではないかというふうに考えております。よろし

いでしょうか。 
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） 

 大変貴重なご意見、ありがとうございました。今の先生のお話を伺っていまして、富士川町

にこんなに立派な、プロの先生がついていてくださるではないかということをつくづく今、思

いました。ぜひとも検討会がまずはきちんと充実した会になるように、そんなことをぜひご指

導をいただきながら、みんながそこで読書に親しみ、学び、交流できるようなそんな図書館の

実現を期待しております。ありがとうございました。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 以上で通告６番、８番、永井寛子さんの一般質問を終わります。 
 ここで、暫時休憩します。 

休憩 午後 ３時１１分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午後 ３時２１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７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。 
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〇６番議員（齊藤欽也君） 
 それでは、いよいよ最後で非常に皆さんお疲れでしょう。私も実は似たような質問が多くて

非常に勉強になりつつ拝聴させていただきました。 
 まず第１に病院経営についてということでご質問、３点ほどさせていただきたいと思います。 
 病院については、先ほどから神田議員、そして秋山議員が町長に質問され、町長からるる回

答がありました。正直、回答を聞いていてこの町の将来、あるいは医療というのはどうなって

いくんだろうなと非常に私は暗澹たる気持ちになって、ちょっと今、意気消沈しています。そ

れはどういうことかというと、１２月１０日に譲渡を、ＲＦＯとの交渉を行ってくださいとい

う厚労省からの指示が出され、町長等もそれで東京へ行かれたということで、いよいよ具体的

に統合に向けて、新病院設置に向けて本格的に前に動き出したと。私はご承知のとおり、町が、

あるいはこの小さな自治体が病院経営に携わるということは非常に大きなリスクを伴うし、場

合によっては支えられなくなった場合に、むしろこの地域の医療が崩壊するんではないかとい

う心配から、今現在でも反対であるという気持ちは変わりません。 
 しかしながら、そのように前に少しずつ進んでいると。先ほどから町長の答弁を聞いていま

すと、独法では地域の声、あるいは地域住民の医療の要望に対して応えていくということがど

うしてもおろそかになる可能性があると、採算性を重視すると。そういうことを踏まえれば、

今現在この間、協定書にも盛り込まれました一部事務組合の全適用という方法でやっていくの

がベターだろうと。これについては数年度にまた見直しということもあり得るというお話であ

りました。そして公務員型か非公務員型かということについて言えば、どうしても無難に統合

していくためには、それぞれの当時者の気持ちを尊重していくということがどうしても必要に

なるということから、私から見ればそれぞれにとっていい形での統合ということなので、どう

しても将来に対するいろんな財政的な不安が出ざるを得ないということで、非常に暗澹たる気

持ちになってきたと。 
 統合していくというこの目的を考えれば、それはある意味では仕方のない面だろうとは思っ

ています。ただ、いよいよ具体的に前に進んだとはいっても、うちの議会ではこれから二度、

議決行為をしなくてはなりません。それは１つは病院を取得する、買い取るというときにこれ

は議決行為が必要だと。それともう１つは一部事務組合なりの設立を行うとき、あるいは設置

をするときの条例と。この２回、議会はいよいよ最終的な判断を間近に控えてきました。この

間、経営形態、あるいは両病院の財政状況等々について、議員もいろいろと資料の提供を受け

ながら議論もし、勉強もしてきました。そこで改めて、私は２つの点について確認したい。 
 まず第１点は社会保険鰍沢病院の譲渡要請を行ったんですけど、その譲渡条件、特に取得費

用について町としてどのように考えているのか、その点についてまずお伺いしたいと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 齊藤議員の鰍沢病院の譲渡条件、取得費用についてのご質問にお答えをいたします。 
 １０月３１日に富士川町と市川三郷町におきまして、知事と医大の附属病院長、立会いのも

とに鰍沢病院と市川町立病院の経営統合に関する基本協定を締結し、また１１月１日に開催さ

れました第６回の峡南地域医療連携協議会において、両病院の経営統合ということが正式に承

認をされました。これらを受けまして、町では１１月１５日に厚生労働大臣宛てに社会保険鰍
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沢病院の譲渡について要望を行ったところであります。 
 この本町からの譲渡要望につきましては、１２月１０日に厚生労働大臣からＲＦＯの理事長

に、鰍沢病院を譲渡対象施設として選定した旨の通知がありましたので、さっそくあいさつに

は行ってまいりましたが、今後ＲＦＯおよび全社連と譲渡の条件となる土地、建物の取得範囲

ですね、それと取得価格などについて具体的な交渉を行っていくことになると思いますが、そ

れより先に、まずＲＦＯのほうから譲渡条件がまず町に示されてくると思っております。これ

は他の社会保険病院、厚生年金病院のときも同じでありますが、取得をしたのちは１０年以上

は病院経営をしなさいとか、そういう向こうも売るほうとしての条件が出てくるわけです。そ

れは当然、病院経営をするということで取得要請をしましたから、なんら問題がないわけであ

りますが、鰍沢病院の中にも土地が４カ所に点在をしております。そういうものがすべて必要

かどうか、これも病院側と話をしながらその話し合いの結果をもって、社会保険、社保連の持っ

ているところ、あるいはＲＦＯの持っている施設がありますので、それらのうち、どの部分が

必要になるのか、そういうところも決めながらやっていきたいと思っております。 
 価格の部分はまだまだもうちょっと先になると思います。今、いくらとも私も言えませんし、

向こうでもまだ言えないと思いますが、いずれにいたしましても今後、そういった詳細なこと

について協議をしていくわけであります。しかし富士川町も市川三郷町もお金がこのためにあ

り余っているわけではありませんので、できる限り地域医療再生交付金の中でこの案件が処理

できるように努力していきたいと考えております。 
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） 

 一番大事なのは価格、私の関心は価格ですね。常々、町長も交付金の範囲内でとおっしゃっ

ていますけれども、前々回ですか、出された資料では取得費用については交付金、残りをその

他へというような説明がありました。では交付金を超えたらどうするんだということがやっぱ

り一番問題になってくるので、聞くところによると民間への譲渡、民間移譲への譲渡というの

は５０億円とか数十億という単位での譲渡がされたという話を聞いております。ただ、これは

自治体なのでもちろん、そのようにはならないだろうといわれていますけども、例えば私たち

が家を１軒建てる、あるいは車を買うにしてもやっぱり限度というものはあるわけですね。こ

れだけあって、オーバーしてもこのくらいだという、もちろんオーバーした分については町で

すから、当然なんらかの起債なり、あるいは一部事務組合になれば企業債なり、形態によりま

すけどそういう形も取れるんでしょうけども、その点について判断基準というものは、一定の

判断基準というのはある程度、必要ではないかと思うんですけども、その点についてはどうお

考えでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 これまでもＲＦＯ、あるいは全社連とお会いする中で、私とすれば無償譲渡を言ってきた経

過もあります。ただ、相手も国会という審議機関を通らなければならないところですから、無

償は無理にしても今言った臨時特例交付金の中で処理をしたいなと。この気持ちは今のところ

全然、変わっておりません。 
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 実際の価格とは、鰍沢病院を臨時特例交付金で買うんですが、鰍沢病院の簿価の価格を見て

も７０億円以上の数字になっていると思います。ただ私どもが買うのは、その資産を買うんで

はなくて、病院の機能を買うんですから、今、赤字の病院を買うということでありますので、

そこは交渉の余地があるんではないかなと思います。 
 そして徳島県の病院は１３億円と聞いております。そしてこの間、東北の病院が４５０何床

という病院ですが、築３０年ぐらいの病院だと思います。７億７，３００万円で薬科大に譲渡

されたというのがあります。ここは１５４床、ただ築がちょっと１０年ぐらいということです

から、これから価格はお互い、折り合いのつくところで決めていかなければならないと思いま

すけども、基本的な考えは特例交付金の範囲内でやっていきたい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。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 価格について今言ったことが１つの目安なんだろうと思います。ただ以前、共産党の議員さ

んが、国会のどなたかちょっと記憶にありませんけども、鰍沢病院の取得について、費用につ

いてなんか質問されたと。正確な数字は見ていないです。たしか１０億円と２０億円というふ

うな話がチラッと出たという、当時ですね、話を伺っていますから、決して無償譲渡なんてい

うのはもちろんあり得ないだろうし、いわゆるさっき言った東北のような７億円ということも

あり得ないんではないかなと、これは私の主観的なことですけども、非常に取得費用もかかる

んだろうというように私は思います。これは向こうからの要請があったら交渉状況の中で、最

終的な判断とは別に資料提供をするときはぜひともお願いしたいと思います。 
 ２つ目ですけども、経営統合時の経費負担についてと。当局の見積もりを伺いたいというこ

となんですけども、これはどういうことかと言いますと取得した場合に今度、梨大の医学部が

研修センター、高度な医療の研修センターということで医師を派遣してくれるという話のよう

です。当然、そういうセンターなりを造るとなれば、鰍沢病院の医療機器が非常に古くなって

いると。医療機器は、日本は世界一高額な値段ということは伺っていますけども、大幅な入れ

替え、あるいは新しい機器、当然これは設置するということも当然、向こうからの要望も出て

いるんだろうと思うんですけども、そのへんについてどのくらいの見積もりが実際出ているの

か、お願いしたいと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 これは１１月のはじめにしました峡南医療連携部会の中で、一応、来年度、県が当初予算に

盛る予算案ということで、取得費は空欄ではありますけども、それ以外の部分で各病院から当

面、整備が必要な機器ということで相当の額が出ております。ただ優先順位を付けてあります

ので、一番は病院の取得。ですから病院の取得を可能な限り安く取得すれば、ほかのほうに経

費が、２５億円のうちの経費がまわっていくというふうな予算立てになっています。 
 当然、鰍沢病院の取得につきましては、先ほど来言っていますように地域医療再生臨時特例

交付金、この範囲でできる限り安い値段で取得したいと考えておりますが、一方、市川三郷町

立病院の資産も取得する必要が出てまいります。現在この資産価値を確定するために、協議会

におきまして不動産鑑定業務を委託しております。市川三郷町立病院も本体の病院は、簿価で
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いけば１０何億円も、まだ残存価格はあると思うんです。ただ建て替えをしたいという意見も

ありますから、そういうのを考えると、もうそれはゼロでいいんではないかということも考え

られますので、不動産鑑定をしたものとそしてこれからの計画、あるいはまた今、簿価は、例

えば１０億円という簿価がいろんな医療機器にしてもあっても、この１０億円、借金も残って

いるはずですから、借金を新たな特別地方公共団体へ引き継がせます。残りの部分についても

取得するときに公立病院ですから、補助金が入っている場合もあります。それは市川が負担し

ている部分ではありませんので、そういうのを差し引いたりしながら本当の価格を出して、そ

のうちの応分の負担をしていかなければならないと思っています。これもまだ金額は分かりま

せんけども、そんな手続きもしながら両町で持つ資産ですから半分ずつというふうな形になる

んではないかと思っております。 
 また、鰍沢病院には２３年度末の累計負債というのが２９億５千万円ほどあります。これは

前の議会でもお話をさせていただいていますけども、これまでの全社連との話の中では全社連

がつくった赤字ですから、うちのほうですべて精算はいたしますというお話をいただいており

ますので、たぶんそういう方向で今後も話を進めていかなければならないんではないかなと。 
 一方、市川三郷町の病院の累積赤字も２３年度末で５億２千万円と伺っておりますので、こ

れにつきましてもこれから協議会の中の財産の管理および処分という協議項目がありますので、

この中で市川の病院だけなのか、裏の老健施設も入るのか、そのへんも協議をしていかなけれ

ばならない部分だと思っております。 
 そんなことをしながら協議会の中で資産とか負債の処理方針の協議と合わせて、それぞれの

取得費用を確定していくということになりますので、今この時点で本当に皆目見当もつかない

わけですが、鰍沢病院は特例交付金の範囲内、そして市川三郷町はうちも納得いく負担の中と

いうことで協議を進めていきたいと考えております。 
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） 

 今のお話の中で、ちょっと市川の建て替えの話も出ました。これについては、いつでしたか、

市川の議会で特別委員会ですか、意見集約のときに傍聴に行きましたならば、秋山委員長が建

て替えについては、富士川町も全面協力するということで町長もおっしゃっているから、それ

は心配ないという話のようです。 
 今言ったそれぞれのストック費用、資産、相殺して出すべきものはどちらかが実際に出して

いくというような形にたぶんなるんでしょう。今のお話を聞いていても、非常にあれなんです

けど、実際建て替えの経費をこちらが負担するにしても、あるいは市川の部分とこちらの部分

の、また詳細にしてもかなりの金額を持ち出していくということはこれは変わりない、現実的

な話だろうと思うんですけども、取得とは別のほうでそのへんの経費について、実際どこまで

見込んでいるのか、現時点で。このあと公共施設の耐震化の話もありますけども、財政シミュ

レーションなりの中へ組み込んでいかないと、造りました、できました、お金をどうしましょ

うという話ではもう遅いんだろうと思うので、そのへんどのように検討されているのか、分か

る限りで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） 
 先ほど申し上げましたように、市川町立病院の資産の応分の負担はしていかなければならな

いと思っております。建て替えの部分につきましては、市川の議会で意見集約をするときに秋

山議員さんからそういった話があったということは聞いておりますけども、一緒の病院になる

んですね、今度は。市川の町立病院の建て替えだと市川で建ててください。今度、一緒に経営

統合をすれば今の市川町立病院も一緒の病院になってきますので、現状のままでは患者さんに

も不便をかけるんだろうと。これは理解は示しましたが、これからつくる特別地方公共団体が

建て替え主として建てるわけでありますから、それがこれからのシミュレーションをする中で

建て替えていただければいいと思っていますから、あの病院、あるいは鰍沢病院、そういった

ところの今後のものに、市川三郷町も富士川町もお金を出すつもりは、今のところはありませ

ん。ただ、病院がどうしてもしていかなければならないということであれば、それはまた検討

の余地はあると思いますけども、そんなことでありますので、ただ市川の資産がどのくらいか

ということは本当に皆目見当つきませんが、市川の病院を取得した、そのお金は新しい特別地

方公共団体が入るわけではなくて、これはもともと市川の資産ですから、市川が物で半分出す。

うちは何も持っていませんからお金で半分出す。このお金は市川三郷町の一般会計へ入ってい

くという形になると思います。 
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） 

 ここで一番問題になるのは先ほど秋山議員、あるいは神田議員のときにも出ていた話なんで

すけども、一部事務組合を設立して公営企業ということで企業債と。そこで借り入れをしなが

ら運営をしていくということですよね。運営について言えば。たしかにそうやっていけば、直

接、その時点時点で町が出していく運営費というのは、これはいくらか、交付金だなんだといっ

たものはもちろん入れるにしても、直接身銭をきった温かいお金を入れるというのはたぶん少

ないんだろうと思うんです。だけども運営がうまくいかなければ、結局、その企業が借金を返

済できなければ、これは町が結局、破綻した場合には受けるということなんですよね。 
 私たちはいいですよ、ここにいる議員さんも町長も含めおそらく５年かいくらで皆さんいな

いわけでいいんですけど、造りました、駄目でしたという話ではいけないわけで、そこを私が

今、一番心配していることなんですよ。だから、その財政的なシミュレーションというのは非

常に大事だし、ある程度できるものがあるんだろうと思うんですよ、実際に。そして今言った

分け方にしたって、基本的な考え方は両町ですでに、あるいは協議会の中でも大体、大筋で合

意している話ですから、あとは具体的な数字がどうなるのか。その試算がどのくらいの評価を

受けるのかということは、ある意味、おおよそ予想のつく話だと思うんです。そのへんについ

てはどうでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 本当に市川三郷町の資産を半分取得していかなればならないんですが、これもどこまでどう

いくか、当然、相殺をしていかなければならない部分もありますから、まだいくらとも全然、

皆目見当つきません。ただ、ここの場合もあまりにもお金が大きいようですと、当然、一気に
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払うというのは無理になると思いますから、分割という方式も考えなければならない。そして

当然金額が分かってきて、うちの負担というものが本当にあるんであれば、それはうちの財政

シミュレーションに加えて、他の事業との整合を図っていかなければならないという部分があ

りますが、今のところ本当、数字は分かりませんので、今、富士川町の財政シミュレーション

にはこういうこともあるかもしれないということは頭の中にあっても、数字としてシミュレー

ションの中に落ちている状況ではありません。 
 ただ、いずれにしても最後の最後はどうしても設置母体は市川と富士川ですから、本当に赤

字が毎年毎年続いて、もう黒字化できないような状態になれば、それは救わなければならない

ときもあるかもしれませんけど、そうならないように経営者にしっかり権限を与えて経営をし

ていただきたいと。公務員がやるとどうしてもうまくないという批判もありますので、独法に

せよ公営企業にせよ、そこの理事長さん、あるいは企業長さんにしっかりマネジメントをしな

がら経営をしていただくと、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） 

 要は今までいろんな議論をしてきました。だけども最終的に一番肝心な数字、これが１回も

出てこないんですよね。たしかに決まっていないでしょう。最終的な数字というのはあれしな

いと出ないけども、おおよそこうだよという数字すら、こういういろんな公の場でなかなか町

長の口からも、当局からも出てこない。私たちが知っているのは、最初の３病院統合のときの

いろんな資料、経営シミュレーション等を含めた資料やあるいは現在の市川、あるいは鰍沢病

院の経営状況等々の資料はある。だけども、それをもとにして当局は実際どう考えているのか

ということについてのそういった数字は一切出てこない、これはどういうことなんでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 ３病院の経営統合のときには民間のコンサルを入れて、一応シミュレーションをしました。

これが合っているかどうかという議論もありました。今回の経営統合については２病院であり

ますので、県の医療連携の中でこれも批判はあると思いますけども、２病院一緒になって先生

がこういう計画どおりに来れば、こんな状況になる。鰍沢病院は黒字、市川町立病院は赤字だ

というふうなものが、決してそうはならないと思います。あれは現状のままの給料で積み上げ

ていますから、そうはならないとは思いますけども、１日も早く黒字化を目指すような、あそ

この目標値を医大も県も病院も、そして両町も共通目標としながら努力をしていくということ

だと思います。それに向かって県の素案を了承していただきましたので、進んできているわけ

でありますので、みんな目標値を共有しながら努力していく。先生が来て、この地域で求めら

れる医療ができるようになれば患者さんも増えてくると思いますので、そうやっていかなけれ

ば、いくら絵は立派な絵を描いても実際がそういうふうに動いていかなければ、現実は訪れて

きませんので、そういう努力をしていくということであります。 
 また、今回の協議会の中でも新たなコンサルを入れてあります。みずほ総合研究所が入って

おりますが、そこが来年３月までに協議会の進捗に合わせ、今度２病院の、今、考えている、

県が提案した病院連携の部分で、医大も入りながらもう少し詳しい経営シミュレーションを
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やっていきますので、その数字が出れば当然、両町議会にもその数字をお示ししながらやって

いきたいとは思っておりますが、今のところはこういう方向で進むんだということで、まだ１回

の協議会しかしていませんので、２回、３回、４回、月１回やることになっておりますので、

今後細かい数字はお示しできるものと思っております。 
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） 

 今のみずほの、これは非常に大事な話だと思うんですね。要は安定的な医療体制をずっと継

続していくためにはどういう医療を提供し、そして例えば医療従事者、どういう形でカットし、

どれだけ必要なのか。看護師や医者や、あるいは事務員を含めて。そしてそれを必要としてい

る、いわゆる患者である地域の人々がどのくらいいて、どういう医療を求めているのか。それ

によって、経営がどれだけ安定するのかということだと思うんですね。だからその数字が今の

話だと３月だという話なんですね。でも３月、たしか一部事務組合の買い取りがあって、設置

があるんですけど、買い取りについてはたぶんそのくらいだったと記憶しているんですね。そ

うすると買い取りを議決しましたけども、あとで出てきた資料からいけば、大変な話を覚悟し

てくださいという話では非常に困るんですけど、そこはどうされるんですか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 先日示した行程表をもう一度、思い浮かべていただきたいと思いますが、大まかに３つのグ

ループに分けて３月末までに協議を進め、そこで基本計画をとりまとめることになっています。

並行して経営母体となる一部事務組合をつくっていく。３月の議会では両町の議会で、この一

部事務組合の設置の議決をいただきたい。そうすると４月から一部事務組合が出ますので、こ

のできた一部事務組合が、これは経営母体の一部事務組合ですが、そこが鰍沢病院の譲渡契約

に名を連ねてきます。という形になってきますので、その契約を結ぶ、実際お金を払うのは

２６年３月３１日です。その契約を結ぶ前にこの基本計画が出てまいりますので、その基本計

画を見ていただきながら、議論ができるんではないかなと思っております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ６番、齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 そうすればあれですからね、途中でこれは大変なことだよという話になれば、それはそこで

打ち切るということも十分、想定されるということでよろしいんですか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 この問題、通常であればそういった議案を出して議会でご審議をいただくあれですが、３年

前からこの医療特別委員会を両町で設置していただいて、最初から議会のほうでも議論をして

いただきながら、山場山場には採決もしていただきながらここまで来ておりますので、よっぽ

どのことがあればまた別かもしれませんけども、今はもう経営統合をしていこうということで、

両町および両町議会のご理解をいただいて進んでおりますので、よっぽどのことがない限り、
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これは前へ進んでいくものだと考えております。 
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） 

 ３番目の質問に移りたいと思いますが、すでに２人の議員さんの答弁等々の中で、この３番

の経営統合をする場合の経営形態についての町長の考えということは十分出ているので、もし

あえて町長、補足的に説明したいことがあれば、ご答弁を願ってもよろしいんですけどもどう

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） 

 経営形態はいろんな方法があります。今、例示されているのは４つでありますけども、先ほ

ど私の考えは言わせていただきましたが、これは私のあくまでもまだ個人的考えでありまして、

富士川町からも４名の議員さんが出ております。ですからこれから病院の委員さんも入ってき

ますので、そういう中で最終的な経営形態が決定されていくものだと思っています。 
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） 

 経営形態いろいろあるので、これはそれでいいんですけど、なんといっても一番の関心は財

源、財政、お金の問題ということですので、そこをもっと具体的に早い段階から分かる限り議

論していきたいと思います。 
 ２つ目、公共施設の耐震化について。 
 先ほどから永井議員、そしてその前に堀之内議員が非構造物ということで耐震化について質

問されています。私も改めてこの点について質問したいと思います。とりわけ町民会館等とい

うことですけども、町民会館と役場庁舎、この点について私は前々から町長にも質問してきま

した。振り返ってみますと、今年の３月議会で質問して、そのときは策定中の実施計画に盛り

込むべきではないかという質問を私がしたところ、町長のほうからは実施計画に合わせて財政

シミュレーションをしていると。ただし、現段階では具体的には前後期に入っていませんよと。

だけどもしているというお話でした。まずそこは今現在どうなっているのか、そこをお答え願

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） 

 ２４年の３月、今年の３月に策定いたしました富士川町の第１次総合計画の中の主要施策に

庁舎の整備や公共施設の耐震化の推進というものを位置づけさせていただいております。公共

施設の耐震化および大規模改修については、これまで子どものいる施設を中心に、優先に実施

していたところでありますが、総合計画も前期後期に分けてあります。前期がぼつぼつ終わる

ところでありますので、先ほど言いましたようにいずれ近いうちにそういった合併というのも

棚上げにしなければならない時期がくるんではないかなと思っておりますので、そういうこと

を表明させていただく中で、他の公共施設の耐震化には取り組んでいきたいなと思います。 
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 現在の町民会館も５２年に建設されたものです。先ほど来、永井議員さんからもありました

が、生涯学習の拠点として子どもから高齢者までがご利用いただいているということでありま

す。役場の本庁舎はこれより前の昭和４１年ですから、ぼつぼつ５０年になってくる。分庁舎

も４３年に建てたものでありますから、こういった老朽化の進んでいる施設がたくさんありま

す。それも災害対策本部に使われるような施設がこういった老朽化、あるいは耐震化していな

いという施設でありますので、ぜひこういった耐震基準をクリアした建物にしていく必要があ

るんではないかなと思っております。 
 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） 
 特に町民会館ですけども、これについては私が議員になってかれこれ１０年ですけども、そ

のときから町当局に対しては非常に要望もしたと。町も記憶が定かではないですけども、平成

９年に、だから田中隼人さんの町長時代にすでに耐震化の診断をし、町民会館のあり方検討な

んかもされた。そのあと河西町長になって、またやった。だけども結局、やったんだけども、

何も一歩も進んでこない。そのうち国のほうでも今言った子どもの小中学校、大事だよと。３．

１１もあったと。小中学校から徐々に町としてもやってきたけども、３．１１があってさらに

強化しながらということでやってきました。 
 しかし、一番危ないよといわれている町民会館は結局、一向に手がつけられなくて、２２年

か２３年ですか、震災の前に分厚い防災計画が出ましたけども、そのあとあれがあったので、

すぐもうちょっと新しいものが策定されましたけども、そこでも一番肝心な司令塔になるべく

役場庁舎の耐震化ということが全然語られないし、避難場所に指定されている町民会館につい

ても結局、触れられない。今、町民会館について、実はある人がこういうことを言ったんです

よ。合併して教育委員会、一番危ないといわれる部分の下にいた教育委員会は教育会館へ引っ

越したと。自分たちがいないからいいんでしょうと。たしかに町民会館の中で図書室、和室の

ほうはまだ大丈夫だよと。先ほど図書館の利用という問題ではいろいろ問題があるんだけども、

まだ大丈夫だよと。自分たちが引っ越したからやる気がないんでしょうと、こんなことも言わ

れているわけですね。 
 先ほども図書館との関係で、トータル的、抜本的に検討しますと。中身の問題については、

教育委員長さんがもし検討するんであれば、こういう形でじっくりやっていかないと駄目だよ

と、こういう方針でということをおっしゃいました。建物自体の建て替え、つまり移転なりと

いう話については今後、今からという話で、一体これまで町は何をしてきたんだよと。ずっと

私はそういう思いが強いわけですけども、その点について町長お考えをお聞かせください。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 当然、頭の中にも入っておりますので、今回、つくらせていただいた第１次総合計画の中に

そういった公共施設の耐震化の推進というのを位置づけさせていただいております。先ほど言

いましたように、とは言いましてもいろんな建物の耐震化が進んでおりませんでしたので、ま

ず子どもたちが日常ずっと使っている保育園、保育所、そして小中学校、小中学校もあと１つ
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になりました。中部小学校の特別教室だけになりましたから、それはまた近々予算化させてい

ただいて改修すれば、これで子どもたち、町が管理をする子どもたちの部分はすべて終わりま

すので、今後は住民の皆さんが安心して使っていただけるようなそういう施設にしていきたい。

ただたくさんあります、まだ。でも一気にはできません。やはりいろんな事業も進めていかな

ければなりませんから、その中でも優先順位を決めながらやっていく。先ほど町民会館、ある

いは図書館の話も出ましたが、これも不特定多数の人がいろんな会議をそこでやりますので、

庁舎が先か、町民会館が先かはまだ一応、議論としても、同じようにこれは改修をしていかな

ければならない施設の１つだと考えております。 
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） 

 先ほど永井議員のお話の中だったと思うんですけど、さらなる合併ということがあったので、

役場庁舎についてはと。あるいは町民会館についても、だからこれをそろそろやめるというよ

うな時期的な判断ができればというようなお話をされました。この話はたしか去年、深澤勝雄

議員が質問、公民館か何かとの関係で質問をされたときもたしかそんなようなことを、私も質

問していますか、そのときにもそんな話がありましたけども、先ほど医療の問題でもありまし

たけども、考えていくという話はもうやめてほしいんです。要は、たしかに保育園までやりま

した。今度、第四保育園も保育所もできたということで、あと１カ所ですか、中部が残ってい

ますけども、そろそろ具体的にお金もかかるということで、私たち待ってきたんですよね、ずっ

と。私、議員としても待ってきたんですけども、もうここでいつまでには造る、いつまでには

こっちをやるぐらいの話は、そろそろ、今日できなければ、今度の１２月議会には明確なお答

えがいただけるぐらいのことをしてもらわないと非常に不安なんですよ。 
 たしかに病院問題とかいろんな経費もかかるので、町長という立場としてはなかなか大変な

んですけども、町長の任期も差しあたってあとわずかなので、ここで町としてしっかりとした

財政シミュレーションも踏まえた計画をつくっていただけないと、また町長が代わったら、病

院が大変だ、あれが大変だ、できないよという話をされては非常に困るので、やっぱり長期計

画という限りは長期計画としてしっかりした総合計画をつくっているわけですから、それを

しっかり示していただきたいと思うんです。早急に。早急にというか、今言ったせめて１２月

には。その点について、お答え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） 

 今は１２月ですから、３月ということではないかなと思いますけども、近いうちに判断をし、

そしてその後の計画を発表し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） 

 今の発言どおり、よろしくお願いしたいと思います。 
 それでは３つ目に移りたいと思います。行政組織のあり方について。 
 これはここにも書いてありますけども、６月議会のときに当局が男女共同参画条例制定の条
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例案を提出されましたけれども、委員会付託の議論の中で、不備がいろんな面で多い、あるい

は時代に合っていない部分が多いと。あるいはつくり方等々が問題ではないかということで、

委員会のメンバー、あるいは策定に関わった町民課の方たちが一緒に何回か勉強会も開いて、

最終的には大幅な変更が必要なんでということで、９月議会で、これは討論採決になりました

けども、議会としては否決するといったことがあったわけですね。 
 この中で、私なんかがずっと感じてきたのは、町民課というのは生活に密着した非常に大変

な部署で、例えば町民からの苦情も受け付けると。朝からずっと今までというようなところに

この条例制定を実際に見合わせて、中心的に直していったというのはいかがなものかという思

いがずっとあります。そういう意味で今回こういった質問をさせていただいたわけですけども、

その点についてお答え願いたいと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 総務課長、志村廣文君。 
〇総務課長（志村廣文君） 

 齊藤議員の質問にお答えします。 
 現在、先ほどの条例の制定等につきましては、先ほど話がありましたように町民課のほうで

原案をつくっていただきました。今回の場合には、男女共同の準備委員会等の意見を聞きなが

ら原案をつくっていただいたということで、審査につきましては、それにつきましては総務課

のほうに、人事担当のほうに法制執務担当として、その原案についての事前審査を行い、その

後に課長で組織する行政連絡調整委員会において、条例それから規則、要綱などの法令の審査

を行っているところであります。この提案するものについては、この審査を通ったものについ

て議会のほうに提案をさせていただいているところであります。 
 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） 
 今回、いろいろ議員さんからも意見が出されたと思うんですけども、今回のこの条例制定が

実際には議会で否決せざるを得ないという状況になったんですけど、その点についてなぜそう

いったことが起きたのか。あるいは、そのへんについて反省なりお考えをちょっとお伺いした

いと思いますけども。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 総務課長、志村廣文君。 
〇総務課長（志村廣文君） 

 うちのほうでその条例につきまして、先ほど言いましたように十分、原案について検討させ

ていただきました。これも先ほど言いましたように、うちのほうの法制執務の担当が中身を見

て、その目的や趣旨が正しいか。あるいは使われている法制的な用語が正しいか。あるいは十

分に条例として機能を果たすか、適用部分等につきまして審査をさせていただいて、そのあと

先ほど言いました法令審査会のほうで審議をさせていただいたので、うちのほうとしては、整っ

た条例として出させていただいたということであります。 
 以上です。 
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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） 
 今日は法制の関係については、これは総務課の中の部署でということでお話があったんです

けども、実際には準備委員会を設立し、そこで議論していく過程は基本的に町民課が主体となっ

ていたと思うんですよね。その点について、私はそこがやっぱりちょっと問題があったんでは

ないかなというふうに感じているんですけども、そのへんについてはどうでしょうか。 
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） 

 合併したということで、その旧増穂、旧鰍沢にあった条例を２つ寄せながら、そのときに男

女共同の参画制度ということで条例をつくったもので、その人たちの意見を尊重してつくった

という認識があります。 
 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） 
 現場で対応された町民課のご意見、お考え、今回について何かあれば伺いしたいと思います。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 町民生活課長、依田正一君。 

〇町民生活課長（依田正一君） 
 それでは齊藤議員が意見を聞かせてくれということですので、町民生活課は男女共同参画の、

合併から両町の推進委員さん、新しく男女共同参画の準備委員さんで、両町には男女共同参画

の条例がございまして、それを見ながらそれから全国市町村にもございます。各市町村にも細

かいところ、地域を生かしたところ、それで皆さんがご苦労されて町民生活課も中に入りなが

ら条例をつくってきたところであります。それを先ほど総務課長も言いましたように、総務課

の中にある法制ですね。そこは県とも調整をとったりとか文言ですね、理念の問題ですから、

細かいところまではたぶん法制のほうで入っていかないと思います。それも準備委員さんがつ

くってきたもの、それから課長で行っている行政連絡調整委員会、その中で見たりとかしまし

て、皆さんに理念もあることですから、おおぜいに細かいことまでは入らなくて、ある程度お

示しできる条例をつくって上程を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） 
 ありがとうございます。 
 町長にちょっとお伺いしたいんですけども、かつて町長が町長になられてすぐですか、行政

組織の改編と企画秘書室、今、企画秘書室はなくなりましたけども、その時にたしか企画秘書

室と総務課、財政課ですかね、これは頭脳だと。町長の直轄的な部署として頭脳的な役割を果

たすと。他の部署がいわば手足のように具体的に町民サービスなり、具体的な事務を遂行して
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いくんだと、そういう体制でやるんだということをたしかおっしゃったというように私、記憶

しているんです。その考え方からいけば、今回のやり方というのは明らかにちょっと違うんで

はないかなと思うんですけども、そのへんについてどうでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 旧増穂時代、私が町長に就任させていただいたときには企画秘書室、総務課、企画課、財政

課、ここが町の内部管理をするというところでさせていただきました。合併したあともそういっ

たようなイメージでしたかったんですが、両町のすり合わせの中でそういうわけにはいきませ

んので、今のような体系になっています。 
 ただ、そういう中でありましても条例、あるいは規則、要綱をつくるときには、なんのため

につくるのかという立法論というのがしっかりしていれば間違いはないはずなんですが、今回

は役場の中でつくったというよりも、いろんな人の意見を聞き過ぎたんではないかなと私個人

としては思っております。いろんな、本来の趣旨を生かせばそんなおかしいものは出ないはず

なんですが、法律をつくるときにはまず立法論、なんのためにその法律をつくるなのか。その

基本がしっかりしていれば、そんなにぶれなくつくれるはずなんですが、今回、合併もありま

した旧鰍沢、旧増穂の人たちの意見も聞きました。そして当然これは男女共同参画の基本姿勢

を述べていかなければならない問題ですから、取り入れることはいいんですが、条文にすると

きにはそれを噛み砕いて、住民の意見を十分取り入れた趣旨を生かすようなことをしていかな

ければいけないと思います。 
 ただ、議員さんがおっしゃられるのは、そういった内部管理のところですべてつくればいい

んではないかと。これはある程度のチェックはできますけども、今言った立法論はやはり事業

課でないと、なんのためにその法律をつくるんだと、こういう規則をつくるんだということが

分かりませんので、そこはその業務がうまくいくように、調整機能は十分この内部管理でさせ

ていただきます。チェックもさせていただきます。審査もさせていただきます。そういうとこ

ろは内部のことですからやってもいいんですが、住民の意思を一番反映できるようにするには、

やはり建設のことであれば建設課、産業のことでは商工観光課、また農業のことであれば農林

振興課、こういった町民生活に密着した問題であれば町民生活課が趣旨をしっかりして、そし

てそれを条文化していくというところは、今後も同じようにしていかなければならないものだ

と思っております。 
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） 

 もう４時を過ぎているので皆さんに申し訳ないところがあるんですけどもそれはさておき、

私は今回、要するに主体になったのが、いわゆる一番町民に接していていろんな事務をこなし

ている町民課が主体になったというところが、私はもちろん問題だと思っているんです。関わ

る部署の意見を条例に新しく、国から地方自治体に条例が移管されてきます。いっぱい、最近

どんどん出てくるんですけど、それぞれをその町のその部署に合った、あるいは条例の趣旨に

合った形でいいものに少しでも手直しをしながら、たぶんつくっていかないといけない。その

ときには、担当部署の意見というのは非常に大事だと思うんですよね。だけども、それをつくっ
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ていく中心というのは企画課なのか、総務課なのかは別として、そういう部署はやっぱりここ

で、法制執務であれば、そこが中心になってその担当の意見を聞くような形でやるべきだった

んではないかと思います。今回、外から見ている限りでは、それがむしろ逆だったと。なおか

つ男女共同参画という条例だったので、これはほかの条例なんかはみんな合併のときに一括で

条例化しましたけども、これだけ残ったという理由はその男女共同参画という条例だからこそ、

もうちょっと皆さんの意見をということでたぶん、２年なりなんなり遅れて準備検討、町民の

代表に検討していただいてつくり上げたという経過があったんだろうと思うんですけども、そ

の役場の条例をつくっている体制としては、私はむしろそれは間違いではないかと思うんです

けども、逆ではないかと思うんですけど、町長そのへんはどうですか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 これまでも現在も今こういった形で法令審査をやっております。今回のこの男女共同参画条

例が否決されたのは、やはり法令審査担当がしっかり見ていなかったのかなという部分と、あ

とは役場の中にあります行政連絡調整委員会、これは行政連絡調整委員会をしっかり法令審査

委員会にしたほうが私はしっかり法令審査ができると思います。ただ法令をよく知っている人

でないと法令審査はできませんので、ただ単に役職で入れるんではなくて、しっかり法令を勉

強している人たちが細かい一字一句まで、そしていろんな条文との関連までチェックできるよ

うな体制が必要ではないか、大きないい反省点だと思っております。 
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） 

 今言ったような形でしっかりとやっていかないと、こういったことがまた起こるんではない

かなと非常に危惧しています。そしてまた男女共同参画条例については、いつ出されるか分か

りませんけども、この趣旨自体には議会としても誰も反対しているわけではなかったので、そ

の点を踏まえて、できる限り早い時期にまた再提出していただければと。これは町民のために

もお願いしたいというふうに思います。 
 以上で、私の一般質問を終わりたいと思います。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 以上で通告７番、６番、齊藤欽也君の一般質問を終わります。 
 以上で、一般質問を終わります。 
 本日の日程は、全部終了しました。 
 本日は、これにて散会とします。 
 ご苦労さまでした。 

 
散会 午後 ４時１６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４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４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おりますが、議案第８４号から８６号までについては質疑終了後、

討論・採決を行いますのでよろしくお願いします。 
 また議案第６６号から６８号までは、お手元に配布しました議案付託表のとおり所管の常任

委員会に付託しますので、質疑は大綱のみに留めてください。 
 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。 
 なお１４番 小林議員、２番 長澤議員は都合により本日は欠席との届がありました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第２ 承認第１３号 専決処分の承認を求めることについて（富士川町立第４保育所改修建

築主体工事請負変更契約の締結） 
   日程第３ 承認第１４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４号）） 
 以上の２議案については、専決処分承認案でありますので一括して議題とします。 
 これから、承認第１３号と１４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１３号と１４号の質疑を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第４ 議案第６６号 富士川町移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基

準を定める条例の制定について 
   日程第５ 議案第６７号 富士川町地区計画等の案の作成手続に関する条例の制定について 
   日程第６ 議案第６８号 富士川町水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道

技術管理者の資格基準に関する条例の制定について 
 以上の３議案は、条例制定案でありますので一括して議題とします。 
 これから、議案第６６号から第６８号までの質疑を行います。 
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 質疑はありませんか。 
 ６番、齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 それでは、６６号の特定公園施設設置に関する基準を定める条例の制定。 
 基本的なことでちょっとお伺いしたいんですけども、この内容を見る限り、公園をつくるに

おいてどのような形でつくったほうがいいということの内容なんですけども、あえてこれを定

めなくてはいけない理由というのが、今回、説明の中ではなくて、私が想像するに公園をつく

るにあたって、そういう基準でつくれば補助金等々の関係が絡むからということなのかどうか、

そこだけお答え願いたいと思います。 
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） 

 齊藤議員のご質問にお答えいたします。 
 最初の補足説明のほうでご説明をいたしましたが、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促

進に関する法律の一部改正によりまして、これまで国が一律に定めていた公園等のバリアフ

リー化に関する構造等を条例で定めることに伴いまして、今回、この条例が町でつくらなけれ

ばならない必要性が出てきたことに伴いまして、今回設置するものでございます。 
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） 

 あまり難しいことを聞いているわけではなくて、地域に応じて公園というのはいろいろ工夫

をしながら、予算も含めてつくっていくのが一番ベターなんだと思うんですけども、あえて本

町でこれを制定するというのは、今の話では国がしなさいといっているからだよということの

ようですけども、別にあえてつくらなくて補助金等々の関係がなければ、補助金を受ける法的

根拠として必要ということになければ、あえてしなくてもいいような気もするんですけども、

そこだけお願いしたいということです。 
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） 

 これをすぐつくるということではなくて、今後それをつくっていく場合にはこういう基準で

つくりなさいということの条例でございます。ですから要するに障害者、高齢者に対した配慮

を求めているものでございまして、より公園自体、厳しい基準になっていくわけですけど、例

えば入り口を１メートル２０から１メートル３５にしなさいとか、車イスの通れるところを広

くしなさいということの条例でございますので、これは今からもし公園等、改良していく場合

にはこの基準に基づいてつくっていくということでございます。 
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） 

 説明はよく分かっているんですけども、要は例えば公園をうちでつくる場合に土地の面積も

あれば、いろんな都合があって決してこのとおりの基準でつくるということは、逆に障害にな
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る場合もあるし、またそれ以上のものをつくるということもあるだろうし、実情というものを

やっぱり考えていくとあんまり条例で厳しくしてしまうと、逆に自由勝手なことができなくな

るということで、なぜあえてしなくてはいけないのかが疑問だなということで聞いているんで

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） 

 これは地方分権一括法に基づいてやっているものですが、今までは国が一律で決めていたと。

今後は地方の自由裁量をする中で、地方が自由に決めてよいと。そういう中にあっても障害者、

高齢者の移動が円滑にできるように、今ありましたように、面積が狭いから入り口も小さくし

たと。そうすると車イスが通れないわけですから、これからはそうはいっても、そういう障害

者に配慮した移動がスムーズにできるような公園になるように役場もこれからつくるときには

自分でそういうことも考えながら幅を決めなさいというものですから、もう国の基準が使えま

せんので、それぞれの役場で条例を制定していかなければならない。本来、国が決めてあれば

いらなかったわけですが、そちらがなくなって、これからの基準は地方自治体でつくりなさい

ということでありますので、今回この条例を制定するということです。 
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） 

 ありがとうございました。建物なんかの耐震化と、ああいった基準とこういうものの基準と

いうのはまた考え方も違うんだろうと思うんです。弾力的な運用ができるように、やっぱり運

用はしていただきたいなということだけ、お願いして終わります。どうもありがとうございま

した。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ほかに質疑はありませんか。 
 ８番、永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 今のところですけれども、私は何かどこかの公園を想定してこういう条例をつくるのかなと

思いましたけれども、特に今、そういうことをやるということではなくて、今後もしつくると

したならば、そういう公園にしましょうという条例だということで、それはそれで分かったん

ですけれども、バリアフリーとかユニバーサルデザインというまちづくりをしていく上で、公

園ということ、ほかにもいろいろあると思うんですけれども、例えば道路とか公共交通機関、

バスのようなものとかいろいろあると思うんですけれども、そういうことは考えてはいない。

特に公園ということに設定したということで、ほかのところはどうなんでしょうか。 
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） 

 今回、出させていただいているのはあくまでも公園だけでございますので、公園についての

条例制定でございます。道路等については含まれておりません。 
 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） 
 もう１つお聞きしますけど、先ほどの齊藤議員の質問に対して国がしなさいというからする

んだという答弁でしたけども、国がこういうのをしなさいといっているんですか。それとも条

例でできますよといっているんですか。どちらなんでしょうか。 
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） 

 今まで国の基準をもとにしていたんですけども、国の基準が地方へ移行するということでな

くなるわけですね。それで町のほうでつくらなければならないということで、今回条例の制定

をさせていただいております。 
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） 

 別につくらなくても問題がないということなんですかね、これは。つくらなければいけない

という。そこらへんがちょっとよく分からないんですけども。 
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） 

 先も言ったように一括法でこういうことを定められておりますので、法で決まってきており

ます。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 永井寛子議員、３回目になりますので。 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 道路とか建築物とかそういうものの配慮につきましては、国も県も町もユニバーサルデザイ

ンの精神を取り入れながら、これからつくるものについては外国人であれ、子どもであれ、大

人であれ、老人であれ、みんなが使い勝手のいいような方策を取り入れながらやっています。

県のほうでも障害者の交通条例というのがあって、山梨県内でつくるものにはこういう配慮を

しなさいという部分も出ていますからあるわけですが、今回のものは地方分権一括法によりま

して、国がもうそういうことはいちいち言わないと。だからそれぞれの町でつくりなさいとい

う法律ですから、これはつくらなければならない。そしてこれは、身勝手にどんどんつくると

いうことではなくて、町も条例ですから、これに沿って今後の特定公園の施設の設置に関して

はつくっていくということでありますので、つくらなくてもいいといえばいいかもしれません

が、それだと法律違反になってしまうということになると思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ８番、永井寛子さん。 
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〇８番議員（永井寛子君） 
 これで終わりますけど、私の解釈がどうなのかちょっとまだよく分からないんですけど、道

路とか公共の建築物とかそういうものは国がもう法律で決めているから、そういうふうにやら

なくてはいけないんだけども、公園については一括法の中でやっていることであって、今後は

市町村で独自につくりなさいということだから、富士川町としては主体的にこれをつくります

よと、こういうことで私は理解したんですけど、もしかしたら違っているかもしれませんけど、

質問は終わります。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ほかに質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑なしと認めます。 
 以上をもって、議案第６６号から第６８号までの質疑を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第７ 議案第６９号 富士川町暴力団排除条例の一部を改正する条例について 
   日程第８ 議案第７０号 富士川町老人医療費助成金支給条例を廃止する条例について 
   日程第９ 議案第７１号 富士川町居宅介護支援事業手数料条例の一部を改正する条例について 
   日程第１０ 議案第７２号 富士川町営住宅管理条例の一部を改正する条例について 
   日程第１１ 議案第７３号 富士川町営住宅管理条例の一部を改正する条例について 
   日程第１２ 議案第７４号 富士川町下水道条例の一部を改正する条例について 

 以上の６議案については、条例の改正案でありますので一括して議題とします。 
 これから、議案第６９号から７４号までの質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 ６番、齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 それでは議案第７０号の富士川町老人医療費助成金支給条例を廃止する条例について、質問

したいと思います。 
 説明では県がこれまで単独事業としてやっていて、県が廃止するということでわが町もその

経費負担があるので廃止するということのようですけども、これはこれまでも老人医療という

ことで、弱者救済という趣旨でやってこられたものだと思うんです。そういう意味では廃止と

いうことは、弱者を切り捨てているということになるわけですけども、経費もかかっていると

いう話なので、現在、実際この事業費はどのくらいの経費がかかっているのか、ちょっと教え

ていただきたいと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町民生活課長、依田正一君。 
〇町民生活課長（依田正一君） 

 今の齊藤議員の質問にお答えします。 
 この老人医療費の受給支給というのは、最初に対象者ですけども、世帯全員が町民税非課税

である６８歳、６９歳の方。これはちょっと２３年度の決算になるわけですけども、６８歳、

６９歳の方が４３３人中、対象になる方は９７人の方が助成の対象となっておりました。総支
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出金額としまして４２１万８，２０９円、これが総支出でございます。うち県の補助金としま

して約２分の１、これは端数もありますので２１０万７，３４１円でございます。これにつき

ましては、県で単独でやっておりますから、国のペナルティがございます。これは療養給付費

のペナルティで、これは町の持ち出しが６５万３千円。そうしますと町の負担額の合計は

２７６万３，８６８円になります。これは２３年度の決算でございます。６８歳、６７歳の方

は、その年齢になると対象になりますので、２４年度、おおよそなんですけども、８月１日現

在で一応９２名の方が対象と。そうすると約４００万円の支給くらいになると。２分の１です

から、ペナルティを含めまして２００万円くらいの持ち出しと。今年度ですね。そういうこと

になります。 
 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） 
 どうもありがとうございます。 
 今、お伺いしたところだと、一昨年というのは４２０万円ばかりで、ペナルティがあったと。

県が２分の１なので、もしこれを続けるとなれば、まるまる４２０何万円を出して、ペナルティ

の６０何万ですか、そうすると約５００万円という金額ですよね。気持ちとしてはいろんな事

業を町もやっていますけども、できればこのくらいの額であれば、継続するということも考え

てもいいのではないかなと思いますけども、町長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） 

 この老人医療費の助成につきましては、山梨県では相当前からやっております。２歳早くと

いうことで７０歳以上を６９歳、６８歳に前倒しをしながらやってきたわけでありますが、今、

課長から答弁いたしましたように、県のほうのペナルティが億単位であるというふうな関係か

ら、山梨県もこれをちょっと不足も入れながら、今もらっている人はそれは継続するよという

形で廃止をしようと。市長会にも町村会にも話がありました。今言いましたように２１０万円

余、それにペナルティをもらって県の分もすると５００何万円でありますけど、県にかけられ

ているペナルティがまたこの町にかかってきます。これは町よりも県の制度ですから、大きな

ペナルティになりますので、その分を今後も払っていくというのは、よそのところではなくて、

この富士川町だけ、甲府市もこれから６５歳以上の老人医療、割り増しでやっていましたが、

今議会で廃止というふうな形になってきます。対象者が年々増えてきているというのもありま

すし、うちの場合の非課税世帯は２３、２４年で若干減っていますけども、これからこういう

経済情勢の中で、そして右肩下がりの時代になってくるということで、県がやめる、そして全

町村にもそういう話がありまして、市長会、町村会も異論なく、これはそういうふうにしてい

こうということでありますので、うちの町としてもこれを機会に、よその町村と同じような形

で、今まで１割負担が今度は３割負担にこの年代はなりますけども、ぜひそれはお願いしたい

なと思っております。 
 以上です。 
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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） 
 これで３回目なので、あんまり質問できないんですけども、今、町長の話で県のペナルティ

分を今度は町も単独でやるとなれば負う必要が出ると。たぶんそうだと思うんですね。県は非

常に全町村でやっていることから、ペナルティも大きいんでしょうけども、おそらく先ほどの

金額から推計すると、町単独でやったペナルティもさほどではないのかなと。実際には調べて

いただかないと分からない部分がありますけども、うちの議会はこれまでもそうですけども、

直接、町民にやさしいということを掲げて、いろんな施策を町長にお願いし進めております。

そういうことを鑑みれば、おそらく多くの議員さんたちが果たしてそれでいいのかなというふ

うに感じられると思います。ぜひ善処できる方向で考えていただければ、ありがたいというふ

うに私は思います。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ほかに質疑はありませんか。 
 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 先ほどと同じ老人医療費の助成金のことで確認したいんですけど、この経過措置期間がある

ということで、これが廃止されても２７年３月３１日までには、その効力を有するということ

で、医療費のほうは助成できるということで間違いないですよね。 
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） 

 秋山議員の質問にお答えいたします。 
 これは２７年３月３１日までということになっておりますけども、経過措置がありまして、

ここから２年間、２９年の３月３１日まで病院にかかりまして、それの請求というものをして

もらえれば、２９年の３月３１日までであればその対象になります。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 であれば、やはりすぐにやめるということはないので、ある程度、さっき齊藤欽也議員もおっ

しゃっていた弱者で非課税世帯ですから、所得も当然多くはない世帯だと思うんです。その経

過措置期間にやはり十分検討して、その９０何人の方の生活が困窮するようなことがあっては、

また医療がかかるということになれば、当然それは町に負担がかかってくるわけですから、や

はり健康でいていただくのが一番町にとっても費用がかからないで済むということなので、ぜ

ひいったんこれは、条例が廃止することになるかもしれませんけども、町単独で当然、町長が

おっしゃっていた県の重加算するペナルティがどのくらいなのかも、当然そういったことも検

討しながら、できるであれば、やはり５００万円ぐらいの費用負担であれば、私は平均で９０何

人いらっしゃれば、その方を補助する手立てというものは、町の子育てもそうですけども、や

はり高齢者の福祉ということも当然考えていくべきだと思いますので、やはり十分検討すべき
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だと思いますけども、町長いかがでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 先ほど齊藤議員にもお答えいたしましたが、県からこういう相談を受けて、一応、町村会、

市長会ともに了解をしたというところがありますので、またこれで大きなうねりでも出てくれ

ば、県のほうでも考えるでしょうが、これも町単独で考えた条例ではなくて、県から当時は右

肩上がりの経済情勢のときに国の制度を先取りしようといったんですけども、国がついてこら

れないんですね。町も税収が３億円以上も減ってきている、これから人口も減っていくだろう、

増える方策もやっていきますけども、なかなかそうしない場合も出てくる。そういう中で、昨

日来、話があります、いろんな庁舎の問題、町民会館の問題、図書館の問題、いろんなものが

ありますから、大所高所から考えていきたいなと思っております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 先ほど齊藤欽也議員もおっしゃっていたんですけど、この問題はどこの議会でもすんなり全

員が賛成してこの条例廃止ということになっていないと思うんですね。いろんな賛成反対で採

決しながら、中には議会では拮抗して条例を通したということも新聞なんかを見るとなってい

るんですね。であればやはり医療、体の具合が悪くなったときにはお医者さんにすぐに診てい

ただける環境というのは当然整えておけば、重篤な病気にかからないで済む。そうすれば医療

費だってそんなに、軽く済むという解釈も僕は成り立つと思うので、ぜひその点は町独自の政

策ということで、私の町ではこういうふうにするんだということも当然、先ほど地方分権一括

法で町の裁量権を増やして、全国どこでも同じ政策ではなくて、町独自の政策を考えてやって

くださいよと。政策を考えて進めてくださいといってくれるんであれば、やっぱりこういった

ことも十分検討すべきだと私は思います。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ほかに質疑はありますか。 
 ７番、井上光三君。 

〇７番議員（井上光三君） 
 私も今のところなんですけれども、私はこの条例を廃止するもともとの前提のところには、

医療費の負担制度があるのかなというふうには理解したんです。ちょっと私の理解が間違って

いるのかなと思ったんですが、それをちょっと確認したいんですが、医療費の負担割合という

のが、検討されているのが７０歳以上が現行の１割から２割とか３割に検討されているという

ところがあって、各自治体では今までは７０歳に達していない部分について、こういうふうな

ところで町から負担をしていたというところだと思っているんですけども、それをちょっと確

認したいんです。もともとの前提のところに、その７０歳以上の負担割合が多くなるので、こ

ういう条例は今自治体ではほとんど廃止されているところが多いんですよね、全国で。残って

いるのはもう少しだと思うんですけども、それはその負担割合が前提にあるからこういうもの

が各自治体で廃止されてきたのかというところをちょっと確認したいです。私の理解と違うと
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ころであれば。申し訳ないです、お願いします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町民生活課長、依田正一君。 
〇町民生活課長（依田正一君） 

 井上議員の質問にお答えします。 
 まず全県下でも山梨県、それから新潟県ですね、それと滋賀県、京都府、１府３県ですか、

これが今、実施をしているところであります。これは昭和５４年ですか、幸住県計画で６８歳、

６９歳、そのころは経済成長でお年寄り、６８歳、６９歳の年、現在、それからもう何十年経っ

ていますので、６８歳、６９歳の方というのはまだお仕事をなされている方もいると思います。 
 先ほど負担割合と言いましたけども、その負担割合は、これは私の３割のところは１割負担

だということですけども、負担割合というのは、そこのところの解釈が、捉え方がちょっと分

かっていませんので、一応、負担割合というのは今言った、ご存じのとおり３割負担のところ

を１割負担、６８歳、６９歳になっているということでよろしいでしょうか。 
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） 

 ちょっとよく分からなかったんですが、私が理解していたのは、この条例がもともと全国各

地でできたのは、７０歳以上は負担割合が少なかったので、７０歳に達していない高齢者に対

しては自治体として、そこだけ補助しましょうという趣旨の条例だったのが、７０歳以上の負

担割合が今度は見直しがされているので、ここのところはもう７０歳、逆転傾向になるんです

ね。７０歳以上が負担割合が多くなって、さらにこれを続けていくと逆転してしまうんですよ。

こっちのほうが補助があれば、今度は７０歳以上の個人の負担が多くなる。そういう趣旨で、

こういうものが全国でなくなってきたのかなと。そういう理解をしていたんですが、そういう

ことなのかなという質問なんですけど。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 現行は７０歳以上が１割負担であります。その前倒しとして６８歳、６９歳を国が、たぶん

そうなっていくんだろうという先取りをしながら県もやってきたんですが、今２割負担とかの

議論はされています。まだ実施はされておりませんけども、そういうのも視野に入れながらそ

して私どもの説明はその部分もありますけども、一番多いのは県の医療費に対するペナルティ、

両方の金額を足すとものすごい額になる。もう県がこれ以上はできないという話から、話がお

りてきましたので、県ができないのであれば、今まで県の同調補助をしてきたんですね。もと

が切れれば、これはそういう考えはもう終わるんではないかということで、全市町村長の会議

では了承ということになって、県も廃止して、全市町村が今回、この議会にこういう廃止条例

を出させていただいております。 
 まだまだ２割負担になるかどうか、そういうのがもし実施されれば、今おっしゃるとおり逆

転現象が今度は起きてきます。これは６８歳、６９歳に限定していますので７０歳になれば増

える。３割まではいきませんけども、２割と１割の年の若い人、勤めている人、そういう人た

ちが１割負担で、今度、職のなくなった人が２割負担です。逆転現象も想定をしながらのあれ

 １１３



だと理解をしております。 
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） 

 場合によっては町でこれだけ負担、４００万円ぐらい負担すれば廃止しなくてもいいという

ふうなことも考えられるということですけども、分かりました。ありがとうございました。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ほかに質疑はありませんか。 
 ８番、永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 私も今のところを質問させていただきます。 
 国を先取りした独自の助成ということで、これまで山梨県はやってきたという、そういうこ

とに対して、子どもの支援の窓口無料化もそうですけれども、そういう先進的な自治体に対し

て国がペナルティを課すと、これがまず問題だと思うんですけども、全国的には国に対してそ

ういうペナルティはもう廃止してもらいたいというような運動も、あちらこちらで起きている

というふうに私はみていますけれども、これが県から出されたときに市町村会が了解したと先

ほど町長がおっしゃいましたけども、その席上でそのような意見というのは出なかったんで

しょうか。県としてそういうところに、国に要望しようと。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 このペナルティは老人医療費の助成問題だけではなくて、窓口無料化に対するペナルティで

す。国のほうは窓口無料でいくと医療費が伸びて困るということから、償還方式だとペナルティ

がまた少なくなったり、特にこの老人医療費のものは先ほど課長が言ったように４都道府県が

やっているものですから、国がそういうことを進めていないのに、金があるんであればやって

もらってもいいけども、そういうところにはペナルティをくれる。そういう制度があります。

これは老人医療費だけではなくて、心身障害児もあります。そしてうちの町でやっている乳幼

児といいますか、中学校３年生の分まであります。ただ、そういう中で全部が全部なくなると

いうわけにもいきませんが、中３までの医療費の無料化は町独自の施策としてやりました。こ

の老人医療費の、国・県の施策に同調したということでありますけども、本家本元の県がやめ

るということであれば、もうその必要性は県としてないという判断をしたんではないかなと

思っております。同調補助をしてきた制度ですから、本家本元がなくなるときには一緒になく

していくのが筋ではないかと。また町で独自にもしするんであれば、富士川町としての施策と

して今後、必要とあらば考えていきたいなと思います。 
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） 

 子どもの医療費、中３までの窓口無料化、あるいは障害者の窓口無料化は町独自でやってい

ます。でも高齢者の６８歳、６９歳に関しては、県の助成が切れたから町もやめますというこ

とを町民にしっかり、これは説明しないと、まさに弱者切り捨て、先ほどどなたかがおっしゃっ
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ていましたけど、弱者切り捨てというふうに町民に思われても仕方がないやり方かなと。子ど

もに対してはかなり手厚く、あるいは障害者に対しても手厚くやっている。この６８歳、６９歳

の非課税の方は病気になっても、これから今までの３倍を払わなければならないとなったとき

に、果たしてこれをきちんと、なぜこうなったか。子どもがこうだけども、弱者の助成金は町

単独ではできないんだと、そういうことをきちんと町民に説明をしなければ、これは納得でき

ないこと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） 

 今議会に廃止をする条例を提案させていただいておりますので、これでご議決をいただけれ

ば、しっかり住民の皆さんには特に９０何名の方がおりますので、しっかり説明をしていきた

いと思っています。 
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） 

 かなりこれは、議会としても慎重に考えなければいけないことだというふうに私は思います。 
 以上で終わります。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ほかに質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑なしと認めます。 
 以上をもって、議案第６９号から７４号までの質疑を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第１３ 議案第７５号 平成２４年度富士川町一般会計補正予算（第５号）について 
   日程第１４ 議案第７６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２号）に

ついて 
   日程第１５ 議案第７７号 平成２４年度富士川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

について 
   日程第１６ 議案第７８号 平成２４年度富士川町介護保険特別会計補正予算（第２号）について 
   日程第１７ 議案第７９号 平成２４年度富士川町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）に

ついて 
   日程第１８ 議案第８０号 平成２４年度富士川町下水道事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて 
   日程第１９ 議案第８１号 平成２４年度富士川町活性化事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて 
   日程第２０ 議案第８２号 平成２４年度富士川町水道事業会計補正予算（第２号）について 

 以上の８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７５号から８２号までの質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
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 ６番、齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 それでは一般会計の歳出、４ページですけども、一般会計補正予算、財産管理費の公有財産

の取得ということで、白子地区土地購入費１，６００万円余り、計上されています。これにつ

いて、ちょっと質問したいと思います。 
 というのは、今回の所信の中でも町長がローソンに貸し出すことになった、これは前々から

プロポーザル方式で入札していくということで、当初３０万円と言いましたかね、この間５０万

円とか５５万円と言われて非常に驚いたんですけども、なったということなんですけれども、

この件については実は少し私、疑問を持っています。というのは、一昨年の春ごろにもうこの

話が浮上して議会も説明を受けたと。たしか当時、私、説明を受けたときにセブンイレブンが

あるよと。地域のセブンイレブンの役割というのは非常に大きいし、そのへんも配慮して慎重

に考えてもらいたいという話をさせていただいた。また町有地ということであるから、その点

も慎重に考えなくてはいけないと。今年６月だったと思うんですけども、この件について一般

質問、少しだけさせていただきました。そこで企画課長からだと思いますけども、答弁をいた

だいたと。 
 ところがいろいろその後ちょっとお話を伺っていくと、今回ローソンに決まったわけですけ

ども、この入札自体は決して悪いものではないと。その入札自体の比較の判断は、決して誤り

ではないということは伺っていますし、理解しています。ただ問題に思っているのは、この話

がローソンから持ち出されて、当初はローソンというようなことで話が進んできて、商工会な

んかもちょっと白紙にしてほしいといったような持ちかけをしたという経緯があったんだけど

も、ではそれでは公平に入札という形をとろうということで、セブンイレブンとローソンの２社

あったというように伺っていますけれども、ただずっと長いこと、ローソンと話をしてきて、

いろんな白子地区の図面、あるいは朝市をやっているとかというような話もずっとローソンと

やってきたわけですね。片側のセブンイレブンとは、そういう話はあんまりされていなかった

というふうに正直、私伺っています。 
 町長が４月だったかなんだったか、商工会宛てにローソンに決まりましたのでよろしくみた

いな書面をお渡しになっているんですけども、そのあと今度はいろいろ問題があるからという

ことで入札ということになったと思うんですけど、この流れを見ていくと、どう考えても入札

自体は公平であったとしても、入札に至る過程、あるいは準備期間等々を含めると、果たして

公平であったのかどうかということを、非常に私は疑問に思っているんですけど、その点につ

いてご答弁をいただきたいと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 鰍沢白子地区の町有地につきましては、昨年３月にローソンから、そういう出店をしたいと

いう話がありました。その当時はパチンコマンボウの跡地もちょうどそんな取得の話がありま

したから、一緒に議会のほうにはご説明をしたところであります。 
 その後、ローソンのところは今回に土地購入費を出させていただいているように、すべてが

町の土地ではありません。民地も入っておりますし、建設省の国有地も入っておりますから、

ローソンにもそこには立ち入りもさせておりませんでした。そういう中で進んできたんですが、
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この間に商工会からは反対をいただいたり、地元のローソンからは私のほうが出店をしたいと

いうお話もありました。 
 そういうことでしたわけですが、その間はローソンからそういう出店の要望があるという話

はしましたけども、ローソンに決めましたという話はまだしていないはずです。ローソンから

そういう話があって、商工会に問いかけたら商工会は反対、鰍沢の元気会も反対。ただ区長さ

んたちにアンケートをこの間にとったり、そして区長会の皆さんにも、区民の皆さんに問いか

けてください、聞いてくださいということをやっていましたので、ローソンに決めたというあ

れはなく、ローソンさんからこういう話がありますよということであります。今年の８月にセ

ブンさんからも、実はうちも出たいんだという話がありましたから、８月以降にプロポーザル

で、ではしようということで公募したところ、セブンとローソンさんが手を挙げてくれたと。

そういうことで１０月にプロポーザルをしたと。そしてその中で選定委員さんにご決定をいた

だいたということで、プロポーザルが終わったのちにローソンのほうに決定通知を出させてい

ただいた。まだ契約を結んでおりません、今これから土地を購入して土地がうちのものになり

ましたら、ローソンにもあそこの実地調査に入らせる予定でおります。 
 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） 
 決定通知は、もちろんプロポーザルが終わって正式に決定通知されたとこれはそうだろうと

思うんですけども、私が言っているのは流れの話をしているわけで、ローソンにする、プロポー

ザルに至るまでの流れですね。プロポーザルもたしか当初６月という話を、６月議会のときで

したか、質問したときにまもなくするという話があったけども、結局ずるずると延びたという

経緯がありましたよね。たしか当初よりも２、３カ月伸びていった。なぜ伸びていったのか私

にはちょっと理解できなかったんですけども、そこでは何かあったんだろうと推測できます。 
 もう１つは、これは２４年１月４日、今年の１月４日ですね、私さっき４月と言いましたけ

ど１月４日に町長のほうから商工会に対して、遊休公有地の有効活用を図る観点から当該町有

地をローソンに貸すことといたしましたのでご了承ください、これは商工会宛てに出したんで

す。こういう文書があります。その後、商工会から要望書が出され、鰍沢商店街からも出され、

そして３月にそれを踏まえて改めてアンケートを実施したということのようですけども、この

流れはあとになって、要するにいわゆる場当たり的というか、私からすればアリバイ的にやっ

ているとしか、結果から言えばそういうふうに映るわけですよね。やっぱりこういう事業計画

というのはどの業者もそうでしょうけども、相当長い期間、計画を練り、あるいはローソンと

かセブンイレブンというような本社があるわけですから、当然そういうところの調整等々もし

なくては当然、事業計画もいろんな大胆な事業計画がなかなかつくれないんだろうと思います。

そういうことを考えると、果たして今回のプロポーザルとはいえ、形式としてプロポーザル、

提案型とはいえ、かなり無理な話ではなかったのかと私は実感していますけども、その点につ

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。 
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〇町長（志村学君） 
 流れの話は先ほども言いましたが、昨年３月からそういう流れできて、議会にもローソンか

らこういう話があるということで、商工会のほうにもローソンからこういう話があって、町有

地の有効活用を図るためにローソンにしたいということでしましたが、その間、それを出した

あとに商工会からは白紙撤回してほしいという要望がありました。 
 ただ町としては区長さん方を通じながらも、いろんな意見を聞いたところ、区長さんのほう

は賛成だと。そういう話が出て、両方、１８０度違う話がありましたから、鰍沢の住民をラン

ダムで抽出してアンケートしたと。場当たりといわれればそうかもしれませんけども、そうい

う過程がありましたから、ただ商工会と区長会との意見だけではなくて、住民の皆さんの今、

どういうところで買い物をしているのか、ここにローソンという話があるけども、そういう話

を知っているか、それとかローソンが出た場合に皆さんはどういう買い物をしていくか、そう

いうアンケートをさせていただきました。 
 そんなに中心商店街に影響はないだろうということから話は進めていたんですが、７月か

８月ごろですか、私は商工会の婦人部のところに行きまして、そういう話がありますと。今、

ローソンが進んでいますと。特にローソンと個別にではなくて、そこの白子の町有地を今後貸

し出す方向で今、話が進んでいます。そうしたら、もう決まったんですかという話がセブンさ

んからきました。まだ決まっていませんといったら、セブンもあそこへ目をつけていたと。で

あれば今後プロポーザルでやっていきますので、そのときには手を挙げてくださいという話か

らプロポーザルになってきたわけであります。 
 経過はそんなあれでありますけども、今回その土地の購入費として１，７００万円弱の予算

を計上させていただいた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。３回目です。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 要はローソン、セブンイレブン、同種の事業者なんですけども、セブンイレブンは地元に生

活しながら長いこと、あそこで営んできたと。地域にも貢献しているし、私もテニスコート、

大法師を借りるときには、あそこで鍵の受け渡しも町としても依頼してやっていただいてきて

いると。場合によれば、そういう業者が廃業に追い込まれると。同種の業者がくることによっ

て、地元で根付いている業者が廃業するようなことになるという可能性がある、こういうこと

について、より慎重であるべきだろうと。セブンイレブンが知ったのはだいぶあとだったとい

う話も聞いています。そういうことを考えると、なぜそういう話が事前に、もっと早い段階で

同業者であるセブンイレブンに対して町は行わなかったのか疑問があるんですけども、それは

どういうことだったんでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 これは町有地の貸し出しの話でありまして、同種の会社は町内にもいくつかあります。鰍沢

に１社あるわけでありますけども、町有地を貸し出す場合には、これは商工会、当然、セブン

さんも商工会に入っていると思いますので、われわれとすればその個人個人というよりも、や

はりそういった加盟団体に話をしながら、そこからは反対と、白紙に戻してほしいという意見
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もいただきましたので、それに代わる、また補足調査もさせていただきながら、最終的には貸

し出していこうという結論に達したところであります。 
 こういったコンビニだけではなくて、ガソリンスタンドが出る。町有地を貸しているところ

はありませんけども、そういうものが仮に出るからといって、それをそれぞれの同業者に説明

するというのはなくて、やはり商工会なりそういう団体、加盟団体にご意見を伺っていくとい

うふうな形になると思います。 
 当然、コンビニエンスストアですからローソンであれ、セブンイレブンであれ、おにぎりの

中身が違うくらいで、あとはほぼ同じものを売っているんです。ただ同じものを売っているに

は町内にもほかにもいろんな会社がありますので、商店がありますので、そういうところを全

部説明というのは今後も無理だと思いますので、今回、鰍沢のローソンさんには個別の話はし

てありません。 
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） 

 問題は町有地だということで、単に収入があればいいということで決めるような問題ではな

いだろうと私は思っています。その点、今回の結果には非常に残念に思っていますので、より

慎重に考えていただかなければ困るということだけお伝えして、終わりたいと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ほかに質疑はありませんか。 
 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 私も先ほどの齊藤欽也議員の白子の関係でもう一度確認したんですけど、先ほど齊藤欽也議

員が町長の名前で平成２４年１月４日ですね、商工会長に町有地はローソンに貸し出しますと

いう公式文書を出したということ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） 

 町有地の有効活用ということで、文書は出ていると思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 出ていると思いますのではなくて、町長の名前で出したんだから町長が当然、決裁して出し

たということですよね。これは２つ目の質問にカウントしないでください。もう一度、町長、

思いますではなくて町長名で出しているんだから。決裁を町長、しているわけではないですか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 ローソンに決定通知は出しておりませんけども、商工会のほうにはローソンに決定をしまし

たという通知は出ております。 
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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） 
 ということは町長が決裁して、自分の意思で出したわけですよね。そうするとたしかに、さっ

きから欽也議員もおっしゃっていますけども、プロポーザルの中身は、提案したものは比べれ

ば、それはローソンのほうが誰が見てもよりよい町にとって提案はなされたと。それはいいん

ですけども、昨年の３月にローソンから話があって、今年の１月４日にローソンでいいですよ

と決めたということは、当然その間にローソンと富士川町では協議をした中で、例えば富士川

町の要求もこういうふうにしてほしいということを十分に議論して検討して、そしてローソン

ではその条件をのんでくれたということで、１月４日に町は出したわけですよ。 
 それにもかかわらずセブンイレブンで話があったときに、今度出しなさいよといったから、

それは公平だという解釈は全然成り立たないと思うんですよ。なぜならば、もうそれだけの十

分な協議期間があって、非常にアンフェアなアドバンテージがローソンにはあるわけではない

ですか。そして片やセブンイレブンは急きょとりまとめた中で、十分な、きっと本部との協議

も必要ですよ。でもそれができないままに、もうプロポーザルの応募期間があって、もう出さ

なければいけないと。それはセブンイレブンさん単独で考える以外にないではないですか。ロー

ソンさんは１年以上、当然３月からですよ、１月４日、今年の４日までには十分な協議をして、

なおかつ８月まで町と十分な協議をした中で、当然、誰が考えたって結果はセブンイレブンよ

りローソンですよ。十分な下打ち合わせができているわけですよ。それをもってして、企画が

ローソンのほうがよかったなんて当たり前の話ですよ。そうではなくて、欽也議員も言ってい

るとおり、その過程の中でアンフェアなことが行われてきたということではないんですか。非

常に僕は憤慨していますよ。町長が今年の１月４日に、公式に商工会長にローソンに貸し出し

ますと決めたなんてことは、非常にひどい話だと私は思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 商工会にその通知をしたのちに、商工会からは反対という意見をいただいています。先ほど

言いましたように私どもはまた区長会にも問いかけをし、その後アンケートもとりながら、よ

り確実なものにしていこうかなと。商工会にはローソンに決定をしましたという通知はしたと

思いますけども、ローソンのほうにはそういう決定通知はしておりません。ローソンのほうは

仮契約といいますか、なんとか契約、ローソン側のあれを見ますと、うちはそれも拒否をして

おりますので、ローソンがあそこの土地に立ち入って調査もしたこともありませんし、うちの

ほうは知り得た部分の月３２万円、３０年間というのは議会にもお話してありますけども、そ

の部分で私は住民の皆さんにも言いましたから、セブンイレブンさんにもローソンの提案は

３０年間、月３２万円という提案はいただいていますよという話はしました。これは先ほど言っ

た７月か８月の商工会の婦人部の会合でそういうことを言いました。その後に、今度セブンさ

んのほうからうちも出たいよと。ローソンのほうに、商工会にはそういう通知は出しましたけ

ども、ローソンに決定通知もしていませんし、契約も結んでいませんから、そういうことであ

れば、希望者をもういっぺん募ってプロポーザルをしていきたいと。それで１０月にプロポー

ザルということになりました。 
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 ローソンさんのほうからは、うちの締め切り日のときにはちょっと連絡がありました。期限

が短いということで、ただそれは手だけを挙げてください。実際の中身は、あと半月後でいい

ですよという中で、今回プロポーザルをさせていただきました。ローソンさんとも商工会との

連携方策はどうだとか、そういう細かい話は全然しておりませんので、今回のプロポーザルの

ときに同じ項目を両側に出しました。時期も同時期です。そしてその中でいろいろ契約年数、

あるいは賃料そういうものをやっています。ローソンも、最初私どもが聞いていた数字と期間

も違ってきました。それはそれで再度ご検討をいただいたんではないかなと思っています。セ

ブンさんはセブンさんで出てきました。それを役場職員と地域住民の方による選定委員会を開

いて、その人たちに点数化をする中でご決定をいただいたということであります。ローソンと

事前の打ち合わせが出ていたとかそういうのは本当にありませんので、これは私は公平なプロ

ポーザルではないかなと思っております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 私ども議会が、たしかにパチンコマンボウとローソンの出店をお聞きしたときに、朝市をやっ

ているから、あそこに冷凍庫を置ける建屋を造っていただいて、そこを自由にローソンさんが

朝市に使わせていただく。そうすれば当然、海産物もあそこで売ることもできるということは、

そのとき一緒に町長が議会に説明しているわけではないですか。そうするということは、打ち

合わせをしていないんではなくて、十分にローソンと協議をしてそういうこともローソンさん

は考えてくれているということが、それがまさしく打ち合わせではないんですかね。私はそう

思います。町長がそれを打ち合わせではないということであれば、町長はそう考えるんでしょ

うけども、私はそういったことは打ち合わせだったと。やはりこれは非常にアンフェアな、本

当に公平な貸付の事業なのかなと、私は疑問です。 
 何が問題かというのは、民地であれば構わないんですよ。そうではなくて、町の公共の土地

なんですね。これは町民のものなんですよ。すべての町民なんですよ。町長のものでもなけれ

ば、議会のものでもない。１万６千人の住民のものなんですよ。それを誰に貸すか、どういう

基準で何を根拠にどこへ貸すか、これは非常にオープンにして公開性を持って、誰からも後ろ

指を指されることなくやるべきなんです。非常に私は今回の手順、手続きというのはとても公

正とは思えないと思います。 
 以上で、私の質問は終わります。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 このローソンの出店につきましては、町から声を掛けたものではなくて、ローソン側から昨

年３月にそういった提案があって、すぐ町議会にも話をしながら進めてきたわけであります。

途中に、また他の人たちももう少し広げたらどうだということで、公募をさせていただきまし

たので、その中で最終的にローソンとセブンイレブンになったということであります。 
 話し合いといいますか、ローソンからの提案は聞きまして、それをそのまま議会のほうにも

出しまして、そのあとはローソンと細かい打ち合わせもしておりませんので、その知り得たこ

とは議会にもお話をしてあります。 
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 そういう中で今回、改めて商店街との連携、朝市との連携、そして防災に対する考え方とか

いろんな項目を同じように出させていただいておりますので、それをまた選定委員の皆さんに

ご審議をいただいたということであります。 
 当然、白子の土地、私のものでもありませんし、あれは町の土地です。私も町の財産の有効

活用ということもまた任されている部分だと思っておりますので、あそこを今後も、あの三角

地を使い道がないような、朝市では若干使っていますけども、将来的に使い道のないところは、

町の皆さんの財産ですから、有効に活用するというのも町の執行者としての責任だと思ってお

ります。こういう中で今回、町有地をなんとか有効利用していこうということで、そういう希

望がありましたから、公募する中でローソンに決定させていただいたということであります。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山議員、３回ですので。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 これで終わりますので。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ほかにありませんか。 
 ７番、井上光三君。 

〇７番議員（井上光三君） 
 一般会計、１点だけ７ページの商工費、観光費でこの補償の補填のところで、八雲池展望台

支障木補償費とありますが、これは私たち地元で長年、この見晴台から全然富士山が見えない

ということで苦情もあったりしてきたんですが、ここはその見晴台から富士山が見えるような

形でたぶん木を切っていただけると思うんですが、この面積と実際に切ったときに本当に見え

るようになるのか。あるいは盆地一面まで見えるようになるのか、そのへんをちょっと確認し

たいんですが、よろしくお願いします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 商工観光課長、秋山俊男君。 
〇商工観光課長（秋山俊男君） 

 ただいまのご質問にお答えいたします。 
 面積的にはちょっと今、手元に資料がございませんが、切り倒します木の本数につきまして

は、全部で２９本なんですが、内訳といたしましてはヒノキが２０本、それから杉が３本、松

が２本、もみじ３本、それから栗１本ということで、合計２９本になります。これらの木を切

ることによりまして、議員さんがおっしゃいましたように富士山のほうがよく見えるようにな

るということでございます。 
 それから一部、町有地が前のほうに、盆地方面に向かってあるところがございまして、その

部分も切るような形をとらせていただくということで、それらを全部切り倒しますと、かなり

今の部分よりは富士山もしっかり見えるようになるし、それから盆地方面もしっかり見えるよ

うになるということでございますので、そういう状況になることをご承知いただきたいと思い

ます。 
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） 
 この八雲は昭和２８年に新山梨１０景ということで、八雲富士ということで認定されて以来、

私たちは地元として、小学校にも中学校の校歌にも八雲富士というのが載っているんですね。

非常に今回のこの事業に期待しています。 
 それでちょっとこの補正予算とは関わらないんですが、この八雲池というのは、町で使って

いる字は八に雲なんですけど、ここはどういうことでこの八の雲になったのかという経緯を

ちょっと知りたいということ。というのは実際には、「やくも」は益母草からきて利益の益とい

う母という字を書いて、われわれの地元では全部、益母富士というのはそれを使っている。こ

の八雲というのはどういう経緯でなったのか。分かればいいんですけども、分からなければ結

構ですけど。もし分かりましたら。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 益の母でやくも、私どもも小さいころはこういうふうに教わった記憶があります。ただ読め

ない人が多いということから、たぶん細かいことは分かりませんけども、地域の皆さんからみ

んなが読める字にしたらどうだということで、幾年とも分かりませんけども、八つの雲という

ふうな表示がしてあります。どちらも私は正しいとは思うんですけども、今後、地域の皆さん

と一緒にもう一度、もし統一を図るんであればやっていきたい。もともとの益に母、これも意

味が、今言った草からきた名前ですからありますし、八つの雲がかかる池ということもあるか

もしれません。地域の皆さんとも、もう一度これが統一をしていけるように、できれば考えて

いきたいと思っております。 
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） 

 以上で終わりますが、もう１点、活性化事業特別会計の２ページのところで、ここの今回の

補正が付いたのは、賃金と原材料費等が主なものですが、ここは営業時間の見直しでというこ

との説明を受けたんですが、賃金は分かるんです、この営業時間が増えた分、この賃金という

ことで、原材料というのはこの営業時間が増えた分、予定されている売り上げに対して、これ

だけの材料が必要なのかということと、それから歳入のほうで物品の販売収入ですよね。たし

かこれが見込めるのかという、これは確認だけなんですけどね、３５６万円、活性化施設物品

販売収入ですね。その下に生産物販売収入、この違いとこれは営業時間が増えたから、ここの

収入があって、この原材料費があるのかということだけ、確認だけですけどお願いいたします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 商工観光課長、秋山俊男君。 
〇商工観光課長（秋山俊男君） 

 ただいまのご質問にお答えいたします。 
 まず歳出の原材料費でございますけども、この部分につきましてはお土産品を仕入れて、そ

れからそこで売るわけなんですけども、例えば２０％程度、業者のほうから手数料をいただく

わけですけども、その残りの８０％部分を業者のほうに支払わなければならないということで、

それらのものとか、あと農産物の仕入れの関係の費用ですね。それからコロッケを作っている
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んですけども、それらの原材料費の支払いでございます。 
 それから歳入のほうですけども、１の活性化施設物品売払収入、これにつきましては塩の華

の売店、扇屋と申しますけども、そちらのほうで売った費用でございます。それからあとさく

らという喫茶コーナーがございますが、そちらのほうの、喫茶コーナーの飲料代ということに

なります。 
 それから２の活性化施設、生産物販売収入、これにつきましては瀬音といううどん、そばの

提供施設があるんですけども、そちらのほうの売り上げでございます。 
 以上です。 

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） 
 中身は分かりました。ただ、これがその営業時間が増える部分についてだけのものなのか、

全体的に今回こういう補正がつけたいということなのか、そこらへんがちょっと。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 商工観光課長、秋山俊男君。 
〇商工観光課長（秋山俊男君） 

 年末年始とそれからこれまでの定休日、木曜日を営業することによる収入、それから支払い

という部分での補正でございます。 
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） 

 分かりました。 
 以上です。終わります。ありがとうございました。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ほかに質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑なしと認めます。 
 以上をもって、議案第７５号から８２号までの質疑を終わります。 
 ここで、暫時休憩をします。 

休憩 午前１１時１６分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午前１１時２６分 
〇議長（芦澤益彦君） 

 休憩を解いて再開します。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第２１ 議案第８３号 峡南広域行政組合規約の変更についてを議題とします。 

 これから、議案第８３号の質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 ６番、齊藤欽也君。 
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〇６番議員（齊藤欽也君） 
 １点、確認したいんですが、この規約変更について全員協議会での説明の中で、災害弱者緊

急通報システムによるリズムセンサーふれあいペンダントの処理を本組合からＮＰＯ法人へ移

行することが説明されたんですけど、これによって実際経費が安くなるということなんだろう

と思いますけども、その点についてちょっと説明をお願いしたいと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 総務課長、志村廣文君。 
〇総務課長（志村廣文君） 

 齊藤議員のご質問にお答えします。 
 今まで北部消防署のほうで預かっていて、それに伴う経費もかかっておりましたけども、今

度はＮＰＯのほうになるということで、委託をするということになります。その経費の差額に

ついては、私のほうではちょっと今、調べてありませんので分かりませんけども、先ほど言っ

たようにその規約が変わるということで、一応確認はしております。 
 その経費が今あるものの、例えばセンサーに人がかかって、それを峡南広域のほうに連絡し

て、それに伴ってそこに機械を置いておかなければならないですね。コンピューターの機械を。

今度はそれがなくなって、直接ＮＰＯのほうへいくということですので、機械の経費分は安く

なると思います。ただ、その分以外にそちらのほうにかかる委託料のほうが出てくると思いま

す。それはまだ、来年の予算項目等を見ないと分からないということになりますので、それか

らだと思いますけども、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） 

 安くなるからするんだろうと思いますし、またそういうシステムにしたほうが今後、維持管

理も楽だということなんだと思います。町長は管理者で、たぶんそのへん多少もうちょっとご

存じなのかなと思うんですけど、どうでしょうか。 
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） 

 １点は、例えばリズムセンサーで誰かが押した場合、それが峡南広域へいきます。消防署の

ほうへ。消防署からは救急車なり、消防車なりが出ます。実はその誤報がすごく多いというこ

とがありまして、そのたびに消防車が出なければならないということがありまして、このＮＰ

Ｏに任せて、ある程度、そのへんを確認しながら消防署のほうと連携をとりながら出発すると

いうことで、どうしても年寄りの人が押したりとか、転んでとか間違いで押したという誤報が

結構多いもので、そんなようなことも含めてリズムセンサーのほうを消防署からＮＰＯのほう

へ移して確認をしながら消防車が出て行く、こういうふうな形にするということで、今回この

規約を改正するということになります。 
 以上です。 

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） 
 急な質問で申し訳なかったと思うんですけども、採決まで時間がありますので、早急にこの

へんの資料がもしあれば、ご用意願いたいと思いますのでよろしくお願いします。 
 以上で終わります。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ほかに質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑なしと認めます。 
 以上をもって、議案第８３号の質疑を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第２２ 議案第８４号 道の駅建築主体工事請負契約の締結について 
   日程第２３ 議案第８５号 道の駅電気設備工事請負契約の締結について 
   日程第２４ 議案第８６号 道の駅機械設備工事請負契約の締結について 

 以上の３議案については、契約締結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８４号から８６号まで一括して質疑を行います。 
 質疑はありますか。 
 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 まず議案第８４号の建築主体工事の請負について、お伺いいたします。 
 まずこれ今回、共同企業体の一般競争入札ということで行った目的をお伺いいたします。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 財政課長、田辺明弘君。 

〇財政課長（田辺明弘君） 
 それでは、秋山議員のご質問にお答えをさせていただきます。 
 今回ＪＶを組んだ理由でございますけども、国土交通省から出されております共同企業体の

準則の中で特定建設工事共同企業体、ＪＶでございますが、この対象工事の規模は大規模工事

で、かつ技術的難度の高い特定建設工事、大規模建築、大規模設備等の建設工事であって、そ

の他の工事の規模、性格等に照らし、共同企業体による施工が必要と認められる一定以上の工

事をするという基準が示されております。また富士川町の共同企業体取扱要綱第５条でも対象

工事の種類、規模に同様の規定がなされております。 
 工事金額について、おおむね２億円以上という規定がこちらにございますので、この規定に

基づき道の駅建築主体工事につきましては、この共同企業体による施工が必要、望ましいとい

う判断をしたところでございます。 
 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） 
 そういった一定規模以上の工事だから、共同企業体による一般競争入札ということですけど、

たしかに鰍沢の児童館、これ２億円ぐらいで共同企業体だったんですね。増穂中学校の体育館、
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これは２億円超える金額ですけれども、あれは単独ではなかったですかね。共同企業体でした

か・・・ではいいです。 
 たしかにこのジョイントベンチャーの本来の工事の目的というのは、大規模工事におけるリ

スク分散、それから得意な技術分野を持ち寄って、よりよい工事をやっていただくと。それか

ら融資力の増大、こういったメリットは当然あるわけなんですね。私もこの一般競争入札公告

というのを見させていただきました。ここの参加資格というのがありますよね。そうであれば

多くの業者さんに入札していただいて競争して、よりよい業者を選定すると。当然そのための

共同企業体であり、一般競争入札ですけど、この中に中北建設事務所（峡北支所管内を除く管

内）とあるんですけど、このあえて峡北支所というのはここからそんなに、農道を通っても近

いですよね、２０分すれば韮崎とか北巨摩に行きますよね。遠く、４０分すれば。であるのに、

なぜあえて多くの企業を募集するという共同企業体、一般の入札の制度を取り入れながら、参

加資格で峡北支所管内を除いたのか。最終的には町長がご判断することだと思うんですけど、

町長なぜ、ここを峡北支所管内を除いたのかお答えください。 
 最終的にこの業者、誰が決めるかというと、それは町長ではないんですか。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 共同企業体の参加資格ということは公告をしながらやっていきます。富士川町でもそんなに

数多い工事ではありませんので、県のほうとも相談をしながら対象となる点数をどのくらいに

するか。そしてまた企業の数をどの程度にするか。２０社程度あればいい。そういうことで郡

内とか、この地から遠いところを除かせていただいたというところであります。お隣の南アル

プス市の公告のときにも、峡北支部は除くというふうなものがありまして、やはりこの施工個

所の周辺のところから、ある程度のそういった能力のある者が確保できればいいというふうな

ことから、そこを除かせていただきました。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 では逆にこの峡南建設事務所、峡東建設事務所、ここは除く管内はないんですよね。峡東と

いうと遠いですよね。ここから１時間以上のところがありますよね。であれば、峡北支所のほ

うが利便性を考えれば近いところだって、地理的にはあるわけではないですか。やっぱりこう

いった地域要件を設定することによって、参入障壁になるといわれているんですよね。結果と

して施工能力がある、勝る企業が入札してこないということになれば、むしろ一般競争でＪＶ

で多くの地域から優秀な企業に入札していただく趣旨と、この地域要件を限定するというのは

矛盾する行為だと思うんですよ。さっき郡内のを外すと、それは山を越えていけば、それは距

離的に遠いからそれは分かるんです。でもここに峡東建設事務所は地域要件に限定されていな

いんですね。同じ地理的条件のところをなぜこういうことをするのか、私には不思議です。矛

盾する行為だと思います。 
 もし、それがあるとすれば、たしかに一般競争のデメリットとして施工能力の劣る業者や不

誠実な業者を排除するということが困難であるということがあるんですね。と考えると、ここ

の中北建設事務所の峡北支所管内には、こういった施工能力の劣る業者とかがいるのかなと反
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対に思うわけなんですよ。僕にはどうしても、さっき財政課長が言った施工能力のある人を多

く入札しようということでＪＶを組んでもらって、大規模工事ですから。そして一般競争といっ

ている趣旨で、この地域要件を付けるというのはまさしく参入障壁だと思うんですけど、なぜ

こういうことをするんですか、町長。 
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） 

 秋山議員のご質問に再度、お答えさせていただきます。 
 秋山議員のご指摘のとおり、一般競争入札につきましてはメリット、デメリットがございま

す。今回のこの道の駅の建築主体工事につきましては、この入札に関しまして参加資格を満た

す応札が可能な業者を２０社程度ということで、前後ということでうちのほうで他の市町村と

か、県の工事の関係を参考に設定をさせていただきました。このことから通常、先ほど議員さ

んが申されておりますように、不適格業者の排除が困難と、参加業者が多ければ多いほど入札

の審査にも時間がかかります。不適格業者の排除が困難ということもございますし、デメリッ

トとしましては、ほかに過当競争とかダンピングによる質の低下という懸念があります。反面、

先ほどから申し上げましたように、広範な参加機会の確保ということももちろんメリットして

はあるわけでございますが、先ほど町長からも話がありましたように、このエリア内でこの参

加資格に該当しまして、過去の実績や技術的にも安定的な施工が確保できる業者の参加が十分

見込めるということの中で、この業者をこのエリアで判断したところでございます。 
 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） 
 おっしゃっていることは僕も理解できるんですけども、到底納得できる、その参加資格の要

件ではないなと私は思います。 
 次に移りますけども、議案が変わればいいですよね。 
 次の道の駅電気設備工事請負契約についてお伺いしますけども、この指名する業者の基準と

いうものをどういうふうに設定したのか、お聞きいたします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 財政課長、田辺明弘君。 
〇財政課長（田辺明弘君） 

 道の駅の電気設備工事の指名業者は、どういう基準で設定したのかというご質問でございま

すけども、町内の電気事業業者をベースにいたしまして、山梨県の経営審査の評点数が６００点

以上の業者を選定したところでございます。 
 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） 
 その中に僕も経営審査事項を調べさせていただいたんですけども、業者の中には特定建設業

の許可を受けている業者と一般建設業の許可を受けている業者、２種類あるんですけども、こ

 １２８



の工事を受注する上でどういうふうに違うのか、説明をお願いいたします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 財政課長、田辺明弘君。 
〇財政課長（田辺明弘君） 

 一般建設業と特定建設業の違いということでございますけども、工事請負金額の３千万円未

満を下請けに出す場合については一般建設業ですが、建設工事で３千万円以上超えるものを下

請けに出す場合には、特定建設業の建設の許可が必要になります。 
 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） 
 分かりました。 
 では次の道の駅の機械設備工事請負契約について、お伺いいたします。 
 まずこの７千万円の工事ですけど、この中には当然にトイレとか受水槽、給排水などの衛生

工事、それからエアコンなどの空調換気工事があるわけですけども、この工事の比率とこの金

額の内訳をお聞きします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 建設課長、川住資農夫君。 
〇建設課長（川住資農夫君） 

 秋山議員の質問にお答えします。 
 機械設備工事の内容でございますけど、直工での金額と比率でございますけども、給排水、

衛生ガス設備工事、これが約３，８００万円、率で６２％。そして空調調和設備工事でござい

ますけども、これが２，３００万円、率で３８％。直工で合計が６，１００万円でございます。 
 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） 
 そうすると、この落札した業者さんの従業員の数というのは、当然その町の入札、指名の参

加願いですか、それを出すときにそういった資料を出していると思うんですけども、この従業

員の数というのは、昨年と今年の人数でどういうふうに変わったのか、それとも同じなのか把

握している状況を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） 

 それは落札した業者ですか・・・機械設備の落札した業者ですか。 
 私どものほうで、入札参加の指名参加願いが２３年、２４年度分、こちらのほうに出ており

ますけども、これに記載されている人数につきましては、落札業者につきましては３名という

ことで把握しております。 
 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） 
 ２３年、２４年で３人と。 

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） 
 ２３年、２４年度分の参加申請願の記載につきましては３名ということで、こちらのほうに

提出がございます。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 カウントしないでください、確認だけなので。 
 そうすると私、落札した業者さんの審査事項を調べさせていただいたんです。昨年度の売り

上げがこの経営審査事項が正しいという前提ですけどね。売り上げが年間２，０５７万２千円

なんです。今年は富士川町の４月分の入札１，７５５万円、中学校の空調設備の工事もなさっ

ているんですね。今回の７千万円、これを含めて今年度分だけで８，８４６万２，５００円に

なるんですよね。しかもこの業者さん、一般建設業の許可ですよね。従業員が変わらないんで

しょう、昨年と今年も。３人ということで、２，０５７万円の売り上げで３人いたものが今回、

町の事業だけで８，８４６万２，５００円、これで３人です。しかも建設業の許可であって従

業員の人数は変わらないと。これだけの、普通、僕たちも小さいながらも仕事をしていると、

例えば年間１千万円の仕事をできる能力と、例えばそれが４倍になって４千万円の仕事をやる

能力と、とても今やっているスタッフの体制では、到底できないなんていうのは当たり前のこ

となんです。議長だって仕事をなさっていて、今年の売り上げから４倍伸びたときに、どれだ

けの人員を配置しなければできないかと。当然、現状の体制でできるなんてことはあり得ない

と思うんですよ。ここの３人の体制で年間、町から８，８４６万２千円増やして、従業員がど

のくらいになっているか。それ以降、増やしたということであれば別ですけども、本当に施工

能力があるかどうかという判断をどこでしたのか、根拠をお聞きします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 財政課長、田辺明弘君。 
〇財政課長（田辺明弘君） 

 この機械設備を落札した業者につきましては土木管工事、水道施設の一般建設業の許可を

持っております。管工事施工技師も１級が１名、２級が１名おりまして、先ほど建設課長のほ

うから工事の内訳等の説明があったと思いますけども、長年手掛けている給排水設備も総工事

の中の６２％を占めているということの中で、ほかの業者につきましては先ほど議員さんから

お話がありましたように、増穂中学校の空調設備工事金額が約１，８４２万７千円でございま

すが、こちらの工事も施工した実績もございますので、今回の工事につきましては、先ほどの

特定建設事業の３千万円のうちの中で、下請けに工事を出すというようなことで実施をしてい

ただければ、十分施工は可能ではないかということで判断をさせていただきました。 
 以上です。 
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〇議長（芦澤益彦君） 
 この質問は、これで終わりです。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 分かりました。 
 お聞きして、私が言いたいのは例えば指名業者をして、片や４億円のお金は、工事は一般競

争入札で多くの県内の、広域のところから業者を募ると。こうやって地域の企業さんを育てて

いこうということで、こういうことをやっているということだと思いますけども、指名すると

きにもっと、本当に施工能力が技術者にしても、たしかにいらっしゃるかもしれないですけど

も、例えば地中熱の工事のときには、もっと業者さんが、技術者をたくさん抱えている企業も

指名なさっているわけではないですか。これだけの一般的な町民の感覚としてですよ、年間２千

万円の売り上げしかないところがいきなり次の年、１年経ったときに４倍以上の売り上げがで

きる施工能力、たしかに課長は管工事と空調工事の比率がその６０何％と３０何％で３千万円

以下の下請けだったら出してもいいというふうにおっしゃっていますけれども、であればもっ

と自社でできるところにやっていただいて、この落札率を低くする。この７千万円という金額

を１０％抑えれば、例えば１００％のところを９０％に抑えれば、７００万円ぐらいの経費削

減ができるわけではないですか。例えば町の事業仕分けといわれる委員さんたちが一生懸命、

町の１万円とか１０万円とかというお金を１日とか、この間もやっていましたね。一生懸命議

論した中で、経費を抑制して歳出を抑えていこうという努力をしているんだけども、こういっ

たスケールメリットのあるところで費用を抑えたほうが、僕はよっぽど効果があると思うんで

す。その町内の企業育成と、こういった費用の削減というものは、僕は同時に考えることがで

きると思うので、ぜひこういったことをやはりもう少し町は考えていただきたいなと思います。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ほかに質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑なしと認めます。 
 以上をもって、議案第８４号から８６号までの質疑を終わります。 
 これから、議案第８４号から８６号まで一括して討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 以上をもって、議案第８４号から８６号までの討論を終わります。 
 これから日程第２２ 議案第８４号 道の駅建築主体工事請負契約の締結についてを採決し

ます。 
 お諮りします。 
 本案を、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第８４号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第２３ 議案第８５号 道の駅電気設備工事請負契約の締結についてを採決し
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ます。 
 お諮りします。 
 本案を、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第８５号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第２４ 議案第８６号 道の駅機械設備工事請負契約の締結についてを採決し

ます。 
 お諮りします。 
 本案を、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第８６号は原案のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第２５ 議案第８７号 富士川町過疎地域自立促進計画の変更についてを議題とします。 

 これから、議案第８７号の質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 ６番、齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 それでは、お聞きしたいと思います。 
 過疎地域促進計画の一部を変更するということです。説明でも過疎債等、充当できるのでと。

理由はよく承知しておりますけども、この計画については今議会、合併した当初に説明を受け、

私たちも一生懸命、勉強させていただいたと。総合計画、あるいはこういったいろんな諸計画

ということに基づいて、町は事業を行っていくと。したがって、これらの計画の見直しという

のは今回、実は急きょ出されたということについて、ものを申したいということなんですけど

も、年度当初あるいは来年度において事業の一部見直しということであれば、私としても非常

にそのときどきの情勢においてということで理解もしやすいわけですけども、急きょこういっ

た形で出されたと。いくつかは追加案件、いくつかは当初に組まれていたものを組み替えると

いう形の内容ですけども、こういったやり方というのはやはりちょっと事業の進め方としては、

少し場当たり的な感じがするわけです。そういったやり方というのは非常に、今回これが良い

か悪いかということではなくて、そのような進め方について私はちょっと疑問があるわけです

けども、町長の見解を伺いたいと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 町のいろんな事業は総合計画に基づきながら、議会の議決をいただきながらやっているわけ

です。そういう中の１つに、旧鰍沢地域の中は過疎地域ということで自立促進計画が適用され

ると。過疎法の適用ということでありますが、当然事業は県と協議をしながら、過疎債という

のも枠がありますので、どの部分が入るかはまだ分からない部分があります。国のほうでも毎
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年毎年、地方債計画というのを立てながらやっておりますので、それが出なければ分からない

という中で、事業自体は総合計画に基づきながら、そして予算は議会の承認をいただきながら

やっているわけでありますけども、そうした事業に今後どういった財源が充当できるかという

のは、年度の中途でないとできないわけであります。 
 今回、県と協議が整いまして、国見平・長知沢線以外は既存の事業の中に財源として過疎債

を充当するためには、この富士川町がつくっております過疎地域自立計画にも載っていなけれ

ば充当できないということから、通常考えればちょっとおかしげなところもあるかもしれませ

ん。計画に基づいてすべて進めているという、形づくりのところもあるかもしれませんけども、

くどいようですが、もともとは総合計画に則りながら、そして地域によっては過疎地域の自立

促進計画も位置づけ、そしてそこには有利な地方債が充当できるようにということで、時期が

この時期になりましたけども、県との協議がこの時期になってしまったものですから、ただ協

議が整わないものをこの計画に載せても、今度この計画に載るとこれにはそういった資金が充

当できるんではないかということも出てまいりますので、そういったところも過疎債が使える

部分はしっかりこの計画に入れながら、これから申請の手続きをやっていくと。事業は実際に

はもう進んでいる部分もありますけども、そこに有利な起債を充当するために、こういう手続

きをしていかなければならないということでありますので、よろしくお願いしたいと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ６番、齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 私が危惧している点だけ理解していただければいいわけですけども、要はいろんな事業、補

助金も出ますし、今回は補助金という話ではなくて、有利なほうを利用するという話ですけど

も、考え方としてやはり基本的な筋は曲げないで、見直すなら、町長が言っているようにロー

リングと。年度年度でのローリングという中でやっていただきたいと。要は場当たり的な雰囲

気がするので、そういうことをやっていくとよくはないだろうという思いがあるので、あえて

質問させていただきました。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ほかに質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑なしと認めます。 
 以上をもって、議案第８７号の質疑を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第２６ 発委第１号 富士川町証人等の実費弁償に関する条例の一部を改正する条例について 
   日程第２７ 発委第２号 富士川町議会委員会条例の一部を改正する条例について 
   日程第２８ 発委第３号 富士川町議会会議規則の一部を改正する規則について 

 以上の３議案については、発委の条例および規則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、発委第１号から３号までの質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
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 （ な し ） 
 質疑なしと認めます。 
 以上をもって、発委第１号から第３号までの質疑を終わります。 
 以上で、本日の日程は全部終了しました。 
 本日は、これにて散会します。 
 ご苦労さまでした。 

 
散会 午後１２時００分 
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開会 午前１０時００分 
〇議長（芦澤益彦君） 

 本日は第４回富士川町議会定例会第４日の本会議に、議員各位には大変お忙しいところご出

席いただきまして、誠にありがとうございます。 
 また本会議、委員会において慎重にご審議をいただきました第４回定例会も本日が最終日と

なりますが、ご審議のほどよろしくお願いします。 
 ただいまから、平成２４年第４回富士川町議会定例会第４日の会議を開きます。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（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、ならびに説明員として出席通知のありました者の職氏名は一覧表として配

布したとおりです。 
 なお、農林振興課長 堀口進君は公務のため、本日の会議を欠席するとの連絡を受けており

ますので、ご了承をお願いします。 
 本日は追加案件として人事案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。 
 次に１２月１８日、１９日に各常任委員会が開催されましたので委員長報告を行います。 
 はじめに総務常任委員長、報告をしてください。 
 ４番、齊藤正行君。 

〇４番議員（齊藤正行君） 
―――― 委 員 会 審 査 報 告 書 の 朗 読 ―――― 

〇議長（芦澤益彦君） 
 次に教育厚生常任委員長、報告をしてください。 
 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） 
 続いて産業建設常任委員長、報告をしてください。 
 ９番、堀之内美彦君。 

〇９番議員（堀之内美彦君） 
―――― 委 員 会 審 査 報 告 書 の 朗 読 ―――― 

〇議長（芦澤益彦君） 
 以上で、各常任委員長からの報告を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第２ 承認第１３号 専決処分の承認を求めることについて（富士川町立第４保育所改修建

築主体工事請負変更契約の締結） 
   日程第３ 承認第１４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４号）） 
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 以上の２議案は、専決処分の承認案でありますので一括して議題とします。 
 これから、承認第１３号と１４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１３号と１４号の討論を終わります。 
 これから日程第２ 承認第１３号 専決処分の承認を求めることについて（富士川町立第

４保育所改修建築主体工事請負変更契約の締結）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１３号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第３ 承認第１４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４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１４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４ 議案第６６号 富士川町移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基

準を定める条例の制定について 
   日程第５ 議案第６７号 富士川町地区計画等の案の作成手続に関する条例の制定について 
   日程第６ 議案第６８号 富士川町水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道

技術管理者の資格基準に関する条例の制定について 
 以上の３議案は、条例制定案ですので一括して議題とします。 
 去る１２月１９日の本会議で、産業建設常任委員会へ付託しました。 
 議案第６６号から６８号までについて、委員長の報告を求めます。 
 ９番、堀之内美彦君。 

〇９番議員（堀之内美彦君） 
―――― 委 員 会 審 査 報 告 書 の 朗 読 ―――― 

〇議長（芦澤益彦君） 
 堀之内委員長、しばらくお待ちください。 
 以上で、産業建設常任委員長の報告が終わりました。 
 これから、議案第６６号から６８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。 
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 以上をもって、議案第６６号から６８号までの委員会審査報告に対する質疑を終わります。 
 堀之内委員長、ご苦労さまでした。自席にお戻りください。 
 これから、議案第６６号から６８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６６号から６８号までの討論を終わります。 
 これから日程第４ 議案第６６号 富士川町移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設

置に関する基準を定める条例の制定についてを採決します。 
 お諮りします。 
 議案第６６号に対する委員長の報告は、可決とするものです。 
 委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第６６号は委員長の報告のとおり可決されました。 
 これから日程第５ 議案第６７号 富士川町地区計画等の案の作成手続に関する条例の制定

についてを採決します。 
 お諮りします。 
 議案第６７号に対する委員長の報告は、可決とするものです。 
 委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第６７号は委員長の報告のとおり可決されました。 
 これから日程第６ 議案第６８号 富士川町水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基

準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の制定についてを採決します。 
 お諮りします。 
 議案第６８号に対する委員長の報告は、可決とするものです。 
 委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第６８号は委員長の報告のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第７ 議案第６９号 富士川町暴力団排除条例の一部を改正する条例について 
   日程第８ 議案第７０号 富士川町老人医療費助成金支給条例を廃止する条例について 
   日程第９ 議案第７１号 富士川町居宅介護支援事業手数料条例の一部を改正する条例について 
   日程第１０ 議案第７２号 富士川町営住宅管理条例の一部を改正する条例について 
   日程第１１ 議案第７３号 富士川町営住宅管理条例の一部を改正する条例について 
   日程第１２ 議案第７４号 富士川町下水道条例の一部を改正する条例について 

 以上の６議案については、条例の改正案でありますので一括して議題とします。 
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 これから、議案第６９号から７４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６９号から７４号までの討論を終わります。 
 これから日程第７ 議案第６９号 富士川町暴力団排除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６９号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第８ 議案第７０号 富士川町老人医療費助成金支給条例を廃止する条例につ

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７０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７１号 富士川町居宅介護支援事業手数料条例の一部を改正する条

例についてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第７１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７２号 富士川町営住宅管理条例の一部を改正する条例につい

てを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第７２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７３号 富士川町営住宅管理条例の一部を改正する条例につい

てを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第７３号は原案のとおり可決されました。 
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 これから日程第１２ 議案第７４号 富士川町下水道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７４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７５号 平成２４年度富士川町一般会計補正予算（第５号）について 
   日程第１４ 議案第７６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２号）に

ついて 
   日程第１５ 議案第７７号 平成２４年度富士川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

について 
   日程第１６ 議案第７８号 平成２４年度富士川町介護保険特別会計補正予算（第２号）について 
   日程第１７ 議案第７９号 平成２４年度富士川町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）に

ついて 
   日程第１８ 議案第８０号 平成２４年度富士川町下水道事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて 
   日程第１９ 議案第８１号 平成２４年度富士川町活性化事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて 
   日程第２０ 議案第８２号 平成２４年度富士川町水道事業会計補正予算（第２号）について 

 以上の８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７５号から第８２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７５号から第８２号までの討論を終わります。 
 これから日程第１３ 議案第７５号 平成２４年度富士川町一般会計補正予算（第５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７５号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第１４ 議案第７６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２号）についてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
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 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第７６号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第１５ 議案第７７号 平成２４年度富士川町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第２号）についてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第７７号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第１６ 議案第７８号 平成２４年度富士川町介護保険特別会計補正予算（第

２号）についてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第７８号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第１７ 議案第７９号 平成２４年度富士川町簡易水道事業特別会計補正予算

（第２号）についてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第７９号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第１８ 議案第８０号 平成２４年度富士川町下水道事業特別会計補正予算

（第１号）についてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第８０号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第１９ 議案第８１号 平成２４年度富士川町活性化事業特別会計補正予算

（第１号）についてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第８１号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第２０ 議案第８２号 平成２４年度富士川町水道事業会計補正予算（第２号）

についてを採決します。 
 お諮りします。 
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 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第８２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２１ 議案第８３号 峡南広域行政組合規約の変更についてを議題とします。 

 これから、議案第８３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。 
 これから日程第２１ 議案第８３号 峡南広域行政組合規約の変更についてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第８３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２２ 議案第８７号 富士川町過疎地域自立促進計画の変更についてを議題とします。 

 これから、議案第８７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。 
 これから日程第２２ 議案第８７号 富士川町過疎地域自立促進計画の変更についてを採決

します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第８７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２３ 議案第８８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 ―――― 
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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８８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８８号に対する質疑を終わります。 
 これから、議案第８８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８８号に対する討論を終わります。 
 これから日程第２３ 議案第８８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８８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２４ 発委第１号 富士川町証人等の実費弁償に関する条例の一部を改正する条例について 
   日程第２５ 発委第２号 富士川町議会委員会条例の一部を改正する条例について 
   日程第２６ 発委第３号 富士川町議会会議規則の一部を改正する規則について 

 以上の３議案については、発委による条例および規則の一部改正案ですので一括して議題と

します。 
 これから、発委第１号から第３号まで討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 これから日程第２４ 発委第１号 富士川町証人等の実費弁償に関する条例の一部を改正する

条例についてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、発委第１号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第２５ 発委第２号 富士川町議会委員会条例の一部を改正する条例について

を採決します。 
 お諮りします。 
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 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、発委第２号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第２６ 発委第３号 富士川町議会会議規則の一部を改正する規則についてを

採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、発委第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２７ 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２８ 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２９ 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３０ 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。 
 １９日間という長い会期ではありましたが、議員各位には慎重かつ熱心にご審議をいただき、

ここに無事閉会できますことを厚く御礼申し上げます。 
 また町長以下、町の執行部の皆さまにおいては議案説明、答弁、委員会の出席にご協力をい

ただき、ありがとうございました。 
 今年も残すところ、あと１週間となりました。皆さま方におかれましては、季節柄くれぐれ

もご自愛の上、年末年始をお過ごしくださいますようお願い申し上げます。 
 平成２４年第４回富士川町議会定例会を閉会します。 
 ご苦労さまでした。 

 
閉会 午前１０時３３分 
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