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開会 午後 １時３０分 
〇議長（芦澤益彦君） 

 本定例会は平成２５年最初の議会となります。 
 開会に先立ちまして、富士川町民憲章のもと住民・行政・議会が一体となってまちづくりを

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

唱和をお願いいたします。 
 それでは鮫田議員、お願いします。 
 （町民憲章・朗読） 
 ありがとうございました。 
 それでは、相互にあいさつを交わします。 
 相互に礼。 
 （ あ い さ つ ） 
 富士川町告示第１号をもって招集されました、平成２５年第１回富士川町議会定例会に議員

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

ざいます。 
 ただいまから、平成２５年第１回富士川町議会定例会を開会いたします。 
 これから、本日の会議を開きます。 
 第１回定例会に先立ちまして、一言ごあいさつを申し上げます。 
 暦が３月に変わり、日中は日差しがだいぶ強さを増して温かさを感じるようになりました。

これから桜の開花時期を迎え、大法師さくらまつりや山車巡行まつりが開催され、町は多くの

人出で賑わうことでしょう。 
 さて、昨年１２月に行われた衆議院議員総選挙では自民党が２９４議席を獲得して圧勝。こ

れによって、自民党が政権与党に復帰しました。安倍晋三氏が９６代内閣総理大臣に選出され、

新内閣が発足したことはまだ記憶に新しいところです。 
 経済再生に金融政策、財政政策、成長戦略の三本の矢を掲げたアベノミクスに金融市場も反

映し、円安株高方向に進んでいます。 
 過日、公共投資を中心とした総額１０兆円超えの補正予算が参議院本会議で可決成立しまし

た。これがデフレ脱却への加速となるか、期待して待ちたいと思います。 
 内閣府が２月２７日に発表した月例経済報告によりますと、先行きについては当面、一部に

弱さが残るものの輸出環境の改善や経済対策、金融対策の効果などを背景にマインドの改善も

支えられ、次第に景気回復へ向かうことが期待されるとなっています。 
 ２カ月連続の上方修正となっており、各論では個人消費、生産、企業業績、状況判断が上方

修正されました。しかし一方では海外景気の下振れが引き続きわが国の景気を下押しするリス

クがあることや雇用、所得環境の先行きなどにも注意が必要としています。 
 このような中、富士川町においては本日３月８日に町制施行３周年を迎えました。午前中に

は町制施行３周年、富士川町政功労者表彰式が行われ、無事終了したところであります。私た

ち議員の任期も残すところ、あと１年ほどになりました。これまでも地域医療問題をはじめ、

活発な議論を繰り返してきました。議会活動の集大成となる本年、引き続き議員一丸となって
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諸問題に取り組んでいきます。 
 今定例会では昨年同様、予算審議においては特別委員会を設置する予定です。決算特別委員

会と同じく分科会方式を導入し、全体会で討論・採決を行うつもりです。これによって情報を

共有し、より中身の濃い審議が可能になると考えています。 
 本定例会は平成２５年度予算などを審議する重要な会議になります。案件数が多く会期も

２週間以上にわたりますが、議員各位におかれましては健康への十分な留意と活発な議論をお

願い申し上げ、開会のあいさつといたします。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定によって、 
  ９番 堀之内美彦君 
 １０番 神田 智君 
を指名します。 

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

 お諮りします。 
 本定例会の会期は、本日から２６日までの１９日間にしたいと思います。 
 これにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、会期は本日から２６日までの１９日間と決定しました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第３ 諸般の報告。 

 この際、議案の審議に先立ちまして諸般の報告を行います。 
 議長から報告します。 
 本日の議事日程、説明員として出席通知のありました者の職氏名および監査委員の出納検査

報告などにつきましては、一覧表として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。 
 なお、齊藤正行議員につきましては、都合により欠席との届け出がありました。 
 以上で、諸般の報告を終わります。 
 ここで町長よりあいさつの申し出がありますので、これを許します。 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 本日ここに平成２５年３月富士川町議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位におか

れましては、公私とも大変ご多忙の中を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。 
 開会にあたりまして、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
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の概要をご説明申し上げますとともに私の所信の一端を申し述べ、議員各位ならびに町民の皆

さまのご理解とご協力をお願い申し上げたいと存じます。 
 はじめに本町の名誉町民であり日本将棋連盟会長、永世棋聖の米長邦雄さまが昨年１２月

１８日ご逝去されました。米長さまは幼少時代から厳しい将棋の修行を積み、日本将棋連盟の

会長を務められ、将棋の普及と将棋界の発展に大きく寄与されました。将棋界にとっても本町

にとりましても大変大きな存在を失ったものと思います。敬愛する米長さまのご冥福を心から

お祈り申し上げます。 

 さて昨年１２月、第４６回衆議院議員総選挙が実施され、３年半前に多くの国民が期待を寄

せた大きなうねりは、またその形を大きく変える結果となりました。新政権におきましては日

本経済を大胆に再生させるため、東日本大震災からの復興を前進させるとともに成長と富の創

出の好循環へと転換し、強い経済を取り戻すこととしております。 

 このため総額２０兆円規模の緊急経済対策を打ち出し、平成２５年度の国家予算と合わせ大

胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成長戦略を行い、長引く円高、デフレ

不況から脱却し、雇用や所得の拡大、そして景気回復を目指しております。一日も早く国民一

人ひとりが豊かな生活を実感できる経済対策を期待するところであります。 

 世界に目を転じますと、ギリシャの財政危機に端を発した欧州の混乱やアメリカにおける財

政緊縮の影響や中国、インドなどの新興国の経済に一時の勢いが見られないなど、世界経済の

先行きは依然として不透明な情勢が続いております。 

 国内におきましても外交、安全保障、地方分権改革などわが国の将来のために解決すべき課

題が山積しております。その中でも原子力発電所の事故により、エネルギー問題は国民一人ひ

とりが真剣に向き合い、考え、そして答えを出さなければならない問題であります。また消費

税増税を柱とする社会保障制度改革も緒に就いたばかりであり、世界的に前例のない超高齢化

社会を迎えるわが国が今後も安心して暮らせる国となるよう、国民的な議論を踏まえ改革を先

送りすることなく、着実に進めていく必要があります。 

 こうした中にありましても、私たちは子どもからお年寄りまで誰もが安心・安全で暮らせる

社会、潤いのある未来に向け前進していかなければならないと考えております。 

 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要な事業への取り組み状況につ

いて申し上げます。 

 まず、平成２５年度予算編成の基本的な考え方について申し上げます。 

 平成２５年度の地方財政については、地方税収入や地方交付税の原資となる国税収入が緩や

かに回復することが見込まれる一方、社会保障関係費の自然増や公債費が高い水準で推移する

こと等により経費全般について徹底した節減、合理化に努めてもなお依然として大幅な財源不

足が生じるものと見込まれております。 

 政府は２５年度においては、東日本大震災分を除く通常収支分について一般財源の総額を平

成２４年度と実質的に同水準となるよう確保することを基本とした上で、防災・減災事業や地

域の経済基盤強化事業の財源を確保したものの、一方、地方財政に大きな影響を与える地方交

付税は地方公務員の給与費の削減を要請していることなどから昨年度比２．２％の減、１７兆

６２４億円となり、また通常収支にかかる地方財源の不足分を補う臨時財政対策債については

一般財源を確保するため大幅な増額を行い前年度比１．３％の６兆２，１３２億円となり、合

わせて２３兆２，７５６億円が実質的な地方交付税の総額として確保されたところであります。 
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 こうした中で本町におきましても、不透明な景気の長期化により地域経済や地元企業等を取

り巻く環境はさらに厳しさを増しており、町民生活や本町財政の影響が今後一層強まることを

危惧するものであります。 

 町はこのような厳しい財政状況下においても、第１次富士川町総合計画に定めた６つの基本

目標を中心に東部地域開発事業をはじめ子育て支援の充実、防災・防犯体制の整備拡充等の各

種施策に取り組んでまいりましたが、これらの諸施策を継続して取り組んでいくためには財政

構造の実態を的確に把握し、その健全化に努め、地域の実情に即した効率的な財政運営を進め

ることが重要であります。このため徹底した行財政改革の着実な実行に努め、事務事業の整理

合理化による行政の効率化を図るとともに、町民の声を真摯に受け止め、町政運営に反映させ

る開かれたまちづくりを展開してまいります。 

 また事務事業評価を実施し、事業の妥当性、有効性、効率性、公平性など事業全般にわたっ

て精査し予算編成をしたところであります。その結果、暮らしと自然が輝く交流のまちを目指

した予算として一般会計で７３億７，７６２万１千円、前年度比５．５％増の当初予算を編成

したところであります。 

 次に、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。 

 地域医療の確保のために進めております、社会保険鰍沢病院と市川三郷町立病院の経営統合

に向けた峡南北部二病院統合協議会においては、統合病院の経営形態や名称、情報システムの

整備、経営方針、人事管理方針、財務会計の方針などについて協議・検討を行っております。 

 １月３１日に行われました第３回の統合協議会におきましては、統合病院の経営形態を一部

事務組合方式の地方公営企業法全部適用と決定し、また統合病院の名称を峡南医療センターと

決定したところであります。 

 この一組全適方式の経営形態にすることにより民間経営手法をできる限り取り入れ、職員の

意識改革が図れるとともに、統合病院の経営責任者である企業長に広範な権限を持たせること

により病院の経営に対し独立性、迅速性が図られることに加え、救急医療やへき地医療などの

政策医療の確保が容易となります。 

 統合病院の名称の峡南医療センターにつきましては地域住民が親しみを持ち、新鮮で活力の

ある名称とするとともに峡南地域全体の医療拠点としての機能を備えたものとなることを内外

に示す名称といたしました。 

 また２月２８日には第４回目となる統合協議会が行われ、移行実務計画として統合病院に必

要な移行実務の検討項目とその実行に必要な体制とロードマップ、そして人事管理計画として

は現行の給与格差問題などの人事問題を解決するための人事処遇や就業規則など、また財務会

計計画としては病院と老健施設について投資および資金繰り、財産の管理および処分について

一定の前提条件を設定した上で財政シミュレーションをし、病院負債や老健施設の扱い、また

構成団体の出資、開院直後の必要資金額などを出しております。 

 また管理運営計画につきましては一定のビジョンを示しながら、今後、協議を進めることと

しているところであります。 

 ３月中には基本計画をとりまとめ、４月からは統合事務組合において人事管理、管理運営お

よび財務会計などに関する具体的な取り組みをし、地域の救急患者の受け入れを断らない、ま

たある程度の高度で専門的な医療が受けられる、そしてよくある病気の治療が安心して受けら

れるなど、地域完結型医療が達成できる医療センターとして、平成２６年４月１日の開院に向
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け取り組んでいくこととしております。このことから、今定例会に峡南北部二病院統合事務組

合の設置案件と関連予算をお願いしているところであります。 

 次に、道の駅富士川についてであります。 

 道の駅富士川の建設事業につきましては、平成２４年度から３年間の継続費を設定する中で

本年１月に起工式を行い、平成２６年度のオープンを目指し、鋭意、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工事が進められております。 

 外構工事につきましては平成２５年、２６年度に発注する計画でありましたが、国の平成

２４年度補正予算に伴いまして、平成２５年度計画の前倒しの実施が可能となりましたので早

期完成をさせるため、外構工事に関する事業費を今定例会に補正予算を計上させていただき、

併せて継続費の年割額の変更をお願いしているところであります。 

 次に、この直営施設の社長選考についてであります。 

 本町には、町が直接営業している施設として塩の華、つくたべかんがあります。そして現在、

建設中の道の駅富士川を加えると３施設になりますが、これらの施設経営を一体化させ、施設

運営は民間人による民間的感覚で運営することを基本とし、身の丈に合った経営、効果的な運

営戦略により将来にわたって安定的な運営を行うこととしております。 

 これらの直営施設を一体的に運営する株式会社の設立準備を今、進めているところでありま

すが、この社長職について先般、民間企業等で流通や企画、経営などの実務経験のある方を応

募条件として全国に向けて募集したところ県内外から１１名の応募をいただき、第１次試験で

ある実務経験や論文内容の審査を行った結果、３名の方を一次通過者としたところであります。 

 今後は一次通過者の面接を実施し、マネジメント能力、経営感覚やリーダーシップをはじめ

観光振興や地域の活性化に対する考えなど企業のトップとしての資質を見極め、１名を社長と

して選考することとしております。 

 次に、富士川の「かわまちづくり」についてであります。 

 本町では住民が一堂に会する十分な広さを持った広場がなく、町民体育祭の開催においても

会場探しに苦慮しているところであります。こうした中、富士川の右岸の河川敷には広大な未

活用地が残っておりますので、国土交通省と連携して、この富士川の水辺空間を町民や来訪者

の新たな交流、にぎわいの空間を創設する「かわまちづくり」計画として進めてまいりました

が、本年度中に国土交通省から承認をいただける予定となっております。 

 この計画内容は町がサッカー場やソフトボール場などのスポーツ施設やレクリエーション施

設を整備することとし、国土交通省においては富士川の浸食防止と町が設置するこれらの施設

を保護するため、河川内に親水護岸工事を実施するものであります。 

 今後もスポーツの振興やにぎわいの空間を創出するともに、地域の防災の観点からも国土交

通省と連携し、本事業が早期に完成できるよう地元関係者との調整を進めてまいりたいと考え

ております。 

 次に、国民文化祭についてであります。 

 文化の祭典、第２８回国民文化祭は１月１２日に開幕され、１１月１０日までの約１０カ月

間にわたり県内各地でさまざまな文化事業が展開されております。 

 本町では１月１９日・２０日の２日間、和太鼓の祭典をますほ文化ホールで開催いたしまし

たが県内から１４団体、全国各地から２１団体の和太鼓団体、約６００人が出演をしていただ

き、勇壮な和太鼓の演奏を披露されたところであります。町内からも鷹座巣小林八幡太鼓や鰍
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沢ばやし保存会の２団体の出演をいただく中で、地元の芸能文化を多くの皆さまに披露するこ

とができました。 

 祭典開催にあたりましては、実行委員会の皆さまをはじめ企業のボランティアなど多くの

方々に運営のご協力をいただいたほか、町内の中学生による出演者の案内、地元和太鼓団体の

小学生による出演団体のステージ紹介など、幅広い年代の方々に取り組んでいただき好評を得

たところであります。 

 ４月２１日には本町の国文祭の第２弾として、町の指定文化財となっております４機の山車

を使って山車巡行まつりを鰍沢の南川橋から青柳のガスト前までの１，５００メートルを全面

通行止めにして実施いたします。メイン会場としては旧鰍沢病院跡地となりますが、現在、実

行委員会の皆さまを中心に小学生や関係者を挙げて万全な準備が進められております。 

 また本町出身で、首都圏でご活躍されている皆さんにもおいでをいただく準備を進めている

ところであります。町民を挙げて来町者に心のこもったおもてなしを行ってまいりたいと考え

ております。 

 次に、敬老祝金の見直しについてであります。 

 敬老祝金事業につきましては、長寿を祝福し高齢者の福祉向上と敬老精神の高揚に寄与する

ことを目的に例年、該当される皆さまに祝金を贈呈してまいりましたが、急速な高齢化社会の

進行に伴い年々該当者が増加し今後、本事業に要する経費の増大が見込まれているところであ

ります。 

 また県でも平成２３年度をもって敬老祝金支給事業を廃止するとともに、県下においても本

事業の見直しを行う市町村が増えている状況にあります。 

 こうした状況を踏まえ、長寿を慶祝するという趣旨から、これからの超高齢化社会を見据え

た敬老祝金事業として今後も継続していけるよう、現行制度の見直しをすることとしたところ

であります。 

 今後ますます必要性が見込まれる高齢者の医療、介護、健康などの福祉事業の充実に努めて

まいりたいと考えております。 

 次に、地域支援策についてであります。 

 まず、地域力創造交付金の創設であります。 

 地方自治は、創造とチャレンジの時代を迎えております。地方自治は自前の施策を自立し、

自前の戦略を立て、自前で適切に執行管理することであります。そしていずれの課程におきま

しても創造という言葉が鍵を握ってまいります。創造のプロセスとしてはまず課題を認識し、

その課題に対する事実を把握し、その対応策を検討し改善するか、新たな制度が必要かなどを

検討する中で、政策施策の体系や戦略を決定することとなります。創造に必要なのは着眼力と

創造力、そして制度の技能だと考えております。 

 本町におきましても第１次総合福祉計画で示すように地域がやるべきこと、地域と行政がや

ること、行政がやるべきこととし、町民と行政の協働が不可欠となっております。こうした創

造的活動にとって必要なのは、役場との役割分担と地域の核を形成し民意を反映すること、そ

してお金の縛りから解放されることだと考えております。 

 こうしたことから、自分たちの住む地域の課題を自分たちのアイデアや創意工夫により解決

し、より快適な住みやすい地域づくりに取り組めるような制度として、既存の補助金を統合す

る中で地域力創造交付金を創設することとし、今定例会に予算計上いたしたところであります。 
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 次に、地域コミュニティ施設整備費貸付についてであります。 

 地域には活動拠点となるコミュニティ施設がありますが、その施設の中には老朽が進んでい

るものや東海地震等が想定される中で、災害への対応など改築が必要な施設が多く見受けられ

ます。こうした地域への支援策として地域コミュニティ施設整備貸付基金を創設し、公民館の

整備等に要する経費の全部、または一部を無利子で貸し付けることにより、地域の財政の負担

を軽減することを目的に地域コミュニティ施設整備費貸付金を設けることとし、今定例会に条

例と基金の予算をお願いしたところであります。 

 次に、緊急経済対策にかかる補正予算についてであります。 

 中部小学校におきましては、児童が安全で安心した学校生活が送れるよう耐震化されていな

い特別教室棟の耐震補強を実施するための教育環境の整備として工事の施工管理および補強工

事費等の所要の経費を計上いたしました。この工事の施工により非木造の校舎の耐震化はすべ

て完了することとなります。 

 次に、太陽光発電設置についてであります。 

 自然エネルギーの活用と児童生徒の環境教育推進のため、増穂小学校１号棟および増穂中学

校に３０キロワットの太陽光発電設備を設置するため所要の経費を計上しておりますが、今後

も各学校などに計画的に設置をしてまいりたいと考えております。 

 なお、国の経済対策により平成２４年度事業として国庫補助が採択可能となったことから、

今定例会に計上いたしました工事関係の補正予算および年度内の執行が困難な事業について、

繰越明許費をお願いすることとしております。 

 以上、主な予算と主要な取り組みについて述べさせていただきました。 

 なお、今定例会に提出いたしました案件は専決処分承認案件１件、条例制定案件６件、条例

改正案件１３件、条例廃止案件５件、余剰金処分案件１件、補正予算案件９件、当初予算案件

１６件、道路認定案件１件、組合設置協議案件１件、他団体の公の施設の利用協議案件１件の

合わせて５４案件の議案を提出しております。 

 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、あいさつとさせていただきます。 
 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１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６号））を議題とします。 
 町長から、本案について提案理由の説明を求めます。 
 町長、志村学君。 

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

〇議長（芦澤益彦君） 
 次に、承認第１号の補足説明を求めます。 
 財政課長、田辺明弘君。 
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〇財政課長（田辺明弘君） 
 それでは、承認第１号の補足説明をさせていただきます。 
 （以下、専決処分書・平成２４年度富士川町一般会計補正予算の朗読） 
 第１表 歳入歳出予算補正の内容につきましては、事項別明細書により説明させていただき

ますので、事項別明細書のほう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） 
 以上でございます。 

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５ 議案第１号 富士川町地域コミュニティ施設整備費貸付基金条例の制定について 
   日程第６ 議案第２号 富士川町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す

る基準を定める条例の制定について 
   日程第７ 議案第３号 富士川町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運

営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効

果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定について 
   日程第８ 議案第４号 富士川町道の道路構造に関する技術的基準を定める条例の制定について 
   日程第９ 議案第５号 富士川町道に設ける道路標識の寸法を定める条例の制定について 
   日程第１０ 議案第６号 富士川町準用河川管理施設等の構造の技術的基準に関する条例の制定

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

〇町長（志村学君） 
―――― 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１号から第６号までの補足説明を求めます。 
 まず、議案第１号の補足説明を求めます。 
 財政課長、田辺明弘君。 

〇財政課長（田辺明弘君） 
 それでは、議案第１号の補足説明をさせていただきます。 
 各地区の公民館、またはこれに類似する施設の中には老朽化が進んでいる建物もあり、安全

性の観点から施設の整備が必要となっております。またそれに附帯する施設につきましても、

車の駐車スペースの確保のための改良が必要とされる個所も見受けられます。その際、整備す

る際の支援策といたしまして、これらの整備に要する経費の全部または一部を無利子で貸し付

けることによりまして、各地区の財政負担を軽減することを目的とし、本条例を制定するもの

であります。 
 条例は第１条で設置目的を、第２条で基金の総額を１億円と規定しております。また３条か

ら６条までで基金の管理、その運用益の処理、繰替運用、処分の方法について規定をしており
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ます。 
 なお、本条例は附則で平成２５年４月１日から施行することとしております。 
 よろしくご審議のほど、お願いいたします。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 次に、議案第２号および３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２号 富士川町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を

定める条例の補足説明をさせていただきます。 
 本条例の制定につきましては、先の第１次地域主権一括法および介護保険法等の一部を改正

する法律の施行に伴い、これまで介護保険法等で定められていた地域密着型サービス事業者の

指定に関する基準や厚生労働省令で定められていた介護サービスにかかる基準について、都道

府県および市町村の条例で定めることとされ、本町において介護事業者が町の指定を受け要介

護認定者を対象とした地域密着型介護サービス事業を行うための基準について、本条例の制定

を行うものです。 
 本条例の制定にあたり、現行の厚生労働省令に規定するすべての基準は、その内容によって

法令に従うべき、または法令を標準とすべき基準によるもの、および法令を参酌し地域の実情

に応じ異なる基準を定めることが許容されるものとされ、それぞれの基準で許容される範囲内

で基準を定めるものです。 
 この中で従うべき、または標準とする基準につきましては省令基準に従った基準とし、参酌

すべき基準につきましては、これまで該当する事業所において現行の省令基準に基づき適正な

事業運営を行っていることから省令基準に準拠した規定となっております。 
 なお、条文が長く第２章から第９章までのサービス事業ごとに同様の構成により基準を規定

しておりますので、各条文の説明は一部に留めさせていただき、概要説明とさせていただきま

す。よろしくお願いいたします。 
 １ページの目次をご覧いただきたいと思います。 
 第１章の総則、第１条の趣旨から２ページの第１０章の雑則、第２０３条および附則までの

構成となっております。 
 １ページの第２章、定期巡回・臨時対応型訪問介護看護から第９章、複合型サービスまでの

８種類のサービスを行う場合について基本方針、人員、設備、運営等にかかる基準を設けてお

ります。 
 第２章の定期巡回・臨時対応型訪問介護看護、これは要介護者が居宅で自立した生活を送れ

るよう、介護事業者が定期的な巡回等により入浴、排泄、食事等の介護、または療養生活を支

援し、心身機能の維持回復を目指す事業ですが、本町での実施はありません。 
 第３章の夜間対応型訪問介護、これは夜間に定期的な介護巡回等を行い、排泄介護等を支援

し、利用者が安心して生活できるようにするための事業ですが、本町での実施はありません。 
 第４章の認知症対応型通所介護、これは認知症の要介護者が居宅での日常生活が送れるよう

通所による介護および機能訓練等を行うことにより、利用者の心身機能維持と家族の身体的・

精神的負担の軽減を図るための事業で、本町では２事業所で実施されています。 
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 第５章の小規模多機能型居宅介護、これは要介護者について居宅、またはサービス事業所に

通所もしくは短期間宿泊しながら入浴、排泄、食事等の介護および機能訓練を行い、居宅で自

立した日常生活を営めるようにする事業で、本町では町から社会福祉協議会への委託事業およ

び民間１事業所で実施されています。 
 第６章の認知症対応型共同生活介護、これは認知症の要介護者が共同生活住居において共同

生活しながら入浴、排泄、食事等の介護および機能訓練を行い、自立した日常生活を営むこと

ができるようにする事業で、本町では民間１事業所で実施されています。 
 第７章の地域密着型特定施設入居者生活介護、これはケアハウスや有料老人ホームなどの入

居者について入浴、排泄、食事等の介護や機能訓練および療養介護を行うもので、本町での実

施はありません。 
 第８章の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、これは定員２９人以下の特別養護老

人ホーム、いわゆる小規模特養といっておりますが、この施設で事業所の指定は市町村が行い

市町村内の在住者が利用できるものですが、本町での実施はありません。 
 ２ページに入りまして第９章、複合型サービス、これは小規模多機能型居宅介護と訪問看護

を組み合わせた介護支援サービスですが、本町での実施はありません。 
 それでは条文の一部につきまして、第５章の小規模多機能型居宅介護を例にご説明を申し上

げます。３１ページをお開きください。 
 小規模多機能型居宅介護事業は本町では、先ほど申し上げました町から社協への委託事業、

それから民間１事業所で実施がされています。 
 第１節では本条例にかかる基本方針を規定しています。これは本条例の制定にあたって参酌

すべき基準としています。 
 次の第２節では人員に関する基準、これは従うべき基準として第８２条で従業員数、３３ペー

ジの下段のほうになりますが、８３条で管理者の設置と資格要件、次の３４ページの８４条で

代表者の資格要件を規定しています。 
 次の第３節では設備に関する基準、これは従うべき基準として８５条で事業者の登録、通所、

宿泊の場合の利用定員として登録定員は２５人以下とする規定、第２項では１日当たりの利用

者数の上限について、第１号で通いサービスの場合、登録定員の２分の１から１５人まで。第

２号で宿泊サービスは通いサービス利用定員の３分の１から９人までと規定し、次の８６条で

参酌すべき基準として事業所の設備基準等について規定し、次の３５ページ、上段、第２号で

宿泊室の定員については１人としていますが、利用者の処遇上、必要と認められる場合、これ

は夫婦の利用を想定しておりますが、この場合は２人とすることができるものです。次のイで

は宿泊施設の床面積は７．４３平方メートル、約４畳半以上という規定を設けております。 
 次の第４節では運営に関する基準、これは参酌すべき基準として８７条から４１ページの

１０８条にわたり利用者の心身把握、サービス事業者との連携、利用料の受領、介護の基本、

具体的取り扱い方針、居宅サービスや介護計画の作成、介護方針、緊急時対応、運営規程、非

常災害対策、協力医療機関、地域との連携、記録整備について規定しています。 
 ただいま、ご説明申し上げました基準と同様な内容による基準等が第２章から第９章までの

各サービス事業で規定されております。 
 それから参酌すべき基準として、市町村の実情に応じて省令と異なる基準を設けた部分です

が５５ページをお開きいただきたいと存じます。 
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 第８章、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、これは定員２９人以下の特別養護老

人ホーム、小規模特養の施設ですが、この指定については市町村が行い市町村内の在住者が利

用できる施設となっておりますが、この中で５８ページ、中段をご覧いただきたいと思います。 
 第３節、設備に関する基準、第１５２条第１号、アにおいて居室の定員を規定していますが、

省令ではプライバシー保護の観点から個室を基本とし定員を１名としておりますが、経済的理

由など安価な多床室へのニーズに対応できるよう、プライバシー保護の措置が図られ、町長が

認める場合は１室の定員を４人以下とすることができる規定を設けております。 
 なお、当該規定は山梨県の特別養護老人ホームに関する基準条例で同様の基準が定められた

ことに伴い、県条例における基準との整合を図っております。 
 附則といたしまして、この条例は平成２５年４月１日から施行するものでございます。 
 次に議案第３号 富士川町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並

びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基

準を定める条例の補足説明をさせていただきます。 
 これにつきましても、先ほどご説明申し上げました議案第２号の条例と同様の制定趣旨によ

り、本町において介護事業者が町の指定を受け、要支援認定者を対象とした地域密着型介護予

防サービス事業を行うための基準について条例制定を行うものです。 
 各条文の説明は省略させていただき、概要説明に留めさせていただきます。 
 １ページの目次をご覧ください。 
 第１章の総則、第１条の趣旨から第５章の雑則、第９３条および附則までの構成となってお

ります。 
 第２章、介護予防認知症対応型通所介護から第４章、介護予防認知症対応型共同生活介護ま

での３種類の介護サービス事業を行う事業者について、基本方針、人員設備、運営、介護予防

のための支援方法等にかかる基準を設けております。 
 第２章の介護予防認知症対応型通所介護、これは認知症である利用者が居宅で生活できるよ

う通所による介護および機能訓練等を行い、心身や生活機能の維持回復を図るための事業で、

本町では１事業所で実施されています。 
 次に第３章の介護予防小規模多機能型居宅介護、これは先ほどの議案第２号の同様の事業と

内容については同じでございます。 
 次に第４章の介護予防認知症対応型共同生活介護、これにつきましても前の議案第２号によ

る同様の事業とサービス内容については同様でございます。 
 なお、本条例につきましては、先ほどご説明させていただきました議案第２号による条例と

同様の内容となっておりますが、本条例では特段の地域事情はないため、省令と異なる基準は

設けておらず、省令に準拠した条例としております。 
 附則として、この条例は平成２５年４月１日から施行するものであります。 
 以上、雑駁ですが議案第２号および第３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４号から第６号までの補足説明を求めます。 
 建設課長、川住資農夫君。 
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〇建設課長（川住資農夫君） 
 議案第４号 富士川町道の道路構造に関する技術的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１次一括法による道路法の一部改正により道路の構造の基準について、道路法第３０条第

３項で市町村道の構造の技術的基準は設計車両、建築限界、橋、高架道路等の荷重条件を除き

政令で定める基準を参酌し、当該道路の道路管理者である地方公共団体の条例で定めるとした

ことに伴いまして、本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、２条では定義を規定しております。第３条では道路の区分に

ついて規定しております。 
 道路構造令では道路の区分を第１種から第４種までに区分しておりますが、本町においては

第１種と第２種の高速自動車国道および自動車専用道路はありませんので、条例ではその他の

道路として第３種と第４種に区分しております。 
 また第４条から第４１条までにつきましても道路構造令で定める基準を参酌し、町道の構造

の技術的基準について規定しております。 
 附則としまして、この条例は平成２５年４月１日から施行としております。 
 続きまして議案第５号 富士川町道における道路標識の寸法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。 
 やはりこれも第１次一括法による道路法の一部改正により、道路標識等の設置について道路

法第４５条第３項で市町村道に設ける案内標識および警戒標識の寸法、文字の大きさについて

省令で定める基準を参酌して、当該市町村道のやはり道路管理者である地方公共団体の条例で

定めることに伴いまして、本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、第２条では用語の定義を規定しております。第３条から第８条

までは町道に設置する案内標識および警戒標識の寸法の原則、寸法の特例、文字の大きさの原

則、文字の大きさ、ふち等の太さ、補助標識の寸法を規定しております。 
 附則としまして、この条例は平成２５年４月１日から施行としております。 
 続きまして議案第６号 富士川町準用河川管理施設等の構造の技術的基準に関する条例の制

定についての補足説明をさせていただきます。 
 やはりこれも第１次一括法による河川法第１００条の改正により、準用河川を管理する市町

村は現行の構造令に規定されている、準用河川における河川管理施設等の構造基準は河川法第

１００条の読み替え規定に従い、政令で定める基準を参酌して市町村の条例で規定することに

伴いまして、本条例を制定するものであります。 
 この条例は第１章から第８章までで構成しておりまして、第１章、総則ではこの条例の趣旨

および定義を規定しております。 
 第２章は堤防について、第３章は床止めについて、第４章は堰について、第５章は水門およ

び樋門、第６章は揚水機場および排水機場、第７章は橋について構造の基準を規定しておりま

す。また第８章、雑則では河川管理施設等の適用除外について規定しております。 
 なお、河川管理施設等の構造令ではダムおよび伏せ越しを規定しておりますが、準用河川に

おきましては該当がありませんので、本条例からは除いてございます。 
 附則として、この条例は２５年４月１日から施行としております。よろしくお願いします。 
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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。 
 ここで、暫時休憩します。 

休憩 午後 ２時２８分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午後 ２時３８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１１ 議案第７号 富士川町行政組織条例の一部を改正する条例について 
   日程第１２ 議案第８号 国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管

理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関

係条例の整理に関する条例について 
   日程第１３ 議案第９号 富士川町税条例の一部を改正する条例について 
   日程第１４ 議案第１０号 富士川町税条例の一部を改正する条例について 
   日程第１５ 議案第１１号 富士川町手数料条例の一部を改正する条例について 
   日程第１６ 議案第１２号 富士川町公の施設における指定管理者の指定の手続き等に関する条

例の一部を改正する条例について 
   日程第１７ 議案第１３号 富士川町地域福祉基金条例の一部を改正する条例について 
   日程第１８ 議案第１４号 富士川町地域健康福祉センター条例の一部を改正する条例について 
   日程第１９ 議案第１５号 富士川町敬老祝金条例の一部を改正する条例について 
   日程第２０ 議案第１６号 富士川町介護保険条例の一部を改正する条例について 
   日程第２１ 議案第１７号 富士川町増穂ふるさと自然塾条例の一部を改正する条例について 
   日程第２２ 議案第１８号 富士川町都市公園条例の一部を改正する条例について 
   日程第２３ 議案第１９号 富士川町水道事業の設置等に関する条例及び富士川町簡易水道事業

の設置等に関する条例の一部を改正する条例について 
 以上の１３議案は条例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） 
―――― １３議案の提案理由朗読説明 ―――― 

〇議長（芦澤益彦君） 
 次に、議案第７号から１９号までの補足説明を求めます。 
 まず、議案第７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７号 富士川町行政組織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。 
 本条例の改正でありますが、防災や減災対策、それからリニア新幹線の対策、それから地域
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医療の対応等の行政課題に、それから住民ニーズに即応するため、今回の改正をするものであ

ります。 
 改正の内容でありますけども、第１条においては総務課の安全・安心推進室を防災課として

課を新設するものであります。商工観光課の序列を子ども・子育て支援課の次へ設置するもの

であります。 
 第２条、事務事業の事務分掌の改正であります。総務課に契約に関することを付け加え、企

画に地域振興に関すること、定住に関すること、リニア中央新幹線に関することの３号を付け

加えるものであります。 
 次に新たに設置した防災課に消防、防災、防犯、国民保護対策および交通安全に関すること

を加えるものであります。 
 次に福祉保健課でありますが、地域医療に関することを付け加えるものであります。 
 以上、議案第７号 富士川町行政組織条例の一部を改正する条例についての補足説明を終わ

ります。ご審議のほどをよろしくお願いします。 
 なお、例規集の１巻４０１ページをご参照願いたいと思います。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 次に、議案第８号と第１２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８号および１２号の補足説明をさせていただきます。 
 まずはじめに、議案第８号の補足説明をさせていただきます。 
 この条例は提案理由にもありましたが、国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るため

の国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する法律が平成２５年４月１日に施行され

ることに伴い、企業的に運営してきました国有林野事業が国営企業でなくなるため、語句の整

備を中心とした関連する条例３件を合わせて改正するものであります。 
 議案の次のページをお願いいたします。 
 この条例で改正される内容につきましては、第１条が富士川町情報公開条例の第５条第６号

オ中、それと第２条の富士川町個人情報保護条例の第１４条第７号オ中において先ほど言いま

したとおり国営事業でなくなるため、「国」を削除いたしまして「独立行政法人等、町もしくは

他の地方公共団体が経営する企業」と改める語句の整備を行うものであります。 
 また３条においては、富士川町都市計画下水道事業受益者負担金徴収条例の第８条第２項第

２号中において、これにおきましても国営事業でなくなるため、「国」を削除するものと「その

企業を経営する企業」に改める語句の整備を行うものであります。 
 この条例の施行は平成２５年４月１日からであります。 
 例規集につきましては第１巻、富士川町情報公開条例が６５１ページから、富士川町個人情

報保護条例が７２７ページから、富士川町都市計画下水道事業受益者負担金徴収条例が例規集

の第２巻２８０９ページからとなっております。 
 次に、議案第１２号の補足説明をさせていただきます。 
 この条例の改正につきましては塩の華、つくたべかん、建設中の道の駅富士川を含めた観光

施設を一体的に管理運営を行う株式会社の設立を進めているところであります。 

 ２０



 このことから会社設立後は道の駅富士川、塩の華、つくたべかんの指定管理者制度導入につ

いては公募を行わず、当該株式会社を指定管理として選定する予定でおります。しかし現行の

条例においては、この指定について公募を行わずに選定する規定が明確でないため、その整備

を行うための改正であります。 
 議案の次のページをお願いいたします。 
 この条例で改正される主な内容は、第５条の公募によらない指定候補者の選定等の規定を第

１項第１号から第４号および２号の追加をするものであります。これについては、第２条のた

だし書きおよび第４条第２項を削除し、語句の整備を行い第５条とし、公募によらない指定候

補者の選定等の規定を明確にしたものであります。 
 また５条を追加したことに伴い、条ずれが生じておりますので併せてその整備を行うもので

あります。 
 この条例の施行は平成２５年４月１日からとなります。 
 また、例規集は第１巻４０３０ページからとなります。 
 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９号と第１０号の補足説明を求めます。 
 税務課長、笠井千尋さん。 

〇税務課長（笠井千尋君） 
 議案第９号の富士川町税条例の一部を改正する条例の補足説明をさせていただきます。 
 まず、概要からご説明をいたします。 
 地方税法および国有資産等所在市町村交付金の一部を改正する法律の施行により、一法人の

特例措置について国が一律に定めていた内容を地方自治体が自主的に判断し、条例で決定でき

る仕組みが導入されました。具体的には、下水道除外施設と雨水貯留浸透施設の固定資産税の

課税標準の特例措置について、地方自治体が課税標準の軽減の程度を一定の範囲内において条

例で決定できることによる条例改正でございます。 
 現在、富士川町にはこの２つの施設を所有している対象資産はございませんが、受け皿とし

て条例化しておくものです。 
 対象施設の１つに下水道除外施設といいまして、下水による障害を除去するために必要な施

設を設置してある償却資産に対しましては参酌して、課税標準を４分の３とするものです。 
 例えば沈殿、または浮上装置や油と水の分離装置などが対象となる償却資産の１つです。も

う１つには雨水貯留浸透施設といいまして、雨水を一時的に溜めたり、地下に浸透させたりし

て、河川への雨水流出を抑制する施設を設置してある償却資産に対しては、参酌して課税標準

を３分の２とするものです。例えば、地下貯留槽や雨水利用施設などがあります。 
 議案の次のページになりますが、お手元の資料の中で上から７行目、そこに第１０条の２、

法附則第１５条の第２項第６号がございます。これが下水道除外施設です。 
 次の段の２の法附則第１５条第１０項が雨水貯留浸透施設になります。これはいずれも

２５年４月１日から施行するものです。この参酌の関係は、県と県内の市町村を参考にして参

酌割合を決めたものでございます。 
 これで議案第９号の説明を終わります。 
 引き続き、議案第１０号の補足説明をさせていただきます。 
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 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るために、国税通則法の改正によって平成

２５年１月１日から国税に関する法律に基づく申請により求められた許認可等を拒否する処分、

または不利益処分について課税庁は行政手続法の規定に基づき、事由を示すこととされました。 
 山梨県においても同様な改正が行われ、平成２５年１月１日から施行されているところです。

こうしたことから町においても国、県と同様の対応を行うため条例改正をするものです。 
 富士川町行政手続き条例の中には、８条および１４条に申請者に対して理由を示さなければ

ならないと記されています。しかし現在、税条例の中には富士川町行政手続き条例の適用は除

外されています。しかし、税務行政の透明性を高める考えからすべての行政手続き条例を適用

除外とするのではなくて、税関係の申請に対する処分、許可、認可等、また不利益処分許可の

取り消し等に対して、町が処分を行う場合は申請者に対して処分の理由を示さなければならな

いという考えに改正をするものです。 
 お手元の資料、議案の次のページ、この資料の中では上から４行目、こちらのほうに第４条

第１項中とあるのは、税条例の中にある行政手続き条例の適用を除外とする条文です。しかし、

今回の改正では８条の理由の提示と１４条の不利益処分の理由の提示は、この適用除外から除

き、よって理由は提示しなければならないという改正です。国と県はすでに条例改正を行って

おります。 
 この条例は２５年４月１日からの施行となります。 
 例規集では第１巻の３２０２ページになります。 
 これで、議案第１０号の補足説明を終わります。 
 以上２つの議案につきまして、ご審議のほど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１１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１１号の補足説明をさせていただきます。 
 富士川町の手数料条例の一部を改正する条例でございます。 
 住基カードの普及促進を進めていくために、平成２６年３月３１日まで手数料の徴収を行わ

ないものとさせていただきます。 
 附則につきましては、この条例は公布の日から施行するということで、よろしくお願いいた

します。 
 例規集につきましては１巻の３７５９ページにございます。よろしくお願いいたします。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 次に、議案第１３号の補足説明を求めます。 
 財政課長、田辺明弘君。 

〇財政課長（田辺明弘君） 
 それでは議案第１３号 富士川町地域福祉基金条例の一部を改正する条例について、補足説

明をさせていただきます。 
 これにつきましては、富士川町地域コミュニティ施設整備費貸付基金条例の提出に伴い、富

士川町地域福祉基金の一部を積み替えるため、本条例を提出するものであります。 
 なお、条例は第１巻の４１５７ページをご参照お願いいたします。 
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 以上です。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 次に、議案第１４号から１６号まで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１４号 富士川町地域健康福祉センター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。 
 本条例は社会福祉協議会が使用している地域健康福祉センターの設置管理にかかる条例で、

この中で福祉センターが行う事業として障害者自立支援法に基づき、町が行う事業を規定して

おりますが、先般、地域社会における共生の実現に向けて新たな障害、保健、福祉施策を講じ

るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる障害者総合支援法が施行されることに伴いま

して、条文において引用する法律の名称等を改正するものでございます。 
 福祉センターの行う事業について、第４条第１号で障害者自立支援法第７７条および第

７８条の規定による地域生活支援事業を規定しておりますが、先般の障害者総合支援法の公布

によりまして障害者自立支援法が一部改正されたことに伴い、引用する法律名をこの新法に改

正し、また同号中の法第７７条および７８条、これは第７７条で市町村が行う地域生活支援事

業を規定し、第７８条は都道府県が行う地域生活支援事業を規定しているため、この７８条に

ついては町の事業ではございませんので、および第７８条の部分を削除するものでございます。 
 附則として、この条例は平成２５年４月１日から施行するものであります。 
 例規集は第２巻の６２３ページになります。 
 続きまして議案第１５号 富士川町敬老祝金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。 
 本条例の改正趣旨につきましては冒頭、町長の所信において申し上げたとおりでございます。 
 まず第２条中の改正でありますが、第１号で敬老祝金の対象者について現行満８０歳以上と

規定しておりましたが、これを満８８歳および１０１歳以上に改正し、また法令文の表記ルー

ルにより１つの文体中に何々のものであって、何々のものとするという表記をする場合は後者

のものは必ず平仮名で表記することとされているため、表記ルールに従い漢字表記のものとす

ると仮名表記のものとするに改正するものであります。 
 次に第３条第１項各号の改正ですが、祝金の額について現行第１号で満８０歳以上、満８９歳

以下のものは年額２千円、第２号で満９０歳以上、満９９歳以下のものは年額３千円、第３号

で満１００歳以上の者、年額１万円と規定していましたが、これを第１号で満８８歳の者５千

円、第２号で満１０１歳以上の者、年額１万円に改正するものであります。 
 なお、満１００歳の方につきましては、これまで敬老祝金と特別敬老祝金の両方の贈呈を行っ

ておりましたが、祝金が重複するため敬老祝金の対象年齢を１０１歳からに改正するものです。 
 次に第３条第２項中の改正ですが、満１００歳に達した方に贈呈する特別敬老祝金の額につ

いて現行２０万円と規定しておりますが、これを１０万円に改正するものでございます。 
 附則として、この条例は平成２５年４月１日から施行するものであります。 
 例規集は第２巻の１６１６ページになります。 
 続きまして議案第１６号 富士川町介護保険条例の一部を改正する条例につきまして、補足

説明を申し上げます。 
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 本条例の改正につきましては、第１次地域主権改革一括法の制定に伴い介護保険法等につい

ての改正が行われ、これまで同法等で定められていました介護事業者の指定に関する一部の基

準および厚生労働省令で定められていた介護サービスにかかる基準について、地方自治体の条

例で定めることとされたことに伴い、本条例において地域密着型介護老人福祉施設、いわゆる

小規模特養の入所定員の基準および、地域密着型介護サービス事業にかかる申請者の資格要件

を新たに規定するため、所要の改正を行うものでございますが、今回、新たに基準を定める地

域密着型介護老人福祉施設につきましては、本町に該当する施設はございません。 
 まず目次の改正でありますが、第３章として指定地域密着型サービス事業者および指定地域

密着型介護予防サービス事業者規定、第１３条が加わるため現行の第３章、罰則、第１３条か

ら第１７条を第４章、罰則、第１４条から第１８条とし第１３条から第１７条までを１条ずつ

繰り下げるものであります。 
 次に本文の改正ですが、見出し改正のとおり第３章を第４章とし、第２章の次に第３章、指

定地域密着型サービス事業者および指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定にかかる条

文を加えるもので、当該事業者の指定に関する基準として第１３条第１項において介護保険法

第７８条の２第１項の条例で定める数、これは厚生労働省令を参酌すべき基準である地域密着

型介護老人福祉施設にかかる入所定員の規定で、現行の国の基準であります２９人以下につい

て参酌すべき基準として、市町村の実情に応じて条例で規定すべきものとされていますが、本

町においては変更すべき特段の地域の実情がないことから、条例で定める定員数においては国

の基準と同様の２９人以下とするものです。 
 次に第２項では介護保険法第７８条の２第４項第１号および第１１５条の１２第２項第１号

で規定する地域密着型サービス事業および地域密着型介護予防サービス事業の申請者の資格に

ついての規定です。省令で定める基準は法人であることと規定されています。この基準は省令

に従うべき基準とされていますので、申請者の資格を法人とする条文を新たに加える改正であ

ります。 
 附則として、この条例は平成２５年４月１日から施行するものでございます。 
 例規集は第２巻の１５５１ページからになります。 
 以上で議案第１４号、第１５号、第１６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１７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） 
 議案第１７号 富士川町増穂ふるさと自然塾条例の一部を改正する条例について、補足説明

をさせていただきます。 
 増穂ふるさと自然塾の野営場、キャンプサイトでございますが、ここにつきましてはオープ

ン以来、昼間の時間帯のバーベキュー等の利用者に対しまして運用で使用料を徴収しておりま

したが、今般、条例に規定して徴収することとしたものです。 
 具体的には、昼間の時間帯に利用される１０人までの１グループにつき１千円を徴収し、１人

増すごとに１００円を徴収することとしたもので、別表第２中、野営施設の項に昼間利用分を

追加するものであります。 
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 なお、施行は附則で平成２５年４月１日からとしております。 
 例規集第２巻の２３０９ページでございます。 
 以上、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１８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１８号 富士川町都市公園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次一括法による都市公園法の一部改正により、これまで国が一律に定めていた都市公園

の設置基準を条例で定めることとしたことに伴い、富士川町都市公園条例の一部を次のように

改正するものであります。 
 第２５条を２９条とし、５条から第２４条までを４条ずつ繰り下げ、第４条の次に次の４条

を加えることとしております。 
 第５条では、都市公園の設置基準について規定しております。 
 第６条では都市公園の敷地面積の基準を規定しており、第１項では町の区域内の都市公園の

住民１人当たりの敷地面積の標準を１６．１平方メートル以上とし、第２項では市街地の都市

公園の敷地面積の標準を１ヘクタールと定めております。この市街地につきましては、用途地

域内ということでございます。これは旧増穂町において、平成１４年３月に策定の緑の基本計

画における目標値を標準値として採用しております。 
 第７条では、都市公園の配置および規模の基準について規定しております。 
 第１号では街区公園について、第２号では近隣公園について、第３号では地区公園について、

第４号では総合公園、運動公園、広域公園について、また第２項では緩衝緑地等についてそれ

ぞれ規定しております。配置および規模の基準につきましては、すべて国の現行基準としてお

ります。 
 次に第８条では、第１項で都市公園内に設けられる建築物の敷地面積割合の基準について規

定しており、また第２項では第１号から第４号でそれぞれの施設についての建築面積の特例を

規定しております。 
 附則としまして施行期日を平成２５年４月１日とし、第２項では都市公園条例の一部改正に

より条ずれが生じるため、富士川町公園条例の一部を改正するものであります。 
 例規集第２巻の１６３１ページからでございます。 
 以上で補足説明を終わります。ご審議のほどを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１９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１９号 富士川町水道企業の設置等に関する条例及び富士川町簡易水道事業の設置等

に関する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。 
 本町地区を上水道に統合するにあたり、上水道の給水区域の変更認可申請が必要になり、こ

れに伴い条例改正をするものであります。 

 ２５



 第１条は富士川町水道事業の設置等に関する条例の一部改正であります。上水道の給水区域

に鰍沢北区、鰍沢中区の全域と鰍沢南区、市川三郷町の一部を含める改正とそれに伴い給水人

口を１万２，７３０人から１万５，０２０人に、また１日最大給水量を６，９００立方メート

ルから７，０９０立方メートルに改正するものであります。 
 第２条は、富士川町簡易水道事業の設置等に関する条例の一部改正であります。 
 上水道の給水区域の拡大に伴い、その部分、本町地区になりますがその地区名、給水人口、

給水量を別表より削除する改正であります。 
 附則としまして、この条例は規則で定める日から施行するとしています。 
 例規集は第２巻、１条関係が３４０１ページ、２条関係が３６０２ページになります。 
 以上でございます。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。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第２４ 議案第２０号 富士川町町営バス基金条例を廃止する条例について 
   日程第２５ 議案第２１号 富士川町ふれあい基金条例を廃止する条例について 
   日程第２６ 議案第２２号 富士川町人づくり基金条例を廃止する条例について 
   日程第２７ 議案第２３号 富士川町環境整備基金条例を廃止する条例について 
   日程第２８ 議案第２４号 富士川町営住宅整備基金条例を廃止する条例について 

 以上の５議案は条例廃止案でありますので、一括して議題とします。 
 町長から、本案について提案理由の説明を求めます。 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
―――― ５議案の提案理由朗読説明 ―――― 

〇議長（芦澤益彦君） 
 次に、議案第２０号から２４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２０号 富士川町町営バス基金条例を廃止する条例について、議案第２１号 富

士川町ふれあい基金条例を廃止する条例について、議案第２２号 富士川町人づくり基金条例

を廃止する条例について、議案第２３号 富士川町環境整備基金条例を廃止する条例について、

議案第２４号 富士川町営住宅整備基金条例を廃止する条例について、補足説明をさせていた

だきます。 
 この５つの基金条例につきましては、基金原資の有効活用を図ることに伴い廃止とするもの

であります。 
 富士川町町営バス基金条例を廃止する条例 
 富士川町町営バス基金条例（平成２２年富士川町条例第７７号）は廃止する。 
 附則 
 この条例は平成２５年４月１日から施行する。 
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 富士川町ふれあい基金条例を廃止する条例 
 富士川町ふれあい基金条例（平成２２年富士川町条例第７８号）は廃止する。 
 附則 
 この条例は平成２５年４月１日から施行する。 
 富士川町人づくり基金条例を廃止する条例 
 富士川町人づくり基金条例（平成２２年富士川町条例第７９号）は廃止する。 
 附則 
 この条例は平成２５年４月１日から施行する。 
 富士川町環境整備基金条例を廃止する条例 
 富士川町環境整備基金条例（平成２２年富士川町条例第８５号）は廃止する。 
 附則 
 この条例は平成２５年４月１日から施行する。 
 富士川町営住宅整備基金条例を廃止する条例 
 富士川町営住宅整備基金条例（平成２２年富士川町条例第８９号）は廃止する。 
 附則 
 この条例は平成２５年４月１日から施行する。 
 なお、条例は例規集第１巻４１２７ページから４１３５ページおよび４１６５ページをご参

照ください。 
 以上でございます。 

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２９ 議案第２５号 平成２４年度富士川町一般会計補正予算（第７号） 
   日程第３０ 議案第２６号 平成２４年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 
   日程第３１ 議案第２７号 平成２４年度富士川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号） 
   日程第３２ 議案第２８号 平成２４年度富士川町介護保険特別会計補正予算（第３号） 
   日程第３３ 議案第２９号 平成２４年度富士川町介護サービス事業特別会計補正予算（第２号） 
   日程第３４ 議案第３０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３号） 
   日程第３５ 議案第３１号 平成２４年度富士川町下水道事業特別会計補正予算（第２号） 
   日程第３６ 議案第３２号 平成２４年度富士川町活性化事業特別会計補正予算（第２号） 
   日程第３７ 議案第３３号 平成２４年度富士川町水道事業会計補正予算（第３号） 

 以上の９議案は補正予算案でありますので、一括して議題とします。 
 町長から、本案について提案理由の説明を求めます。 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
―――― ９議案の提案理由朗読説明 ―――― 

〇議長（芦澤益彦君） 
 次に、議案第２５号から第３３号までの補足説明を求めます。 
 まず、議案第２５号の補足説明を求めます。 
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 財政課長、田辺明弘君。 
〇財政課長（田辺明弘君） 

 それでは議案第２５号 平成２４年度富士川町一般会計補正予算の補足説明をさせていただ

きます。 
 まず、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２６号と２７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２６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３号）を

説明させていただきます。 
 （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２７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３号）

をお願いします。 
 （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） 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ここで、暫時休憩します。 

休憩 午後 ４時０１分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午後 ４時１０分 
〇議長（芦澤益彦君） 

 休憩を解いて、再開します。 
 次に、議案第２８号と２９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２８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３号）。裏面をお開きください。 
 （以下、平成２４年度富士川町介護保険特別会計歳入歳出予算補正事項別明細書朗読説明） 
 続きまして、議案第２９号の補足説明をさせていただきます。平成２４年度富士川町介護サー

ビス事業特別会計補正予算（第２号）。裏面をお開きください。 
 （以下、平成２４年度富士川町介護サービス事業特別会計歳入歳出予算補正事項別明細書朗

読説明） 
 以上で議案第２８号および２９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。 
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〇議長（芦澤益彦君） 
 次に議案第３０号、第３１号および第３３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３０号の富士川町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）の補足説明をさせていた

だきます。 
 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） 
 引き続きまして、議案第３１号の富士川町下水道事業特別会計補正予算（第２号）の補足説

明をさせていただきます。 
 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３３号の富士川町水道事業会計補正予算（第３号）の補足説明をさせて

いただきます。 
 裏面をお開きください。 
 （以下、平成２４年度富士川町水道事業会計歳入歳出予算補正事項別明細書朗読説明） 
 以上で、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３２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） 
 議案第３２号 平成２４年度富士川町活性化事業特別会計補正予算（第２号）について、補

足説明をさせていただきます。 
 表紙の裏面をお開きください。 
 （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３８ 議案第３４号 平成２４年度富士川町水道事業会計資本剰余金の処分についてを議

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

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

〇議長（芦澤益彦君） 
 次に、議案第３４号の補足説明を求めます。 
 上下水道課長、細野幸男君。 
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〇上下水道課長（細野幸男君） 
 議案第３４号 富士川町水道事業会計資本剰余金の処分についての補足説明をさせていただ

きます。 
 今まで、みなし償却を行っていた資産の減価償却を行わなかった部分に相当する部分の撤去

により損失が発生した場合、経理書類につきましては決算整理として資本剰余金から直接補て

んしていました。 
 平成２３年度の公営企業法の改正により資本制度の見直しが行われ、平成２４年４月以降、

資本剰余金の処分は議決、または条例によってしか行うことができなくなりましたので、改修

工事に伴い、負担金で取得したテレメーター設備と給配水管の撤去に伴い発生した損失１，

２０４万８，６９４円を資本剰余金で補てんを行いたく提案したものでございます。 
 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。 
 本日の会議時間は、議事の都合によってあらかじめ延長します。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第３９ 議案第３５号 平成２５年度富士川町一般会計予算 
   日程第４０ 議案第３６号 平成２５年度富士川町国民健康保険特別会計予算 
   日程第４１ 議案第３７号 平成２５年度富士川町後期高齢者医療特別会計予算 
   日程第４２ 議案第３８号 平成２５年度富士川町介護保険特別会計予算 
   日程第４３ 議案第３９号 平成２５年度富士川町介護サービス事業特別会計予算 
   日程第４４ 議案第４０号 平成２５年度富士川町奨学金特別会計予算 
   日程第４５ 議案第４１号 平成２５年度富士川町簡易水道事業特別会計予算 
   日程第４６ 議案第４２号 平成２５年度富士川町下水道事業特別会計予算 
   日程第４７ 議案第４３号 平成２５年度富士川町営農飲雑用水事業特別会計予算 
   日程第４８ 議案第４４号 平成２５年度富士川町箱原農業集落排水事業特別会計予算 
   日程第４９ 議案第４５号 平成２５年度富士川町鹿島財産区特別会計予算 
   日程第５０ 議案第４６号 平成２５年度富士川町カラマツオ外三十山恩賜林保護財産区特別会

計予算 
   日程第５１ 議案第４７号 平成２５年度富士川町活性化事業特別会計予算 
   日程第５２ 議案第４８号 平成２５年度峡南地区ことばの教室共同設置特別会計予算 
   日程第５３ 議案第４９号 平成２５年度峡南地区充指導主事共同設置特別会計予算 
   日程第５４ 議案第５０号 平成２５年度富士川町水道事業会計予算 

 以上の１６議案は平成２５年度の予算案でありますので、一括して議題とします。 
 町長から、本案について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） 
 それでは、平成２５年度一般会計および各特別会計予算案の提出にあたりまして、その概要

をご説明申し上げます。 
 会議の冒頭に２５年度の予算編成の基本的な考え方については申し上げましたので、一般会
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計のうち歳入についてから申し上げます。 
 町の主要財源である町税につきましては、全体で１４億２，５９８万３千円と前年度比２．

９％増を見込んでおります。このうち基幹税目であります個人町民税、法人町民税につきまし

ては引き続き厳しい雇用情勢でありますが、景気が回復傾向にあることを勘案いたしまして前

年度比３．８％増の６億４，９８９万４千円を見込んでおります。 
 地方交付税につきましては５年間の合併算定替えが適用されておりますので、合併前の旧両

町の額が保証されておりますことから、前年度と同額の２２億円を計上いたしたところであり

ます。 
 各種の交付金や剰余金は減少が見込まれるため、これらを補てんするため基金から繰り入れ

１４億円と町債８億１０万円を計上いたしました。本年度も国からの地方交付税の振替財源と

して後年度において全額交付税措置される臨時財政対策債を３億円を見込んでおります。 
 次に歳入について、申し上げます。 
 第１款は議会費でありますが、年間の議会運営にかかる諸経費を計上したところであります。 
 第２款総務費では、通学路の路肩カラー化工事費とコンビニ交付、広域交付システム負担金、

また農業委員会や参議院の議員選挙がありますので、その経費。そして新たに地域創造交付金

制度を創設し、活力あるコミュニティ組織の形成を図るために所要の額を計上させていただい

ております。 
 第３款は民生費でありますが、町の福祉サービスの充実にかかる諸経費を計上させていただ

いております。 
 第４款は衛生費でありますが、地域医療、救急医療体制の確保を図るため、新病院設置協議

会の所要額を計上すると同時に昨年に引き続き感染症等の予防を図るため、定期予防接種化さ

れた子宮頸がんワクチン接種、ヒブワクチン予防接種、小児用肺炎球菌ワクチン接種をはじめ、

所要の経費を計上いたしました。 
 第５款は労働費であり、労働金庫への預託金を計上しております。 
 第６款は農林水産業費でありますけども、鳥獣害防止対策、あるいは中山間総合整備事業、

農地環境整備事業など農業基盤の整備に向けた経費を計上したところであります。 
 第７款は商工費でありますけども、甲州富士川まつり、ふじかわ夏まつりＲ５２の補助など

と同時に新たな観光周遊ルートの開発に向け、桜回廊植樹工事費などを計上したところであり

ます。 
 第８款土木費でありますが、道路の維持改修費と同時に継続事業であります平林伊奈ヶ湖線、

青柳長沢線、青柳１号線などの工事費を計上いたしました。また道の駅建設事業にかかる工事

費を計上し、早期完成を目指しているところであります。 
 第９款は消防費でありますけども大規模災害等の発生に備え、十谷地区へのヘリポート用地

等を計上したところであります。 
 第１０款教育費でありますが、鰍沢中学校の太陽光発電設備設計業務委託を行いたく、経費

を計上しております。また鰍沢小中学校プールの建設に向けて用地購入費と設計業務費、さら

に増穂小学校には電話設備機器の配線改修費、中学校費には理科教室の改修工事などを計上す

ると同時に国民文化祭の実行委員会への補助金などを計上しております。 
 １１款は災害復旧費でありますが、過年発災いたしました災害復旧に要する経費を計上して

おります。 
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 １２款は公債費でありますが、全年度比０．９％増の８億５，２３４万円を予定しておりま

して歳出全体に占める割合は１１．６％となっております。 
 １３款は諸支出金でありますが、水道事業会計の補助金と新設する地域コミュニティ施設の

整備貸付基金への所要額を計上しております。 
 次に特別会計１４件と公営企業会計であります水道事業会計について、申し上げます。 
 それぞれ所要額を計上しておりますが、国民健康保険特別会計では町民の健康づくりの充実

により医療費の削減に努めるほか、医療費の適正化や収納率向上対策の実施など財政運営の健

全化に努めていきたいと考えております。後期高齢者医療特別会計では、制度の普及や啓発と

同時に医療費抑制を図ってまいりたい。また介護保険特別会計では、第５期介護保険事業計画

に基づきまして、地域包括支援センターを中心に介護予防や相談支援施策を推進して、高齢者

が安心して暮らせることができるまちづくりに努めてまいりたいと考えております。介護サー

ビス事業特別会計では通所介護サービス事業、あるいは小規模多機能型居宅介護事業を中心に

介護サービスの提供に努めてまいります。奨学金特別会計は、明年度も新規貸付者を３名とし

て計上しております。 
 次に簡易水道事業特別会計では、効率的な維持管理と水質保全を行いまして安全な飲料水の

確保と安定的な供給に努めることとしております。下水道事業特別会計では、普及促進に努め

て公共用水域の水質保全や生活環境の向上を図ってまいります。また総合的な浸水対策として、

雨水対策事業も進めてまいります。営農飲雑用水事業特別会計では、中山間地域の水の安定供

給を確保して同時に施設の維持管理に努めてまいります。箱原農業集落排水事業特別会計では、

農業用水の水質保全と農村の環境改善を目的に、排水処理施設の適切な維持管理に努めてまい

ります。鹿島財産区特別会計では森林の保全と財産区の運営経費として、それぞれの額を計上

しております。カラマツオ外三十山恩賜林保護財産区特別会計でも運営経費に必要な額を計上

させていただいております。活性化事業特別会計であります。交流センター塩の華およびつく

たべかんの管理運営に要する経費を計上させていただいております。これはまた途中で、株式

会社へ移管ということも出てくると思いますので、そのときにはまた補正をさせていただきた

いと思います。 
 次に峡南地区ことばの教室共同設置特別会計と峡南地区充指導主事共同設置特別会計は、共

同設置の目的に沿いましてそれぞれの額を計上したところであります。 
 最後に水道事業の会計でありますが、安心で安全な飲用水の安定供給を確保するため、老朽

管の敷設替えや施設の維持管理に努めると同時に水質管理と有収率の向上に努めてまいりたい

と考えます。 
 以上、２５年度の予算の概要について申し上げました。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が終わりました。 
 お諮りします。 
 ただいま議題となっています議案第３５号 平成２５年度富士川町一般会計予算から議案第

５０号 平成２５年度富士川町水道事業会計予算までの１６議案については、委員会条例第

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

思います。 
 これにご異議ありませんか。 
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 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第３５号から議案第５０号までの平成２５年度富士川町各会計予算は予算

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

１項の規定によって、お手元に配布しました名簿のとおり指名したいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、予算特別委員会の委員は名簿のとおり決定しました。 
 ここで、暫時休憩します。 
 なお、予算特別委員会の委員は正副委員長の互選を行うので議員控え室にご参集ください。 

休憩 午後 ４時５０分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午後 ４時５２分 
〇議長（芦澤益彦君） 

 休憩を解いて、再開します。 
 休憩中に特別委員会を開き、正副委員長の互選を行いましたので議長から報告します。 
 予算特別委員会委員長に望月邦彦君、同副委員長に深澤勝雄君がそれぞれ互選されました。 
 なお、議案付託表、予算特別委員会・分科会日程表については議会終了後、配布しますので

ご了承を願います。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第５５ 認定第１号 富士川町道路線の認定についてを議題とします。 

 町長から本案について、提案理由の説明を求めます。 
 町長、志村学君。 

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

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

〇建設課長（川住資農夫君） 
 認定第１号の補足説明をさせていただきます。 
 今回、認定させていただく路線でありますが、開発区域内の道路で路線名は青柳３１号線、

延長は１２３メートルであります。 
 起点は青柳町１３３６番１地先。終点が青柳町１４５３番１地先であります。 
 場所につきましては、裏面の地図をご覧いただきたいと思います。 
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 青柳町の追分の北側、国道５２号から町道大椚青柳１号線までの間でございます。幅員につ

きましては２メートルから４メートルとなっております。 
 以上で、補足説明を終わらせていただきます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 以上で、町長の提案理由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５６ 議案第５１号 峡南北部二病院統合事務組合の設置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。 
 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５１号の補足説明をさせていただきます。 
 先ほど町長のほうから提案理由がありましたけども、この議案につきましては鰍沢病院と市

川三郷町立病院の経営統合を進めるにあたり、病院の開設に関する事務を共同処理するために

富士川町と市川三郷町が共同で法人格を有する一部組合を設置することについて、議会の議決

を得る必要があるということでございます。 
 議案の次のページをご覧ください。 
 この規約は第１条、組合の名称から第１２条、組合の経費の支弁の方法で構成されており、

附則において平成２５年４月１日から施行することとなっております。 
 この規約に規定されています、主な事項について説明させていただきます。 
 まず１条は、組合の名称を峡南北部二病院統合事務組合と規定しております。 
 次に３条ですが、組合が行う事務について組合が新たに設置する病院の開設に関する事務を

共同で処理すると規定しております。 
 次に第４条ですが、組合事務所の位置を市川三郷町市川大門１７９０番地３と規定しており

ます。これにつきましては、市川三郷町の役場ということになります。 
 次に第５条は組合議会の議員の数を１０人とし、構成団体ごとの定数を５と規定しておりま

す。 
 ２ページをお願いいたします。 
 次に９条でありますけども、会計管理者について市川三郷町会計管理者をもって当てると規

定しております。 
 最後になりますけども、第１２条で組合経費の支弁の方法について組合の管理および経費に

かかる経費割合を市川三郷町、富士川町それぞれ５０％と規定しております。 
 なお、法律の定めにはありませんけども、許可申請にあたって手続き上の不備が生じないよ

うに議会の議決が経る前に県知事と事前協議を行うこととなっており、１月３１日に行われた

第３回峡南北部二病院統合協議会において、この組合規約が承認されたことから２月１日付け
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で両町長名で山梨県知事宛に事前協議を行いました。 
 ２月１２日付けで異議がありませんとの通知をいただいておりますので、補足をさせていた

だきます。 
 以上で、補足説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 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５７ 議案第５２号 富士川町公共下水道管渠を市川三郷町住民の利用に供させることに

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

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

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

〇上下水道課長（細野幸男君） 
 議案第５２号の、富士川町公共下水道管渠を市川三郷町住民の利用に供させることについて

の補足説明をさせていただきます。 
 市川三郷町黒沢の山王、町尻地区と富士川町駅前１、２丁目地区は地形的な条件から釜無川

流域下水道事業の１つの計画処理区域に位置づけられています。 
 ３ページの図面を見ていただきたいと思います。 
 赤色と緑色で塗りつぶしてあるところが、釜無川流域下水道事業計画の第３７条の２の１処

理分区であります。赤色の部分が富士川町、緑色の部分が市川三郷町であります。この地区の

釜無川流域下水道への接続のマンホールは、鰍沢口駅入り口の三叉路のところにあります。市

川三郷町黒沢山王、町尻の汚水を流域下水道管に流入するには、富士川町の公共下水道を利用

しなければなりません。つきましては、地方自治法の規定により両町の管理者は他の団体の公

の施設の利用に関する協定を締結しなければなりません。このため協定案につきまして、議会

の議決を求めるものであります。 
 １ページの協定の内容についてですが、１条は目的、２条は利用させる管渠の位置、３条が

建設者と維持管理の規定、第４条が処理区域面積および計画水量、第５条が管渠の共同利用、

第６条に管渠等の建設費について、両町のアロケーションをうたっております。負担割合につ

いては、人口割合と流入量割で富士川町が７７％、市川三郷町が２３％の負担としています。 
 第７条が負担金の支払いについて、第８条は財産の帰属、第９条は資料の提出および現地立

ち入り調査ができること、第１０条がその他として疑義が生じたことは協議して定めることを

規定しています。 
 以上でございます。ご審議をよろしくお願いいたします。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 以上で、町長の提案理由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５８ 発議第１号 富士川町議会の議員の定数を定める条例の制定についてを議題としま

す。 
 提出者、秋山貢君から、本案について提案理由の説明を求めます。 
 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
―――― 議 案 の 提 案 理 由 朗 読 説 明 ―――― 

〇議長（芦澤益彦君） 
 これで、発議第１号の提案理由の説明が終わりました。 
 本日の日程は全部終了しました。 
 本日は、これにて散会とします。 
 ご苦労さまでした。 

 
散会 午後 ５時０５分 
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開会 午前 ９時００分 
〇議長（芦澤益彦君） 

 第１回富士川町議会定例会第２日の本会議に、議員各位には大変お忙しいところご出席をい

ただきまして誠にありがとうございます。 
 これから、平成２５年第１回富士川町議会定例会第２日の会議を開きます。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（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

手元へ配布したとおりです。 
 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まして誠にありがとうございます。 
 本日は、一般質問の日程になっております。 
 質問回数について、申し上げます。 
 会議規則第５５条の規定により３回までとなっていますが、今定例会においては質問の回数

を無制限にしたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、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。 
 今定例会においては、会議規則第５６条第１項の規定によって質問についての各議員の発言

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

す。 
 なお、本日は報道機関および当局から写真撮影の申し出がありました。これを許可しました

のでご了承願います。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第２ 一般質問。 

 質問の通告者は９名です。 
 これから、通告順に一般質問を行います。 
 それでは通告１番、１１番、深澤勝雄君の一般質問を行います。 
 １１番、深澤勝雄君。 

〇１１番議員（深澤勝雄君） 
 それでは通告によりまして、一般質問をします。 
 まず第１点といたしまして、富士川町中学生による模擬議会の開催について伺います。 
 政治は国家百年の大計に立てといわれております。近視眼的な目先のことに捉われ、大計を

忘れることなかれであります。 
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 これまで幾多の先人に学びながら現代に生きている私たちです。今、未来の子どもたちに思

いを馳せ、町の将来を語り夢を語り、共に知恵を出し合い、汗を流し幸せな町をつくっていか

なければなりません。 
 そこで将来展望に立った教育の一環として、中学生による子ども模擬議会を提案いたします。

未来を託す子どもたちの自然な表現、ユニークな発想は町政発展へ参考として生かされている

ことと考えます。また子どもたちが議場へ臨むことによって多くのことを経験し、思い出に残

る機会になり、教育的効果も大きいものと考えます。 
 ここで質問です。子ども議会に関する町当局の考えを伺います。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 深澤勝雄議員の、中学生による模擬議会の開催についてのご質問にお答えいたします。 
 町の将来を担う子どもたちが自分たちの夢や要望を町に提言することは、町への関心を高め

町を身近に感じ、まちづくりに積極的に参加しようとする意欲を高めるよい機会であると考え

ております。 
 このため昨年１２月から町長と小学生の語る会を開催しており、これまでに中部小学校、鰍

沢小学校、増穂小学校で実施をし、町長に対する私的なことや仕事についての質問、町の施策

などについての要望・提案が出され大変有意義な会となっております。 
 今後も児童生徒を問わず、いろんな機会を通じて意見や提言をいただく場を設けていただき

たいと考えておりますので、中学生の模擬議会の開催につきましては町議会と相談をする中で

実施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） 
 １１番、深澤勝雄君。 

〇１１番議員（深澤勝雄君） 
 ただいまの志村町長に、子どもに対する要望があったわけですが、これは広報ふじかわの３月

号で、ここに富士川トピックスということで、ここに町長の鰍沢小、町長と語る会の開催とい

うことで非常にこの記事を見まして、開催をしてくれたということで、本当にこのことに対し

ても賛辞を送りたいと思います。 
 ぜひ今回、提案いたしましたこの中学生の模擬議会によりましては、本当に大変だと思いま

すが議会の開催が来る日を期待いたしまして、次の質問へ移らせていただきます。 
 次に２つ目といたしまして、ＡＥＤ、自動体外式除細動器の普及・啓発について伺います。 
 ＡＥＤはご存じのとおり心疾患により突然に心臓が止まった傷病者に電気ショックを与え、

心臓の働きを戻すものです。平成１６年から一般の人で使用が可能となり、公共施設、民間施

設への設置が進んできました。本町においても公共施設への設置が進み、民間施設も含めＡＥ

Ｄを見る場面が増えてきました。しかし、いざというときに使えないということがないように、

日ごろの心の準備が必要と考えられます。 
 兵庫県の赤尾市では小学生を対象といたしました救急救命教室を開催し、命を守る教育授業

を実施しています。救急救命教室では消防署員の指導を受けながら、ダミー人形を使って心臓

マッサージを行ったり、ＡＥＤの電気パッドを正しい位置に装着することなどの操作方法を学
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び、命を守る心を育て技能を習得することが授業の目的です。 
 ここで地域防災力の観点からも命を守る教育授業を取り扱うべきと考えますが、教育長の考

えを伺います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 教育長、堀口広秋君。 
〇教育長（堀口広秋君） 

 ただいまの件につきまして、答弁させていただきます。 
 救急救命を学ぶことは、いざというときに大きな力を発揮することや命の大切さを学ぶよい

機会だと思っております。このことから、学校では教職員や保護者向けの救急救命講習会を開

催し、児童などと一緒に参加をしております。 
 ただし、児童のみの講習は体力や理解力などの点でＡＥＤなどの講習は難しいと考えており

ます。特に水難事故により周囲が濡れているときには、機器から高圧電流が発生することから

身を守ることが一番であると指導しているところでもあります。 
 なお、鰍沢中学校におきましては来年度から心肺蘇生法と合わせて、ＡＥＤについての仕組

みや使い方などの講習を予定しておりますので、増穂中学校におきましてもＡＥＤを使った救

急救命の講習が開催できますよう、指導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） 
 １１番、深澤勝雄君。 

〇１１番議員（深澤勝雄君） 
 それでは、２の質問に移ります。 
 本町においても公共施設である庁舎、町民体育館、学校、公民館などでは建物内にＡＥＤが

設置されております。しかし各施設の周辺において、心停止者が発生した場合でも閉館時には

使えません。このような事態がいつ起こるか分かりません。目の前にＡＥＤが設置されている

公共施設があっても使えない、救急車を待たなければならないことになります。このような事

態を解消するため、埼玉県三郷市では２４時間営業のコンビニと協定書を締結し、半径約

５００メートルにＡＥＤの１台の設置を基本に市内を包括できるようにコンビニ店舗を選定し、

店舗にはＡＥＤ三郷市指定設置施設とのステッカーが提示されています。 
 そこで本町においても、町民がいつでも利用できるよう２４時間使用可能なコンビニの協力

を得てＡＥＤを設置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） 

 総務課長、志村廣文君。 
〇総務課長（志村廣文君） 

 深澤議員の質問にお答えいたします。 
 ＡＥＤの設置につきましては、公共施設や民間施設等の場で予期せぬ心肺停止者が発生した

場合、初期の救命救急を行えるよう配備が進められているところであります。現在、町の公共

施設に設置してあるＡＥＤは役場本庁舎や分庁舎、学校、それから保育所、児童館など全部で

３０台が設置してあります。そのほか公民館や温泉施設など、町民が利用する集会施設の一部

にも設置されているところであります。配備状況から見ると、役場の宿日直がいる本庁舎など

夜間でも使用可能な施設もありますが、多くの施設は昼間の使用に限られ、運用面での問題が
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残るのも事実であります。このためコンビニと災害協定を結び、いつでも使用可能にしている

自治体もありますが、設置する場合、自治体がＡＥＤ設置費用を負担しており、ＡＥＤ一式当

たり３５万円程度の費用負担や継続した保守点検管理などが発生してきます。また町負担で設

置した場合は、すでに企業負担で設置している事業者との間で不公平感が生じ、公平性に欠け

ることが想定されます。そのほかにコンビニではアルバイトの職員が多いため、この人たちの

ＡＥＤの研修をするのにも問題があるということから、コンビニなど事業所への設置に向けて

は全国的な需要の動向を見極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） 
 １１番、深澤勝雄君。 

〇１１番議員（深澤勝雄君） 
 それでは、最後の質問に移ります。 
 ＡＥＤの貸し出しについてでありますが、私たちが思っている以上に心臓突然死による死亡

例は多く、年間４万人が心臓が原因で突然死をしているといわれています。運動中の事故だけ

でなく、ストレスや緊張、疲労でも起こります。一方でＡＥＤの使用により蘇生した事例も数

多く報告されています。大規模なイベントでは、主催者側の当然の配慮として準備しておりま

すが、小規模のイベント等では準備までできません。 
 そこでイベント等、町民の多く集まる催しでの心停止者に対しまして早期の救急手当が行わ

れるよう、ＡＥＤの無料貸し出しを行っている自治体もあります。そこで本町でもＡＥＤの貸

し出しを取り組むべきと考えますが、当局のお考えを伺います。 
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、深澤議員のご質問にお答えします。 
 ＡＥＤ設置施設が休みのときに事故が発生した場合、ＡＥＤを持ち出すことができず、せっ

かく設置してあっても使えない状況も懸念されるところであります。このため地域におけるイ

ベント等でみずからＡＥＤを使用することが困難である場合も想定されますので、現在ある役

場のＡＥＤを貸し出していきたいと考えております。また各区においては、平成２５年度から

の創設を予定している富士川町地域力創造交付金を活用したＡＥＤの整備も可能でありますの

で周知を図っ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） 
 １１番、深澤勝雄君。 

〇１１番議員（深澤勝雄君） 
 地域住民の安全・安心な生活環境の構築に向かっていただきたいと思います。 
 以上をもちまして、私の質問を終わります。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 以上で通告１番、１１番、深澤勝雄君の一般質問を終わります。 
 続いて通告２番、４番、齊藤正行君の一般質問を行います。 
 ４番、齊藤正行君。 

 ４３



〇４番議員（齊藤正行君） 
 それでは、通告に従いまして行います。よろしくお願いいたします。 
 町長の選挙のときの公約についてということでありますけども、町長当選、６年前初当選さ

れたときには、４年で８年分の仕事をするというようなことをおっしゃっておられました。ま

さにそのとおり努力されまして合併を成し遂げ、それからまた３年が経とうとしておりますけ

れども、これまで福祉や教育をはじめ、あらゆる分野の難題課題を解決され、効率的な行政運

営がなされていることに深く敬意を表するところであります。 
 その中で３年前の選挙のことでございますけども、町民の皆さまと約束されたことの中につ

いて、２つお伺いいたします。 
 まず１つ、富士川町の目指すべき未来のための重点施策として町民の一体感の醸成というこ

とがありました。富士川町としての風土はできつつあると私は感じているところであります。

それからもう１つ、さらなる合併の推進でありますが、平成の大合併により県内でも６４の市

町村が現在２７市町村に減少しております。財政状況が厳しい中、いまや合併という言葉はも

う過去の言葉のようになっております。そんなように感じているところであります。 
 そこで方向転換をし、合併を前提にこれまでやり直したこと、口には出さなかった施策があ

るだろうと思います。それに道筋をつけていただきたいと、こんなふうに考えております。例

えば本庁舎の建て替え、町民会館、図書館、こういったものはやはり合併を視野に置いてとい

うようなことの中で、今までは触れてこなかった部分であろうかとこんなふうに考えています。

ぜひ、この１年の間にその道筋だけでもつけていただければと私は思いますけども、今ちょう

ど、その機会ではないかなとそんなことを思いまして質問させていただきました。町長のお考

え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） 

 齊藤正行議員の、やり残した施策についてのご質問にお答えをいたします。 
 私の公約に、富士川町が目指すべき未来のための重点施策として２つ掲げさせていただきま

した。 
 １つ目は、町民の一体感の醸成であります。これは旧増穂でも旧鰍沢でもなく、富士川町と

しての風土をつくり、町民の一体感の醸成を図ることであります。一体感の醸成につきまして

は町民の皆さまのご理解とご協力をいただき、おおむね達成できているものと考えております。 
 ２つ目は、さらなる合併の推進ということであります。これは峡南北部の地域医療の確保や

教育環境の整備、中部横断自動車やリニアを活用した地域振興策などの広域的課題を解決する

ため、合併を視野に近隣自治体と連携し、取り組みを進めることとしたところであります。 
 現在、峡南北部二病院の統合や中部横断自動車道、またリニアを活用した地域課題について

積極的に取り組んでいるところであります。私は近隣自治体とのさらなる合併を視野に入れて

おりましたので、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している小学

校、保育所を優先し実施してきたところであります。しかし市町村合併につきましては、国の

合併特例法の廃止や県の合併支援策もなくなりまして、財政的なメリットもないことから全国

的にも合併の機運はトーンダウンしてきていることも事実であります。 
 こういう状況でありますのでさらなる合併につきましては当面棚上げをし、今後は一般住民
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の利用する庁舎および町民会館等の公共施設の整備を進めてまいりたいと考えております。 
 なお、第１次富士川町総合計画の主要施策の行財政改革の推進の中で庁舎等の整備や公共施

設耐震化の推進を掲げてあります。こうしたことから現在、公共施設再配置計画基本方針の策

定を進めているところでありますので、今後はその方針に基づき順次、整備を進めてまいりた

いと考えております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ４番、齊藤正行君。 

〇４番議員（齊藤正行君） 
 ありがとうございました。当面棚上げということの中で進んでいただければと思います。 
 次に移ります。 
 暮らしと自然が輝く交流の町を目指してということで、主要施策として６つのことが掲げて

あります。多くのことは達成されていると思っております。その中で町長自身どのように考え

ているのか、本人のお考え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） 

 暮らしと自然が輝く交流の町を目指しまして、みんなで考え一緒に築くまちづくりほか６つ

の推進施策を掲げ、現在取り組んでいるところであります。厳しい財政状況のもとではありま

すが、主要施策のほか地域振興策など新たな施策を含めますとおおむね達成度は８割程度では

ないかなと、こんなふうに考えているところであります。 
 今後、地域医療の確保の問題、防災体制の強化、増穂インターチェンジ周辺の東部開発など

課題を解決していかなければなりませんが、施策の実現に向け、全力を尽くしてまいりたいと

考えております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ４番、齊藤正行君。 

〇４番議員（齊藤正行君） 
 今、８割ぐらいということでございました。その中で１つだけ気になっていることがありま

す。５番目の力強い産業と魅力に溢れたまちづくりという言葉の中に、商店街を活用したイベ

ントの開催など商店の活性化を図る、空き店舗を活用したにぎわいのまちづくりを推進します

ということがあります。これは私たちの先輩議員であります、残念なことに亡くなってしまい

ましたけども、２０年の６月に小池等議員がこういう質問をされたんですね。その中には農産

物の直売所ということの中で質問されたんですけども、そのときに町長がそういう話をされて

いたということでございまして、それが公約の中に入ったものではないかと思っております。 
 そういう中で農産物の特産品の直売や地産地消、観光、販路の拡大で雇用拡大、農業経営の

安定というようなことを考える中で、力を入れていっていただければと思っております。中部

横断道の開通を控えて、また大型商店も建設が始まろうというときでございます。やはりすぐ

にはできないと思いますので、その構想があるであればやはりこのへんで動いていただかない

と、また間に合わないではないかなとこんなように思っていますけども、当時からの、２０年
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の６月からのお話でございますけども、このへんについてのお考えがあるのか伺いたいと思い

ます。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 公約の１つについてのご質問にお答えいたします。 
 私の公約であります６つの推進政策の１つの中に、力強い産業と魅力溢れたまちづくりの項

におきまして、空き店舗等を活用したにぎわいのまちづくりの推進を掲げてあります。近年ラ

イフスタイルの変化や近隣市町村への大型商業施設の進出などによりまして、地元小売店が衰

退し、町内での購買力が年々減少する傾向にあります。 
 こうした中、かねてより本町では青柳町東部地域に大型商業施設の誘致を進めてきたところ

でありますが、フォレストおよびくろがねやを中心とする大型商業施設の進出が決定をし、現

在、開発に向けた手続きが進められているところであります。 
 しかし、大型商業施設のオープン後には他地域への購買力の流出に一定の歯止めがかかるも

のの、オギノ増穂店が移転することに伴い国道５２号沿いの商店街の空洞化に拍車がかかるこ

とも懸念をされるところであります。青柳町東部地域にはインターチェンジや道の駅、大型商

業施設が出店することにより、にぎわいの空間が出ますが、私はかねてから国道５２号沿いの

商店街に人を呼び込むため、オギノの空き店舗を活用して日本海や太平洋で獲れた海産物、地

元の農産物、特産品を取り揃えた生鮮食料市場、増穂市場を考えていたところであります。 
 こうした中、民間企業からオギノ増穂店の移転後の空き店舗を核として周辺の既存の店舗や

活性館などの町の施設を一体的に利活用した、にぎわいのまちづくり計画の相談があったとこ

ろであります。こうした計画は私の公約にも合致しておりますので、これまで民間企業ととも

に運営組織、参加出店者および事業概要に関する協議を進めてきたところであります。 
 今後は事業の経営母体となるまちづくり会社を設立するとともに、出店していただく地元企

業や商店による協同組合を立ち上げ、運営していくことを考えております。 
 なお、経営母体となるまちづくり会社には町も出資してまいりますが、出資割合やこの計画

に賛同してくれる出資者と詳細な検討を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） 
 ４番、齊藤正行君。 

〇４番議員（齊藤正行君） 
 協同組合を設置というようなことの中で進めていきたいということであります。いろんな問

題が出てくると思います。町民の皆さんの意見を聞きながら、また地元の人たちの意見も聞い

て進めていただければと思います。 
 では、次に移ります。消防団の適正な施設配備体制について２点伺います。 
 現在、富士川町消防団は９つの分団で構成されています。再編についてはこのあと行います

が、先にしてしまいますと当然、ポンプ自動車は削減というようなことになろうかと思います

し、なかなか難しい面もありますので切り離して先にポンプのほうの話をさせていただきます。 
 今年の出初め式で観閲がありました。そのときに並んでいたポンプは９台であります。それ

から放水したポンプは６台でありました。所有しているポンプ、消防自動車ですけども、ポン
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プ自動車が８台、可搬式ポンプ掲載車が６台の計１４台であります。耐用年数がくれば買い替

え等を考えなくてはならないと思いますし、またこの富士川町の地形からして大型ポンプ車が

入れるところと入れないところというのは、まだまだ今あるとは思います。 
 そういうことから考えていくと、山間地などの狭いところも含めれば大型ポンプ車よりか小

型の可搬式ポンプ掲載車のほうが機動力を発揮できる、効果的ではないかとこんなふうに思い

ます。適正な配備を検討する必要があると考えておりますけども、そのへんのお考えがあるの

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） 

 消防自動車の適正な配備についてのご質問にお答えします。 
 現在の配備状況は市街地などの地域を中心に大型のポンプ自動車を、また中部五開地域には

山間地で道路の狭いところも多いことから移動可能な可搬式ポンプ車を配備しているところで

あります。昨年、町内の住宅密集地におきまして住宅火災が連続発生いたしましたが、火災現

場は道路が狭く、消火活動も困難な状況でありました。このような経験から狭い道路にも進入

できる可搬式ポンプ掲載車の活用は有効であると考えております。こうしたことから適正な車

両配備につきましては各地域における地形、地理的条件を考慮しながら車両配備計画を見直す

中で機動力を発揮できる小型の可搬式ポンプ車の導入を検討してまいりたいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ４番、齊藤正行君。 

〇４番議員（齊藤正行君） 
 やはり消防団員の意識の中において、小型ポンプ車だけではたぶん駄目だと思うんですね。

やはり１台はポンプ車というものが必要なのかなと思いますし、団員の方がやはりそちらをほ

しがるんではないかとこんなような感もするわけですけども、そういうことを含めた中で今の

１４台をどうするかということを総合的に考えていただければいいんではないかなと思います。 
 では、次に移ります。 
 分団の再編についてということでございますけども、先ほども話しましたけども、今９分団

体制ということになっていますが、各分団とも団員の確保は難しく、分団の適正運営が困難に

なっています。地域を守る消防団の適正運営は、町民が早急に望むところであると思います。

奇しくも２年前の今日は大震災が起きたということの中で、私たちもこの議場でその経験をし

たわけでありますけども、そういう中で機能別分団というようなことも提案させていただきま

した。しかし２３年６月の議会で提案させていただいた機能別分団も進めていただいていると

は聞いていますけども、なんらまだ今、公にはなっていないというような状況でございまして、

そういうことを考えている中においては、やはりこの地域も震度６以上の地震がいつ起きるか

分からないという地域になっているわけですから、もっとそのスピード感を持って進めていた

だきたいと、私はそんなふうに考えております。 
 団員の数については、やはり地域との話し合いをしなければならないということだと思いま

すけども、そのへんについてのお考えをお伺いいたします。 
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〇議長（芦澤益彦君） 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 消防の機能別分団等々の施設配備についてのご質問でございます。 
 富士川町の消防団の組織体制につきましては９分団、２１部で現在、構成しております。団

員の定数は２８０名でありますが、実団員は２５０名ということで３０名の欠員が生じている

のも現状であります。 
 全国的に消防団員の減少が続く中、本町でも昨年から団員の福利厚生面を充実させるため、

商工会と連携した消防団員サポート事業への取り組みや来年度から実施いたします機能別団員

制度導入に向け、現在、消防団とともに協議を進めております。しかしながら地域事情により

団員確保が一向に進まない地域もあることから、今後は各分団が連携し従来の消防団活動が維

持できるよう組織再編の対策も必要であると考えております。 
 こうしたことから消防団組織の見直しや分団の編成について今後、検討してまいりたいと考

えております。これは先ほどの１問目の質問とも絡んできますが、可搬式ポンプを導入するに

あたりまして、やはり各分団にしっかりした消防車も配備が必要ということ。それと地域が分

散している区もありますので、そういうところにはある程度の可搬式ポンプも配備をすること

が必要。いろんなものが絡んできますので、しっかりと今後の体制を見極めながら検討してま

いりたいと考えています。 
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） 

 まさにそのとおりだと思います。来年度の行政改革の中で防災課を今度、格上げするという

ことでございます。それもやはりそういう思いがあってのことだと思いますので、ぜひとも時

間をかけないでスピード感を持って進めていただきたいと。それをしていかないと消防団は住

民にとって最後の砦だと思うんですね。災害が起きたときは。その整備というのは、その時代

時代に合ったものに取り組んでいかないと、絶対手遅れになっては駄目なことだと思っていま

すので、もう一度、町長、決意をお願いいたします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 消防団の再編とか、新たな団の導入とかというのは先ほど議員さんからもご指摘をいただき

ましたように、長い間の懸案であります。先ほど答弁させていただきましたように、明年度か

ら機能別分団を導入していきたい。それと可搬式ポンプを入れていく、これは団員の少ない本

町消防団におきまして、消防団ＯＢも活用できるでしょうし、地域の自主防災の人たちにも鍵

を渡しておくことによって初期消火に大きな効力が出てくると思っています。そういったこと

も踏まえて、しっかりと分団の再編、あるいはまた消防の資機材の配備、このことをやってい

きたい、こんなふうに考えています。 
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） 
 まさにそのとおりだと思います。可搬式ポンプも各地域に整備されておりますけども、なか

なかその車と一緒にはなっていないんですね。置いてあるところへ行って、軽トラックがなけ

れば運び出すことはできないみたいな状況ですので、そういうことも含めて考えていただくこ

とが一番いいんではないかと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。 
 以上で終わります。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 以上で通告２番、４番、齊藤正行君の一般質問を終わります。 
 続いて通告３番、１４番議員、小林進君の一般質問を行います。 
 １４番、小林進君。 

〇１４番議員（小林進君） 
 通告に従いまして、２年ぶりに一般質問をさせていただきます。 
 まず本題に入る前に議長ならびに議員各位、当局の方にお願いをし、この３年間の検証をし

てみたいと思いますけども、よろしくお願いいたします。 
 ３年前に新しく富士川町の議員として当選をさせていただいて、そのときの最初の皆さんと

の約束は地域住民の代表として、町政壇上において皆さまの思いを代弁して議員としての職責

を果たしていただきたい。そのためには、地域の皆さま方のご協力を得る中で当選をさせてい

ただきたいということで当選をさせていただきまして、私なりに各議員さんと力を合わせなが

ら町の発展のために努力してきたことは言うまでもありませんけども、そこで前回、２年前に

町長さんにもお話をしましたとおりのことを若干、検証させていただきたいと思いますので、

ご理解をしていただきたいと思います。 
 私はこの１０期の間に町民に負託されたことはその場で役場に電話をし、職員さんにお願い

をし、やってまいりました。そのためには職員、ならびに皆さま方のご協力によって一つひと

つ解決されたことに対して心から敬意を表する次第でございます。そのときも、前回も言いま

したけども、それで話がつかない場合には町政檀上において一般質問をします。そこで町長さ

んの考えを聞き、各課長の考えを聞いて町民に訴えると、そういうやり方でしてきましたけど

も、なかなか一般質問をする機会がありません。ということは、町民の要望を私が橋渡しをし

てお願いをして一つひとつ解決してきたということから当局に対して感謝を申し上げ、また町

民に対してこのように努力したということを報告しているわけでございます。しかし、なかな

か思うようにいかない問題がありますので、その場合は今回のように質問をするということで

すが、ご理解をいただきたいと思います。 
 それから今、私たち旧鰍沢町から３名の議員が出ております。なかなかお互いに努力はして

いますけども、評価がなかなか上がってきません。ということはご案内のとおり合併当時４，

２００の代表として、合併でいろいろと話したつもりでございます。ご案内のとおり４，

２００のコンパクトな町でございますから、あそこが痒い、ここが痒い、ここが痛いというこ

とになれば、どんなことでも手を差し伸べてやれた、私もそう思っております。 
 しかし合併をして１万６千の町になり、そうそうあっちが課題、こっちが課題といってもい

けないので、ご案内のとおり地元のことは地元の区長さんを先頭にして頑張ってもらいたいと

いうようなことで、区のほうにも助成がなされ、それは僕はいいことだと思いますし、区長さ

んを先頭にして、区の中のことは区でやってくださいと。町でやるべきことは町がしますとい
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うことでお願いをしているんですけども、なかなか思うようにいかないのが現状でございます。 
 私のところも一昨年、数々の投書が来ました。ここに持ってきました。区長さんたちが区の

編成をするのに、なかなか思うようにいかない。総務課長さんにもお話をしました。企画の課

長さんとも話をしました。協議会の場においても話をしました。なかなか話が進まない・・・。 
 （「議長、議事進行の動議。」の声） 
 いや、発言をしているときに言うことではないではないですか。 
 （「通告に従ってやってください。」の声） 
 通告はこれからやるけども、前段で断っているではないですか。 
 そういうことから、今・・・。 
 （「議長、議事進行の動議。」の声） 
 議事進行、やっているではないですか。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 小林議員の言っていることは分かりますので。 

〇１４番議員（小林進君） 
 それを言わなければ、町民の代表としての意見ができないんです。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 本題へ入ってください。 

〇１４番議員（小林進君） 
 そういうことで、投書も来ました。あくまでも私は、もう少し時間がかかるのかなと。それ

はそうですよ。今まで、先ほど言ったようにかなりやってもらってもできないという、それか

ら会合にしてもなかなか町内ではできない、どうしても大きいところへ行きますよ。しかし、

それはそれなりにサービスセンターの中において、どんなことでも受けますよと、僕もそう言っ

ている。先日もある方が庁舎の上にのぼっていくにも足が悪くてのぼっていけない。そうでは

ない、入り口にブザーがあるんですよと。そのブザーを押せば職員が降りてきて、ちゃんと案

内をしてくれますよと言いました。次に行き会いましたら、小林さん言ったとおりブザーを押

しますと職員が手を引いて上まで行って、用を足して下まで送ってきてくれたんです、それが

行政なんですよ。僕はそれを言いたいんですよ。裏でどうだこうだ、３０分の僕、持ちがある

んですよ。言われることない。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 小林議員、通告してありますので本題へ入ってください。 
〇１４番議員（小林進君） 

 本題にこれから入ります。先に断っているではないですか。それができないなんて理由があ

るわけないではないですか。 
 そういうことで私は普段のことを言うと、また裏のほうで言いますからあんまり言いません

けど、本題に入ります。３０分の持ちがあるんでしょう、私は。 
 いろいろありますから本題に入ります。 
 若干ずれてしまいましたけども、合併から３年経過して志村町長の選挙の公約で最も重要で

ある町民との一体の醸成は町長のご努力により達成しつつあると思いますけども、今、私が言っ

たようになかなか、まだまだできない問題があると思います。 
 そこで今回は公共施設に対する考え方ということであれですけども、しかし公共施設におい
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ては旧増穂町、旧鰍沢町の両町に同一の施設があることから、現在でも同じ形態の施設が２つ

あることになります。今後、維持管理していく上に１つにするなど公共施設の整理統合も必要

ではないかと痛感しております。町長の公約の１つであります町民の一体感の醸成とともに公

共施設の見直し、そろそろ行っていく必要があるのではないかと感じているところであります。 
 そこで今回、鰍沢小中学校プールにおいて質問をしました。これは３月の定例会でするとい

うことでございますけども、当局において当初予算に盛られておりますので、なかなか質問し

づらい面がありますけども、ご理解をしていただきたいと思います。 
 鰍沢小中学校への学校プールの建設はＰＴＡや地域の人たちの念願であったが、なかなか建

設には至らなかった。しかし平成２５年度当初予算に用地の購入費や設計費が計上されている。

当初の予算に計上に至った経緯について、お伺いしたいと思います。 
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） 

 小林議員にお答えいたします。 
 鰍沢小中学校への学校プール建設につきましては、現在、使用している町民プールは昭和

３１年に建設ということで老朽化もしています。さらには水深２メートル以上のところがある

という深さもございまして、授業についても場所がちょっと遠いということもありまして、授

業日課の調整、いろんな問題で、安全面も含めまして学校周辺へのプールがほしいという建設

要望が学校関係者のかねてからの悲願でございました。これまでもプール建設につきましては、

町民からも要望があったところでございます。教育委員会といたしましても、かねてから学校

プールの建設用地を学校の隣接地域に探して交渉してきたところでございましたが、学校東側

の土地所有者からおおむねのご理解をいただいたところでございます。 
 こうした中、本年１月にも鰍沢小学校および中学校のＰＴＡから学校プール建設の要望書が

提出されるとともに、ＰＴＡによる署名活動も行われました。先般、署名簿の提出を受けたと

ころでございます。 
 平成２５年度の建設財源についても町側での見通しが立ったということから、今定例会に建

設費や用地購入に伴う経費を計上したところであります。 
 今後は用地の面積を確定したのちに用地取得を行い、２６年の夏の体育授業には間に合うよ

うに建設事業を進めてまいりたいと思っています。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 １４番、小林進君。 

〇１４番議員（小林進君） 
 ただいま、教育委員長さんから力強いお言葉をいただきましてありがとうございます。 
 小学校、中学校のＰＴＡの方々、ならびに利用される生徒に心強いご回答をいただきまして

ありがとうございます。あとは議員各位が予算の審議がされますので、どうか採択されますよ

うに心からお願いして、早い完成を待ち望みたいと思います。ありがとうございました。 
 次に入りますけれども、公共施設の耐震化についてでございますけども、先ほど町長さんの

話の中でさらなる合併は棚上げにするんだということになると今回、補正予算の中で中部小学

校の特別教室の耐震化の予算が計上されて、これで子どもが使う平林の保育所を除く小中学校
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の耐震化が終了したわけでございます。 
 そこで先ほど来、ダブりますけれども、齊藤議員が発言したように町民会館や庁舎、教育会

館の耐震化、これはご案内のとおり齊藤正行議員、齊藤欽也議員から何回となく質問をされて

延び延びになってきた問題が今回、合併が棚上げということで前進するのかなというような考

えがございます。これからの公共施設の耐震化をどのように考えているのか、もう一度、町長

のお考え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） 

 小林進議員の、公共施設の耐震化についてのご質問にお答えをいたします。 
 町民会館、本庁舎、分庁舎は昭和３０年代後半から昭和５０年代前半に建設されたものであ

ります。一部手直しをしたところではありますが、老朽化が進んでおりまして建て替えや耐震

化の必要性は認識をしているところであります。 
 富士川町では合併以来、旧町で整備された庁舎、スポーツ施設、文化施設、福祉施設や観光

施設などの公共施設をすべて継承する中で、多くの皆さまに現在ご利用をいただいているとこ

ろであります。施設の中には老朽化の著しいもの、また類似施設があり重複していることなど

が見られると同時に、安全性や効率性の観点からも早急な検討が求められているところであり

ます。 
 一方、人口の増加が期待できない中で税収の落ち込みや新たな町民ニーズへの対応をしてい

くためには旧増穂町、旧鰍沢町で整備した施設を未来永劫持ち続けるのは困難だと考えている

ところであります。このため既存施設の整理統合、廃止、譲渡、他用途への転用等を視野に入

れながら、時代に即した公共施設のあり方や方向性を総合的に検討してまいりたいと考えてお

ります。 
 なお、町民会館等の老朽化施設や用途が重複する施設につきましては、順次用途別の分類を

基本とした公共施設の再配置計画を策定し、事業を進めてまいりたいと思っております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 １４番、小林進君。 

〇１４番議員（小林進君） 
 ただいま町長さんのほうからそのようなお話、どうか町全体の中でバランスのいい配分がで

きますようにお願いをしまして、この問題は終わりたいと思います。 
 次に過去の質問でございますけれども、４項目を前回言いましたけども、ここに３項目書き

ました。長い旧町からの悲願でございますシビック計画について国、県、早期の事業化に向け

て働きかけていただいているところでございますけれども、なかなか思うようにいかないのが

現状だろうと思いますけども、町長さんをはじめ課長さん等が国、県のほうにお願いをしてい

ることは事実でございますけども、そのへんの進捗状況をお聞かせ願いたいと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 シビックコア計画の進捗状況についてのご質問にお答えいたします。 
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 国の出先機関を１つにまとめ、合同庁舎に建設をするシビックコア計画は本町や峡南圏域の

行政サービスの向上に大きく寄与するほか、鰍沢地区の中心市街地のにぎわいに溢れたまちづ

くりを推進する上で、最も期待している核施設であり拠点施設であると認識しております。 
 これまでも鰍沢町時代から国に再三の要望をしてまいりましたが、私も平成２３年１０月に

は知事と国土交通省に伺いまして、直接大臣また営繕部長に早期事業化をお願いしたところで

あります。また昨年１２月には民主党から自民党に政権が変わりましたので、改めて先月２２日

に関東地方整備局の営繕部長にお会いをして、町で整備している周辺事業の状況の説明と国の

考え方、事業の進捗の状況等についてお聞きをする中で早期事業化を強くお願いをしてきたと

ころであります。 
 国でも合同庁舎の整備につきましては、その必要性は認識しておりますが国の出先機関改革

等、まだまだ不透明な問題もありますので事業化にはもうちょっと時間が必要だというような

ことであります。しかし地域の発展と行政サービスの向上のためには必要な施設であり、そし

てまたこれからまちづくりをしていくためにも、これがはっきりしなければなかなか動けない

施設でありますので、今後も引き続き国、県と連携をとりながら国に対し早期事業化に向けた

働きかけを行っていきたいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 １４番、小林進君。 

〇１４番議員（小林進君） 
 ただいま町長さんからお話があったんですけども、民主党から今度は自民党に変わりまして、

単町のときには年に一度くらい、国、関東地建、そして労働省ですか、その当時の。陳情した

わけですけども、なかなか民主党に変わりまして一元化するんだということの中でできないで

すけども、今度は政権が変わりましたので、一度国会へもできたら陳情をしていただきたいと

思いますし、していこうではないかと思いますし、また知事さんにおいては重要施策の中にも

入れてありますけども、なかなかいかないというのが現状でございます。もう少しご努力願い

たいと思います。 
 次の富士橋の架け替えでございますけども、これもなかなか前に進まないということでござ

いますけども、どうも報道なんかを聞いていると、地元の意見を聞いているとどうもうまい話

になっているようなことも聞きますけれども、町長の口からこの場でどこまで話せるのかは別

ですけども、また風が吹いてきているのかなというような、老朽化の問題が特に叫ばれていま

すので、なんかうまい風が吹けばなという感想を持っていますが、現在の町長さんのお考えを

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） 

 富士橋の架け替えについてのご質問にお答えいたします。 
 富士橋は現行の耐震基準を満たしていないことに加え、河川管理上、支障があるとされる車

道が狭い、あるいは河川の断面が十分確保できない、いろんな問題があります。県の橋梁長寿

命化計画の中でも架け替えが必要な橋だと、こんな位置づけをされたところであります。 
 また架け替えにつきましては現在、県において河川管理者と協議をしながら架橋の位置とか
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構造などについて検討しているというところであります。検討を始めたということは脈がない

ということではないと考えております。 
 町でもこの富士橋の架け替えは、この地域の長年の懸案でありますので上流の浅原橋が明年

度中には供用開始ということでありますので、その後は富士橋かなということを念頭に入れな

がら、早期事業化に向け引き続き県に積極的に働きかけてまいりたいと思っております。その

状況に応じて、また議員の皆さんのお力を借りる場合もあると思いますけども、よろしくお願

いしたいと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 １４番、小林進君。 
〇１４番議員（小林進君） 

 これは県の工事でございますが、また地元の県議さんの力を十分発揮していただきながらご

努力していただきたいということをお願いします。 
 次に旧五開小学校の跡地の問題です。地元の検討協議会が設置されて活性につながるように

企業等の募集をしている状況でございますけども、この問題も当局の課長さんのほうからも、

担当者からも逐次報告を伺っているんですけども、なかなか見には来、また相談には来るけど

も、なかなか最後の決めまでできないというようなことで報告は聞いていますけども、過日も

地元の検討協議会の会長さんと行き会いまして、当局の担当からときどき電話をもらったり、

来てもらったりして聞いていますけども、思うようにできないんですよという話も聞いていま

すけども、そのへんの考えと、また過日、風呂の問題のほうも当然出てきますけれども、非常

に厳しい状況の中で利用している職員が、やっぱり私たちもできるだけの努力をする。また補

助金等がもらえるものならばもらって、なんかいい方法ができないかなというありがたいお言

葉があったということで話があったということで、それがすぐこの検討協議会のほうの会長さ

んの耳に入りまして、先日、風呂へ行きましたらそんなことで喜んでおりました。 
 やはり職員というのは、去年の一般質問のときに僕、言いましたけどもリーダーを育て、課

長さんを育て、新しい職員が芽生えることによっていいまちづくりをする、やはりそういう職

員が出てくることは望ましいと思います。 
 ちょっとずれますけども、過日リーダーが僕にこう言いました。小林議員さん、私の考えを

聞いてくれますかというから、どうぞ言ってくださいよといったら、私はこれこれこういう考

えを持っていますと、立派な考えでした。やはりリーダーにそういう相談をされる、またリー

ダーたちがそういう町のために努力をするという言葉が出てきているということは、昨年僕が

町長さんに言いましたように職員を育てましょうと、そういうことが芽生えてきたのかなと非

常にありがたく思っていますけども、これは余談ですけどもそういうことで職員がそういうふ

うなことを思ってくれていることが、地域の人にしてみれば町も職員も考えてくれているんだ

なという言葉になってくる。そのへんについて、今、担当課長のほうから現状を報告していた

だきたいと思います。 
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、小林議員のご質問にお答えいたします。 
 旧五開小学校の跡地につきましては、平成２３年度より町のホームページ等を活用しながら
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利活用企業、団体等の公募を行い、平成２３年度に３社、２４年度には２社、応募がありまし

た。具体的には、平成２３年度はコミュニティＦＭ局の設立を目的とした企業１社や体験、宿

泊、研修事業を中心にした青少年育成事業と高齢者向けスポーツ教室などを目指した企業、そ

れから団体の２社からの応募がありました。しかし応募事業者が会社を立ち上げて間もないと

いうことや実績がないため事業の実現性が低いとの理由で契約には至りませんでした。また平

成２４年度には、環境教育を目的とした団体および太陽光発電と６次産業を融合したビジネス

展開を目指した企業からの応募がありましたが、地域への貢献度が不透明な点や事業内容等で

も地元の同意が得られなかったため、契約不成立になっています。 
 旧五開小学校の利活用企業、団体等の募集はこれまでに７回の庁内検討委員会や４回の地元

説明会を開催し、有効活用が図れる事業者を選定してまいりましたが契約決定には至っており

ません。 
 また募集につきましては、応募があった事業者との交渉のため一時締め切っておりましたが、

現在は再開しております。 
 以上のような状況です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 １４番、小林進君。 

〇１４番議員（小林進君） 
 なかなか企業にしても、こういうときですから厳しいと思いますけども、ひとつまた努力を

して、あの地域の活性化になるような方策を考えていただきたいと思います。またこの問題は

来年のおそらく一般質問でやると思いますので、それまでにいい結果が出るようにご努力を願

いたいと思います。 
 最後になりますけども、中部横断道の問題、開通に見据えた中部地区の将来構想についてと

いうことで出しました。 
 地元にいる同僚議員にこの問題を発言していただきたいというお願いをしましたけども、先

輩のほうでどうぞやってくださいということですから、越権行為ではございますけども質問を

させていただきますことをご理解していただきたいと思います。 
 ここに書きましたけども、中部横断自動車道の整備が進められております。平成２９年度に

は清水まで開通すると聞いている。本町南部における中部地区は南の玄関口として位置付けら

れるが、六郷インターチェンジとの最短距離による鹿島落居交流ふれあいトンネルの整備が必

要であります。現在どのような状況なのか伺います。これはご案内のとおり鹿島橋から始まっ

て山の入り口まで県が代行してやってくれているところでございまして、３０数億円という金

があの橋から地域にかかった問題で、これは県の単独で、町がどうこうやっているものではあ

りませんから、県のほうへお願いしなければならない問題ですけども、現在どのように進めら

れているのか、現状を報告して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） 

 鹿島落居ふれあいトンネルの進捗状況についての質問にお答えをいたします。 
 鹿島落居線は本町の鹿島地区と市川三郷町落居地区をつなぐ路線でありまして、峡南地域の

産業振興および地域間交流の路線として、また２８年度に供用開始の予定になっております六
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郷インターから国道５２号へアクセスする重要な路線であると考えております。この路線は平

成１１年度より過疎地域自立促進特別措置法に基づきまして、県代行事業として着手をし鹿島

橋等が整備をされたところであります。その後、平成１７年度に行われました県の公共事業評

価委員会におきまして、Ｂ／Ｃ、費用対効果という点でこの鹿島落居ふれあいトンネルを含め

た事業が一時中断となっているところであります。 
 こうしたことから、町では毎年国、県の施策および予算に関する提案要望と個別事項として

鹿島落居線の整備について、ふれあいトンネルを含めて全線開通に向けて要望しているところ

であります。 
 これまで富士川町のみでありましたが、昨年から市川三郷町とも連携を図る中で一緒に要望

するということにしております。今後も県へ積極的に働きかけてまいりたいと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 １４番、小林進君。 
〇１４番議員（小林進君） 

 この問題は当然、市川さんとの期成同盟会があるわけでございますから、先ほど町長が言っ

たように一時県において中断というようなことでありましたけども、いよいよ開通がうまいよ

うになってきましたので、どうかそのへんも地元の県議を通しながら進歩できますようによろ

しくお願いをしたいと思います。 
 次に２番目ですけども、将来を見据える中で中部地区鹿島、箱原、鬼島地区の一体化にかさ

上げをしたらどうか、これは夢みたいな話を言っていると思いますけれども、そうではないん

ですね。従来、あの国道を２メートルばかり上げてという話が実はあったんです。おそらく各

議員さんも承知だと思いますけども、そこで塩の華の現在の状況を皆さん、眺めてもらいたい。

上がるという想定において、県においても国においても中山間事業であの塩の華を造った。か

さ上げをする、道路が上がるということですから現在の建物が上になっている。決して間違っ

たことを僕は言っているつもりはないので、将来構想もそういう将来構想の中においてなって

いると。そのへん、おそらくあの答弁で、言いませんけども、そういうことで将来に見据えて

鬼島地区、あの中部地区が仮に全線開通になってトンネルが開けば僕は一番よくなる土地だと、

そのときに僕が生きているかどうか知りませんけども、なるべく元気にいるつもりですけれど

も、そのように目を向ければ、僕はいい場所だなと。しかしそれには地元の協力がなければで

きない。そのへんについて、町長さんのお考えを若干聞かせてもらえば、この構想についてお

願いし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） 

 将来を見据えた中部地区の将来構想についてというご質問にお答えいたします。 
 中部地区だけではなくて、この富士川町でいいますとまわりは富士川、戸川、南アルプスの

境の坪川、大柳川にしてもすべて、一部天井川というような地域に囲まれております。増水の

ときには非常に心配になるわけでありますけども、将来構想という中でいけば私は水害のない

まちづくり、防災のまちづくりという観点からいくとそうやって低地のかさ上げというのは防

災上の観点から、大変必要ではないかなと考えております。そういう中で鬼島地区もかつて、

あのときは建設省だと思ったんですが、あそこをかさ上げして歩道を付けてやったらどうで
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しょうかと言われたんですが、地元の反対があってできないのが現状であります。しかし最近

になれば歩道を造ってほしいとか、小柳川のところはカーブがきついものですから、蹴裂神社

のところを大型の車両がホイルを擦って通ると。そのそばを自転車で子どもが学校へ通ってい

る。こんな状況でありますので、建設省とすればあのかさ上げは国道５２号の中では一番最後

のランクについていますよということでありましたけども、最近はなんとか手をつけたいと。

とりあえずは、蹴裂神社のところの歩道を整備していきたい。ただ、道路予算というのは一緒

にきますから、現在、中部横断自動車道の早期完成のほうで大半が向こうへまわってしまいま

すので、５２号のかさ上げという部分ではちょっと難しいかなと思っています。 
 ただ、先ほど申しましたように私の考えでも長沢地区、大椚地区、青柳地区、また鰍沢地区、

新田も含め本町地区も、そしてこの中部地区でも河川が低い地域がありますから、理想とすれ

ば水害のない土手を０メートルにして、それからしっかり土盛りがしてある土地になればいい

んではないかなと思っておりますけども、こうした大きな構想になりますと１００年、あるい

は１５０年先を見据えながら順次やっていくということになると思います。 
 なかなか、そういう長い計画でありますから難しいではないかなと思っておりますが、ご質

問が中部地区ということでありますので、鹿島、箱原、鬼島、この地域のもしかさ上げ、道路

ではなくて、道路はいずれやっていきたいと思っておりますが、今、住んでいるお住まいのと

ころの地盤も水害から守るんであればかさ上げをする。いろんなあれがありますので、そうし

た掘り土をしていく土についても長い間をかければ十分確保できますので、現在のお住まいの

方々のご理解が何をするにしても不可欠となってまいりますので、地域の意向を今後、確認を

してまいりたいと、こんなふうに考えております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 １４番、小林進君。 
〇１４番議員（小林進君） 

 この問題はあくまでも僕の空想でございますから、将来に向かってのことでございますから、

今日明日にどうこうということではありませんけども、ただ鬼島、箱原地区の方たちが議員さ

ん、そうは言ってもあと５年くらい経つと百姓ができない年代になるし、若い人はよそへ出て

しまっているしということがありますので、そのことは１つ、地域住民と話し合う中でそうい

うことを取り入れていただきたいと思います。 
 地元の人も町長、いろいろ耳を傾けてくれてありがとうございますということも言っていま

すので、どうかそういう話ができる範囲で結構ですからやっていただきたいことをお願いして、

時間がまだ余っていますけども、あんまり言うとまた怒られますので終わりにしますけども、

ひとつよろしくお願いします。 
 残された時間もあと１年でございますので、賞味期限が切れないうちに頑張りたいと思いま

すので、来年のまた３月にどういう話をするか知りませんけども、今後期待を願って終わりた

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３番、１４番、小林進君の一般質問を終わります。 
 ここで、暫時休憩にいたします。 
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休憩 午前１０時１５分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午前１０時２７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４番、３番、秋山貢君の一般質問を行います。 
 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 それでは、通告に従いまして質問させていただきます。 
 通告のほうが病院の協議会が通告後に行われるということだったので、項目のみ挙げておき

まして、あとで担当と打ち合わせさせていただきまして今日に臨んでおりますので、その点に

ついてはご承知おきお願いしたいと思います。 
 それではまず、１つしかないんですけども、二病院の経営統合についてということで、峡南

北部の二病院統合協議会がすでに３回開かれ、過日の２８日に４回目の協議が行われました。

長期的に安定性のある病院経営を目指しているが、その協議内容についてお伺いしていきます。 
 まず１点目、（１）として財務会計計画についてということで、第３回の協議会で２病院とも

返済資源がないため、民間金融機関からの資金調達は困難であるという分析結果が出されてお

りました。第４回の協議会の財政シミュレーション、パターン１では、パターンが６つある中

で、平成２６年度には短期借入金調達額として計上されております、この運転資金の約１１億

円は金融機関から借り入れができるのか、まずその点についてお伺いいたします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 秋山貢議員の、運転資金の借り入れについてのご質問にお答えします。 
 第４回峡南北部二病院統合協議会の財務計画におきまして、開院直後の３カ月に想定される

資金不足額を１０．９億円としたところでありますが、この不足額につきましては構成団体の

出資金および一時借入金で対応していくこととしております。 
 金融機関の借り入れにつきましては、自治体病院でありますので借り入れは可能だと考えて

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） 
 （２）の２番目ですけども、お聞きしたいのは財務計画についてですけども、その中で市川

三郷町立病院の長期借入金、企業債といわれているものですけども、平成２５年度末には２億

７千万円が見込まれております。また同じく老健施設も併設されておりますけれども、この施

設が７億２千万円の長期借入金がございます。合わせて約１０億円の残高が平成２５年度末に

は見込まれておりますけれども、財政シミュレーションのパターン１ではこの１０億円を富士

川町でも企業団に補てんしていくのか、その点についてお伺いいたします。 
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〇議長（芦澤益彦君） 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 パターン１は病院、あるいは老健も引き継いで病院、老健とも負債を一部事務組合が引き継

ぐというシミュレーションでありますが、市川三郷町の両施設の企業債の残高が約１０億円、

これはすべて企業団に引き継ぐパターンでありますので、市川三郷町におきましてはその企業

債にかかる交付税分、これは病院、すでに持っていますので、それを一般会計繰出金として負

担することを想定しております。 
 あと、このパターン１、１、２年は富士川町には交付税がきませんので富士川町からの負担

は考えておりません。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 そうすると、交付税でその分はみているから市川三郷町は１０億円の補てんをしていく格好

だけども、富士川町は交付税が特交と普通交付税はその時点ではまだ入ってこないので、富士

川町の負担はないよということでよろしいですね。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 企業債の残高１０億円は市川三郷町が負担するということではなくて、新たな企業団にすべ

て引き継ぐというパターンでありますので、そうすれば企業団が今度返していくと。その返す

原資にするか、運営に使うかは企業団の自由でありますけども、市川三郷町からの負担は交付

税措置がありますので、その額を企業団に負担していく。富士川町はまだ交付税が入ってきま

せんので、入ってこない間は負担はない。富士川町にも交付税が入ってくるようになれば、そ

の額は企業団に出していくと、こういう今後の見通しになっております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 いずれにしても１０億円という、その企業債についてはその企業団で返済していくというこ

となので、交付税の措置があるかないかにかかわらず、両町でそれは企業団として返済してい

くということなので、負担がないというわけではないという解釈でよろしいですよね。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 負担をするか、しないかはまだ決めておりません。企業団がすべて決めます。企業団も１つ

の自治体になりますので、そこにうちが向こうでいらないというものに金を出すわけにもいき

ませんし、関与している自治体には自治体なんですが、今回のこのパターンは企業団がすべて

引き継いで企業団が返済をしていくというパターンです。その中に、その返済額の中に市川の

交付税措置分は企業団のほうに入っていくというシミュレーションです。 
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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） 
 そうすると、打ち合わせのときに出しておいたんですけども、３番目で市川三郷町の一時借

入金や企業債の具体的な処理方法についてということで、これについて第４回の協議会資料で

財政シミュレーションの前提として市川三郷町立病院、老健の流動資産および一時借入金を含

む流動負債については、平成２５年度末に市川三郷町に帰属することとすると。そして特別会

計を創設して別途精算するとありますけども、これは市川三郷町立病院の短期借入金２億８千

万円ありますよね。それから老健施設の短期借入金６千万円。合計３億４千万円。それから先

ほど質問した企業債、約１０億円を足して全部で１３億４千万円というものがあるわけですけ

ども、これは具体的にはどういうふうに処理するのか、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） 

 今回のシミュレーションで病院を取得ということになっていますが、負債を引き継ぐか、引

き継がないか、老健もありますけども、老健を引き継ぐか、引き継がないかというので６つの

パターンになっているんですが、今のあれはいずれもそれを引き継いだ場合どうするか。たし

かに短期借入と長期借入で１３、１４億円の金があります。長期のほうが１０億円ですので、

この１０億円は先ほど来、話が出ていますように病院が引き継いでいくと。そして短期ですの

で、運転資金として借り入れているものですから、これは市川三郷町で帰属をさせて、来年の

３月３１日のときに多少あるかもしれません。借入もあるだろうし、未収金もあるだろうし。

こういう部分は市川三郷町にすべて帰属させます。病院はゼロとして考えます。長期の１０億

円はありますけども、短期の部分はある。短期の借入にせよ収入未済にせよ、それは市川三郷

町の中で処理をしてください。病院も老健も身軽でその部分はきてくださいというシミュレー

ションになっています。シミュレーションの前提として老健にかかるもの、あるいは病院にか

かるそういった一時借入金についてはすべて市川三郷町に帰属をさせて、２５年度末には０円

ということを前提に今、シミュレーションをやっています。また両施設にかかる企業債につい

ては６つのパターンでシミュレーションをしていくことにしておりますけども、引き継ぐか、

引き継がないかというパターンがありますけども、今回のシミュレーションを参考に両町で協

議するということになっておりますけども、ここの短期借入の部分、あるいは未収の部分をど

うするか。これはゼロできてくださいという前提であれば、市川三郷町の中で考える問題だと

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） 

 そうすると市川三郷町の中で考えるということは、ある程度、両町の町長、それから議員さ

んの中ではこの一時借入については、そちらのほうでつくった赤字なので精算してきてくださ

いと。鰍沢病院もそのとおりやってくれるので、そういうことで市川三郷町さんお願いします

という、ある程度の同意が、コンセンサスが得られているという解釈でいいですか。 
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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） 
 鰍沢病院のほうは私、今、交渉していますけども、長期の負債についてはすべて全社連がみ

るということと、全体の経理、大きな経理は全社連のほうでやっていますので、鰍沢病院には

短期借入はありませんのでもともとゼロなんです。鰍沢病院がゼロでありますから、市川三郷

もゼロにする前提として、今シミュレーションをつくっています。処理するのは市川三郷の問

題ですが、こういった方法でいいかというところがシミュレーションパターンで出ていますの

で、それで良いか悪いかはこれから両町で協議をしながら決めていくと。前回は提案をされた

ままで、考え方はいいでしょうというところはしていますけども、詳細についてはもし協議す

る部分があれば、これから市川三郷町と協議していく。ここの部分についてはもう、技術的な

問題になると思いますので、議員さんうんぬんよりも議員さん、あの協議会の中、議員さんも

入っていただいていますので、考え方がそれでよければ、市川とうちで協議をしながらやって

いこうということです。 
 前回の４回目の協議会の中で、私も考え方はこれでよろしいんではないですかという発言を

させていただきましたので、市川のほうも頷いていましたから、たぶんそんな考え方は両町共

通の認識でいるんではないかなと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 そうすると企業債については新しい企業団に引き継ぐけども、維持管理については来年の

３月に精算して持ち越すことはないだろうと。今時点でのお考えでよろしいわけですよね。そ

うすると、今までもそうだったんですけども、第４回の協議会の資料、財政シミュレーション

ですね。この６つのパターンというのは、前の基本構想のときもそうだったんですけども、収

入が年々、右肩上がりで増えていくんですね。そういった収入計画というのはつい最近も、病

院ではありませんけども、平成２１年５月に開所式を行った山梨県の環境整備センター、明野

ですか、問題が記憶に新しいと思うんです。あれも遮水シートが破損して操業停止と。それか

ら営業収入の減収。そして原因究明に費やした経費の増額、あの場合、概算の収支計画という

のが４９億１，２００万円あったんです。今現在、どういうふうな収入計画かというと１５億

１，８００万円と大幅に減少せざるを得ない状況に陥ったんですね。実に３４億５，７００万

円の赤字があの事業で見込まれているんです。 
 何を言いたいかというと、どうしてもその県、国もそうかもしれませんけれども、過大な数

字を、事業推進を図るために並べて行政の得意とする技法が破綻した結果、やはりああいうふ

うに黒字の収支計画から大幅な赤字になってしまったという事例が現実問題あるんですね。そ

のほかにも、この近場では市川三郷町の工業団地用地ですか、あそこも県で買って造成して売

ろうと思ったら売るどころではない。ガレキが入っていて、８億円ですか、あれも責任が明確

ではないと思うんです、県というのは。町村というのはどうしても住民に相対して話もする、

顔も見る。でも県というのは若干、直接的に対応というよりも間接的な対応なので、その責任

の所在というものが町村に比べて、僕は不明確だと思うんですよ。だからああいった過大な数

値を並べて、あたかも黒字になるかごとくのシミュレーションを出すと。今回の、僕は二病院
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統合も同じだと思うんですよ。収入を過大に見積もって統合した年度から赤字の鰍沢病院が黒

字に転換し、二病院で４億２，７００万円の利益が出ると。それでも山梨県はいいんですよ。

さっきも言ったとおり町民に対して直接的な責任を負うわけではないんですよね。そんなこと

を言っては県職員の方に申し訳ないんですけども、僕はそう考えるんですよ。今議会に提案さ

れていますけども、さっきも言ったとおり、富士川町の赤字が出ると町民がすべて背負わなけ

ればいけないんですね。だから僕は何度もこのことについて質問させていただくんですけども、

もし県の言うとおりの財政シミュレーションどおり進めば何も問題ないと思うんです。 
 ただ、やはり町というのは最悪のシナリオというのも想定して、富士川町の財政負担が今後

どうなるのか。最小限に支出を抑えるリスクマネージメントというものも必要だと私は考える

んです。あまりにもその地域医療再生臨時特例交付金の期限ですね、来年の３月。これに急き

立てられて、決めるべきことを先延ばしして見切り発車状態で今、これについては検討してい

る。今度は順次出していくという感じで、見切り発車状態でどんどん進んできていると。今後

はもっと大事な企業団の規約の検討が入ってくるんですね。なぜこれが大事かというと、富士

川町でこの病院運営負担はどのくらいあるのか。万が一、財政シミュレーションと違った形で

赤字が出た場合にはその補てんはどうするのか。さらには将来的に、将来にわたる世代に甚大

な負担を残さないように解散時の負担割合、今つくるときにそんな解散のことを考えるなんて

とんでもない議員だと言われるかもしれないですけども、やはりうまくいくとは決して限らな

いんですね。だから万が一、そうやったリスクが出てきたときには、どういうふうに解散のと

きに今、関係が良好なときに最悪の関係になったときにも解散するときにはこういう割合で負

担については両町で解決していきましょうということを今、やはりやるべきだと私は考えるん

です。 
 こういったことを前もそうだったんですけども、大枠を決めていかないと内容が決まってい

かないから、そういうことはあとでないとできないとおっしゃると思うんですけども、やはり

こういった一番、難しい局面を想定して十分な協議をして進めていくべきだと私は思うんです

けども、町長のお考えをお願いします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 今、準備段階でありますのでいろんなシミュレーションをつくりながら、そのシミュレーショ

ンの数字は今日とまたちょっと変えたりする、動くものなんですね。あくまでも予測でありま

すので、そういうものを参考にいろいろまた協議の材料としてやっていくわけです。 
 今、２町によります病院設置のための一部事務組合をつくる案件も、この議会へ提案させて

いただいています。これからこれをご承認いただければ、それをもとに中の規約を改正して病

院の運営する企業団にこれを変えていきます。今回の設置規約が原案になりますので、例えば

今、議員さんが懸念されている、最終的にいろんなかかる経費、あるいは病院を閉鎖しなけれ

ばならなかったときの負債の割合、今この病院設置におきましてもそれぞれ５０％ずつという

負担割合をしていますので、規約改正のときにそれが動かなければそのまま将来にわたって、

それが残っていくんではないかなと、こんなふうに思っています。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
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〇３番議員（秋山貢君） 
 全国的にはいろんな規約の取り組み方があると思うんです。例えば基幹病院については企業

団で面倒をみるけども、サテライト的な病院とかはその設置している自治体が整備の費用は負

担するんだよということも決めている、規約を決めている組合もあるみたいです。 
 先ほど町長が今回の５０％というものがある程度、基本になって進んでいくだろうというこ

とであれば、今後たぶん市川三郷町の町長さんも議員さんたちもそういう考えだと思うんです。

となると、この負担割合の５０％というのはなかなか変更が厳しい状態で進んでいくと思うん

ですけども、町長、その点は変更もできる可能性はあるかもしれないですけども、ここで基本

的な一部事務組合の設置が今回の議会で決議を求められていますけども、その負担割合という

のについてはある程度、これが基本となって変動というものはイレギュラーでなければないと

いう解釈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） 

 この負担割合を決めるのにも先進の例をいくつか参考にしています。人口割でしているとこ

ろ、人口割を持ち込みながらやっているところ、そして財政力指数を持ち込みながらやってい

るところ、いろいろありますけども、若干、市川三郷町のほうが人口が多いわけです。財政シ

ミュレーションでいくと似たり寄ったり、うちのほうがちょっといいかもしれません。財政力

指数でいくと。指数というのはあくまでもマジックみたいなもので、今回の病院の中でもいろ

いろシミュレーションが出ていますが、人件費率が高い、経費率が高い、こういうのも医療収

益に対する経費の割合ですから、医療収益さえ上がれば下がるわけですね。現状でいくと高い、

そういうものが高いということは事実なんですが、財政シミュレーションも現状でいくと、う

ちのほうが若干いいかもしれません。でもこれから将来にわたって、それがどうなるか分かり

ませんので、今のところそういう他県のこういった病院をやっているところの一部事務組合、

全適のところの各加盟市町村の例を参考にしながら２町で協議をしていく。細かいところはよ

く分かりませんが、人口も同じぐらいで財政力指数も同じぐらい、そして同じ病院に対する権

限も一緒に、平等でしたほうがいいんではないかというところから５０％５０％は出てきたも

のであります。 
 これもこの町が２０年３０年後に大変、町の状態が変われば別ですけども、変わらなければ

そういった負担割合も特に変える必要はないんではないかなと。それはお互いの町が最終的に

負担しなければならない率ですから、当然何を負担するかというのはときどき出てきます。そ

の額に負担していくものですから。隣町がもし大変であれば、それはそこで少し面倒をみなけ

ればなりませんし、うちの町がまた大変であればやはり面倒をみてもらわなければ本来の目的

の病院経営ができなくなると思いますので、そんなことで決めておりますから、今までここで

最後の負担割合を決めるというのは、ちょっと誰にもできないんではないかなと私は考えてい

ますので、それはそのときにまた協議をしていただければと思っています。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 将来的にはそういった町の財政がどうなるか、不透明な部分があるから変更することはある
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かもしれないけれども、基本的にはこの一部事務組合の負担割合が病院の経営の規約の負担割

合、イコールということでよろしいですよね、町長。分かりました。 
 次の質問に入りますけども、富士川町の財政が健全であり続けなければ病院経営というのは

当然、持続できませんよね。町民の命と健康を守るには、町が金欠病で倒れるわけにはいかな

いんですよね。町が倒れないような、その企業団の規約を完成することが僕は非常に大事だと

思うんです。自分さえよければいいということではないんですけども、やはり何を拠りどころ

にして、これから富士川町と市川三郷町で病院経営をしていくかというと、この規約が非常に

大事になってくるんですね。これがやはり企業団の法律になってくるので、これをわれわれは

富士川町民の代表として持続的に経営ができるように考えていかないと、非常に危険だと私は

思うんですけども、そういった覚悟でこの企業の規約づくりに臨んでいかなければいけないと

思うんですけども、町長とすれば今言った一部事務組合の規約の負担割合とおっしゃっていま

すけども、この病院の規約づくりに対して、何が一番、町の利益を確保するために重要なポイ

ントだと考えていますか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 今は企業団を設立するための準備の一部事務組合のことをやっております。こうやって一部

事務組合ができましたら、この協議会は徐々に縮小をしていきながら、もう一部事務組合のほ

うで計画、実務等々の検討をしながらいろいろやっていくわけであります。もう一部事務組合

が出ますと、そこには新たな企業団の企業長も出てきます。もともと議論をしてもらったよう

に、両町の町長が関与しない企業団をつくっていくんだということでありますので、法律的に

決められている開院の開設手続き、あるいは専門、認定を受ける場合のいろんな手続き等々あ

りますので、病院の経営に精通している人、そしてマネジメント感覚のある人、こういう人を

企業団に据える予定でおりますので、これからは当然、そこが赤字になってはいけないわけで、

そこには議会もありますし、委員会もつくるようにしてありますので、そういう中でチェック

をしていただきながら、住民の求める医療ができる病院になっていただければと思います。 
 通常の病院の運営ですと、うちのほうでその経費を出すシミュレーションにはなっておりま

せんので、先ほど言った指定を受けている部分、あるいは交付税でくる部分については町へ入っ

てきますから、それはすべて病院でもっていくんですが、町が新たな経費をここに出すという

シミュレーションはないと思います。病院を開設するときには、市川三郷町が現物できますの

で、その現物を評価する中で富士川町が同額を出資するという案になっております。これも考

え方はこれでいいと思いますので、額がいくらになるか分かりませんけども、考え方はそうい

う考えでないとフィフティフィフティになりませんので、そんなことで病院は設立していこう

かなと思っていますが、その病院が出たあとの赤字については病院に帰属するものだと考えて

おりますので、今のところそこのところはすべて病院で黒字化できる病院、そんなシミュレー

ションの中でみんなが努力をしていくということであります。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 たしかに赤字が出た場合に、それは企業団に帰属すると言いますけれども、でもそれは、で
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はどこからその財源を捻出するかというと、構成している２町で最終的には賄っていくしかな

いケースも出てくるんではないですか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 赤字が出た場合、それが焦げ付いた場合の、先ほど来お話がありますのは県の土地開発公社

の問題とか焦げ付きの用地が出てしまった、ガレキが出た土地ではなくて、焦げ付きが出た、

用地が売れない、そういうものがありました。今、ソーラーシステムが入っていますけども、

そういうところをどういうようにするかと。その負債の部分ですね。負の精算をするときには

両町かかるかもしれませんけども、今のところそういうものが起きないように第三者からなる

企業長、あるいはそこに経営に精通した、またいろんな経営分析ができる事務長を入れたりす

る中で、黒字化する病院経営の努力をしてもらうというのが前提になっていますので、今のと

ころ、シミュレーションも黒字になっているんであれば、何年後のこの負債をどうするかとい

うことがあると思うんですが、今のシミュレーションでいくといろんな点数加算もとる中で、

なんとか先行きの見通しは明るいということでありますので、それに向かって医大も努力する、

県も努力する、町も努力する、そして病院を運営する企業長も努力していく。その努力に向かっ

てみんなが最初から、あれも駄目これも駄目でいくと病院は持てませんので、そういった努力

目標を今回の協議会で決めていますので、それに向かっていけるような、みんなで力を合わせ

汗をかい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） 

 私も背を向けているわけではなくて、そうやって当然、両町、県、医大を含めてこのシミュ

レーションに向かって進んでいく、それは分かるんです。でもやはりそういったいろんな県内、

県外を見渡しても、事業に関してやはりリスクというものを考えていかないと想定外であった

ということはあってはいけないことだと思うんです。だから富士川町独自でそういったことは

分析して、詳細に検討して万が一のときにはこういうふうにしていこうということが必要だと

私は言っているんです。だから一生懸命、今、みんなで努力する中を水を差すようなことを言

うなではなくて、それはそれでどんどん進めていっていただいて結構ですけども、でもやはり

そういったリスクは考えておかないと、万が一のときにはすべて町民が負担するわけですから、

だからそれを私は言っているんです。それはそれにしておいて、次の（２）の管理運営計画に

ついてお聞きしますけども、この市川三郷町立病院、それから鰍沢病院、今回の財務シミュレー

ションを前提とした診療科目というのはどの程度みていたのか、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） 

 今回のシミュレーションの作成にあたりまして、前提とした診療科目につきましては昨年、

峡南地域医療連携協議会の北部地域医療連携部会でとりまとめました峡南北部における医療連

携にかかる基本構想診療科目を前提としております。ただ多少違っているところがあります。

新たに在宅診療分を設けたり、基本計画にはなかった市川三郷町病院の外科の部分が今度、毎
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日やるとか、そして救急科というのもありませんでしたし、産婦人科というのも産がなく婦人

科で出ていたと思うんですが、今度、県のほうの計画もありますから産婦人科というところで

表示をされていますし、救急科というのも富士川病院のほうに基本計画の中で入れさせていた

だきましたし、人工透析も市川三郷町のほうに基本計画の中では主なあれとして出てきます。

これらはあくまでも診療科の設置計画でありますので、これからこういう科が実施できるよう

に医大からお医者さんを派遣してもらうということになってくると思いますけども、今言いま

したように診療科の設定は峡南北部地域における、医療連携協議会にかかる基本構想の診療科

目をもとに若干、修正をした計画となっています。これでよければ、これが基本計画の中に入っ

ていきます。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 そうすると第４回で出された診療科目で、たしか内科が常勤医の３人の医師を配置する。そ

して泌尿器科も常勤医３人で手術も鰍沢病院でするということで、ある程度、鰍沢病院は手厚

く常勤医師が配置されているということで解釈させていただきます。 
 再質問ですけども、昨年の１０月１５日に開催された、先ほど町長がおっしゃった第５回の

北部地域医療連携部会の資料では市川三郷町立病院の整形外科の診療日数、この現状は常勤医

がいなくても非常勤でたしか６人のお医者さんがいて入院もできるということで、毎日診察し

ていたんですね。ところが昨年の１２月、山梨大学医学部から市川三郷町に平成２５年４月、

来月から診療を週２日にさせていただきたいと連絡があったということなんですね。市川三郷

町長は突然のことで非常に驚いて、１２月１８日に医学部に診療日を増やすようにお願いに行

き、１週間後の１２月２５日にやっと週３日に増やすと医学部から連絡があったと聞いており

ます。 
 平成２６年度からは、市川三郷町は整形外科の常勤医を１人増やして配置していただけると

思っていたところが、非常勤であるけれども、医師６人のうち３人を引き揚げられてしまった

ということなんですね。昨年の１０月３１日には、病院統合に関する基本協定書を２町で締結

いたしました。そのときの立会人として皆さんもご存じのとおり島田山梨大学医学部附属病院

長も署名していただいているんですね。県は診療体制を充実させると言っておりますけども、

これを見て掛け声ばかりだけで、市川三郷町のこういった現実を聞くにつけ見るにつけ、この

基本構想、それからこの間の第４回の診療科目、こういった計画の実効性に甚だ疑問を持つの

は私だけではないと考えるんです。 
 佐藤弥副院長は、かつて医学部は中小企業の社長の集まりであると。その一人ひとりに確認

していかないと医師の派遣は決まらないとおっしゃっておりました。まさに今回のケースはそ

れに当てはまるんではないかなと、私は考えております。 
 それでお聞きしたいのは、これから企業長も決めて診療科目についても詳細については詰め

ていくとおっしゃっていますけども、もうすでに来年４月からは開院に向けて進めていくわけ

ですよね。そうすると、今回のように非常勤の先生とはいえ３人も引き揚げられる。こういっ

たことは、まだまだ先ほど佐藤弥副院長がおっしゃったことを引き合いに出しましたけども、

島田院長は全面的に協力しますよとおっしゃっていますけれども、実際の専門の教授たちには

まだまだこのことに対して一丸となって協力していこうよという体制がとてもとられていると
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は私には考えられないんですよ。 
 お聞きしたいんですけども、佐藤弥副院長、協議会にも出席なされていますけども、一言も、

この間も説明がなかったんですけども、ある程度、町長はそういったことの同意を取り付けて

いるのか、どのくらい進んでいるのかということは情報としてご存じだと思うんですけども、

医大のそういった専門の部署の教授の先生方と佐藤弥先生でどの程度、コンセンサスの形成に

向けて進んでいるのか、ご存じの範囲でお願いします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 今度できる企業団の企業長につきましては、医療の専門家であって病院経営とか行政にも精

通して、また特に重要なのはリーダーシップの発揮できる人材を選任することが望ましいと

思っています。 
 また企業長の選任につきましては、市川三郷町の町長さんとともに医大、あるいは県と相談

しながら選任をしていくこととなりますが、企業長だけでなくて鰍沢病院、今ある鰍沢病院の

院長、そしてまた市川三郷町立病院の院長、これらの人事も一緒に絡んでくると思います。そ

ういうことを今、医大とか県ともまた両病院とも相談しながらやっている段階であります。４月

には一部事務組合も立ち上がりますので、そして一部事務組合を今度どういう形でやっていく

か。そしていろんな細かいところもやっていかなければいけない。協議会だけでは細部につい

て検討しても、それは協議会の中での検討でありますので、企業長さんに入ってもらう中で詳

細を検討していかなければならないと思いますので、４月には内定し発表をしていきたいと、

こんなふうに考えております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 私の質問は、それも通告してあったんですけども、企業長の内定とあるが今の状況について

ということで、その答弁だと思うんですけども、さっきお聞きしたのはそうではなくて佐藤弥

先生が、前に発言した医学部は中小企業の社長の集まりであり、その一人ひとりに確認しない

と医師の派遣というのは確定できないよとおっしゃっていたので、現実問題、市川三郷町では

整形外科の６人の非常勤医師が３人に減らされているということなので、もう来年に開院する

のである程度、佐藤弥副院長さんが各専門の教授の方々と合意を得ていないと、先ほど言った

シミュレーションでは手厚い鰍沢病院の常勤医の配置、それから市川三郷町にもそうです。そ

ういったことを実効性のある計画にするには、今現在も佐藤弥先生が中小企業の社長さんの集

まりである先生方とある程度の合意形成をしていないと、来年に向けて医師の確保というのが

難しいんではないかと。だから町長さんは佐藤弥先生とどの程度、そのことについては情報を

共有しているか、分かる範囲で教えてくださいということを質問しました。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 市川三郷町立病院の動きもいろいろありましたけども、今は来年３月までは市川三郷町立病

院であり、鰍沢病院でありますので、どこからお医者さんを持ってこようとそれはいいんです
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が、新しい来年４月１日からは峡南医療センターとしての今、基本計画をつくっておりますの

で、そこは新しく出る企業長さん、両病院の院長さんの裁量で人を動かすことが可能であると

思います。 
 また今ご質問の中、先ほどは企業長が入っていなければというふうな質問だと思ったからそ

ういうふうに、通告が細かい部分が一切ありませんので何をどういうふうに答えていいか、こ

うやって３つの大まかなものがありますから、私も最初から最後の人事管理も全部、項目は１つ

ですから、統合について言ってしまってもいいですが、それはそれとして今、先ほど言いまし

たように企業長の選任について市川三郷町と同時に医大の医学部、あるいは県と相談しながら

と言っていますけども、医大の院長も、そして外科部長も内科部長もこの状況はすべて掌握し

ております。そこで院長、副院長が中心になりながらこの病院をなんとか、この計画どおりに

やっていこうという、最大の努力をしていただいています。 
 そういう中で、この４月に内科の先生をこちらに持ってくるのは大変だという話がありまし

た。医大の中でもすべてを共有していただいていますので、麻酔科の先生もできれば今後、こっ

ちへ先生を常駐させたいという話もあります。ただ、人の配置の問題ですから、誰がどう来る

かはまだ分かりませんけども、内科医がこの４月は大変だという話をひとつ聞いています。 
 ただ、来年のオープン時にはもう内科医を連れてきて、入院患者がとれるにしていきたい。

そのしっかり４月１日なのか、若干前なのかそのへんもまだ定かではありませんけども、来年

からは新しい卒業生も出てきますので、そういったものが今ひとつ動きとしてあるのと病理の

先生も持ってきたいというふうな話も若干、耳に入っています。それと医大の研修センターと

して、医療センターとしてここを早急に年度が変わったら造っていきたいという話もあります。 
 いずれにしても、まだまだこちらのほうも基本計画がしっかりしていない中でありますけど

も、医大さんにもこの計画には関わっていただいておりますので、決して富士川町だけの問題

ではなくて、また市川三郷町との両町だけの問題ではなく、医大も県も本当に一生懸命やって

くれていますので、本当にこれが成就できるようにみんなで努力をしていくことが大切ではな

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） 

 そうすると、まだ佐藤弥副院長がどの程度、その専門の各教授の方々と合意形成をしている

かは十分に把握していないということでよろしいですよね。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 医大の中で全員が、各部長さんが共有する認識としてやってくれている、そういった話がも

うきているということですから、この今回造る峡南医療センターは医大の分院みたいな形に実

際にはなってくるんではないかなと思っています。医大も増設をしておりますけども、医大が

いくら増設しても、それは入院患者の部分の増設であって、新しく出る地域枠の医療のお医者

の卵を研修させる施設が今のままですので、そこでこの峡南医療センターを使っていろいろ

やっていきたいから、この４月の早い時期からは研修センターなりなんなりが造られてくる。

それは医大の共通の認識だと思っています。われわれもそういうことが確実にできるように努
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力を今、しているところであります。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 皆さん、努力はしてくれているんだけども、現実はそうやって市川三郷町の整形外科のとお

り、毎日診察してくれたものが週３日、月、火、水ですか、木、金は診てもらえない。しかも

午後のみだと思ったんですね、診察が。こういうふうに縮小されているんですね。協力してく

れるんならば、手厚くするんなら協力するというのが言行一致だと思うんですけども、現実は

協力すると言いながら、そうやって引き揚げてしまうんですね。だから僕はこの実効性に非常

に不安を持つし、疑問も持つんです。 
 次の質問に移りますけども、これはまだ管理運営計画の中のことですけども、今の市川三郷

町立病院には老健の給与比率は約７０％なんですね。第３回の協議会ではこの率をたしか、山

本医療官が５０％半ばに下げる必要があると説明していたと思うんですけども、どのくらい実

際には削減をするのか、それについてのお考えをご存じであれば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） 

 給与比率、あるいは経営比率等々、いろんな実態が前回、前々回で出されております。そう

した中で市川三郷町の給与比率は２３年度でありますけども、収益に占める割合が６９．９％、

老健のほうが７０％、いずれも他の公立の病院、類似病院等、類似老健施設と比べると高いわ

けであります。給与比率の目標につきましては、今言った類似の市町村が開設しています、そ

ういった病院、老健等の率、病院については２００から３００が６１％というのが全国平均で

す。これがベンチマークとして出されている、これと対して高いか低いかということを言って

いますので、老健のほうが５４．９％ということになっていますので、給与はこれから合併を

していきますから、統合していきますから、給与のほうは給与基準、あるいは昇格基準、就業

規則等の中で設計をしていきますけども、これは先ほど言いました比率ですから、収益を上げ

なければ下がりません。目標は全国なみのベンチマークに匹敵する給与水準にもっていきたい、

こんなふうに考えています。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 その全国的なベンチマークになるように努力していくということで、それはとりもなおさず

山本医療官がおっしゃっていた、大体５０％半ばにしていくんだということだと思うんですけ

ども、その目標というのは来年度から経営で５０％半ばにしていくということの解釈でよろし

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） 

 ５０％半ばというのは私は承知していませんけども、今言いました病院の給与比率は全国平

均が６１％、老健が５４．９％ですから、これを目標にしていきたいということであります。
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目標ですから、開院時からすぐそうなるかということではなくて、中長期はまだはっきり、こ

れは病院の経営を見直す中長期ということとは違って、これは新しい給与の格差をどうやって

是正していくかという計画が出ますので、それが到達できるころにはこの給与水準には最低で

ももっていきたい、こういう考えであります。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 そうすると目標はそうだけれども、掲げておくけれども、現実問題は医業収益も上がってこ

ないと、そのベンチマークになかなか近づけるのは厳しいことがあると。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 そういうふうにとればそういうふうになるかもしれませんけども、そういうことにならない

ようにみんなが努力するということだと思います。難癖をつければ、いくらでもそれはあると

思います。それは低いにこしたことはないんですが、あそこで働く人にも生活があります。そ

してプライドもあります。そしてもっともっといい医療をしてもらわなければなりません。い

い人がどんどん入ってきてもらわなければなりませんが、そういうものも含めて給料は高くて

も給与比率が低いということもあるんですね。収益が上がっていれば。ですからそういうもの

も勘案しながらしっかりした給料も払える、そしてしっかり医療をしてもらう、そういう中で

給与比率も全国よりも低くできるように努力をしていく。 
 今も言いましたけども、病院の見直しは中長期的というと３年から５年ぐらいだと思います

けども、この場合はこれから給与是正の年数を決めていきますので、それが到達できるときに

はこういうふうになっていくという目標を定めていきたいと思っています。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 僕は決していちゃもんをつけているとかそういうことではなくて、第４回の協議会で山本医

療官がこの７０％とかを５０％半ばに下げる必要があるという説明を受けたものですから聞い

ているんです。だから難癖をつけているとかそういうことではなくて、山本医療官がそう説明

したので、町長にお聞きしてどういうふうな解釈になっているのかを聞いているだけであって、

そのへんは誤解のないようにお願いします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 先ほど来、答弁していますように病院の全国比率が６１％であります。老健が５４．９％で

ありますから、その比率を目標にしていきたいと考えています。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 では（３）の人事管理計画についてということでお聞きいたします。 
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 女性の働きやすい職場環境の整備を図る意味から、どうも院内保育を計画しているようであ

りますけども、一歩進めてその保育所で一般の方々も利用できる、例えば病児保育や病後児保

育、こういったものを拡充する考えがあるのか、町長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） 

 これらにつきましても２町がいろいろ経営の中身について、ごたごた言う必要はないと思っ

ています。新たな一部事務組合、そして企業団のほうで従業員が働きやすい環境の１つとして

院内保育も考えていただけなければならないと思っていますが、そうは言いましても院内保育、

今どの病院を見てもありません。これから看護師さんも確保していく中には必要だと思ってい

ますので、院内保育所については設置に向けて今、検討は行っておりますが、病院、病後児保

育につきましては今後、二病院統合組合の中で検討されていくものだと考えております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 せっかく、こういった病院を町も設置すると、企業団がするんですけども、その中にやはり

地元の例えば保育園のお母さんたちと話したときに、やはり見てくれるおじいさん、おばあさ

んなりがいればいいんですけども、働いているお母さん、お父さん方はどうしても急な発熱と

か病気になったときに預けるところがないと。ですから病児保育とか病後保育を充実させてほ

しいという意見を聞いたんですね、前に。保育所の保護者の方と話をしたときに。せっかくだ

から、それは企業団で決めていくことだということではなくて、できれば富士川町としてはこ

ういった住民の要望があるので、それについてはできるだけ反映していただけるように考えて

ほしいということは僕は言っても間違いではないし、言うべきだと思うんですけども、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） 

 病後児保育の必要性は私も考えています。ただ今後は企業団でやりますので、１つの無認可

の保育所になりますけども、今は院内保育所だけですと１部屋あればできるんですね。それが

今度は病後児保育は隔離をしなければなりませんから、もう１部屋多くしなければならない。

そして保育士さんも多くなります。病院の経営と絡んできます問題ですので、うちのほうから

の要望はするにしても、するかしないかは事務組合のほうで検討する問題だと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 そのとおり、するかしないかは企業団で判断することだと思うんですけども、やはり町とし

てこういったことはしてほしいという働きかけは、ぜひしていただきたいと思います。 
 それからもう１点、人事管理計画についてお聞きしたいんですけども、人事処遇制度は提案

されているんですけども、これは職員を評価して格付けを行って給与を決定すると。これが全

国の自治体病院でできていれば赤字の経営は解消して医療崩壊の進行もある程度、留めること
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ができると思うんですけども、どんなに立派な評価をして格付けをして給与を反映していくん

だという計画があっても、実際に実現ができなければ意味のないことだと思うんです。だから

これらの人事処遇制度をどうやって、誰が実践して全国の自治体病院に先駆けて、これを貫徹

していくんだというのは誰が中心になって進めていくんですか、この計画というのは。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 計画はこれからつくっていくわけですが、病院統合協議会で会議をするということもありま

すし、詳細な部分については一部事務組合の中で決めていくと。今の企業の実態がご承知のよ

うに市川三郷町立病院の給与は職位に関係なく、年齢で上がっていくものです。年齢によって

どんどん上がっていく。鰍沢病院は一定給料までは上がりますけども、そこから職位に応じて

上がっていく。職位がない人、役職がつかない人はそのまま横並び、これだと意欲がなくなっ

てしまう。そこで国立病院機構の給与体系を参考にしながら、今後やっていかなければならな

いと思います。というのは給料表を独自につくるのには、ものすごく人数がかかります。そし

てまたいろんな給与改定等もありますので、そこのところは準用できる国立甲府病院のものを

基準にしながら、また地域の独立性をつくっていかなければならないと思っています。 
 国立病院機構の給料表をなぜ使うのかというと、看護師さんなんかも今インターネットの時

代で全部公表していますので、うちの給料は低いと言えばどんどん動いてしまう。こういうこ

ともありますので、ある程度の水準は保っていかなければならない。これを独法でやっている

ところを、ほとんどが国立病院機構の給料表を使っていますから、峡南医療センターもそれを

参考にやっていくんですが、市川三郷町立病院の今、飛び出している人の部分をどうするのか。

ここの人があと１、２年で辞めるんであれば、この給料是正の間に辞めていきますからいいん

ですが、聞くところによると４０代もまだいるようですので、こういう人の部分をどうするか

はこれからの問題だと思います。そこに給料を下げて、給料が下がった分のところは手当で補

うのか。ただ、この場合には退職金に響いてきます。給料に対する退職金が出ますから、そう

いった問題もありますし、これはデリケートで難しい問題です。まだ両病院も給料表を通常使

うのは国家公務員、国立病院機構も国家公務員の医療職の給料表を参考にしておりますので、

給料は独立行政法人であれ、一部適用であれ病院機構の給料をしていけば公務員と同じ給料を

ほとんど使っているんですね。そこであと昇格・昇給の問題をどうするかという、細かい問題

になってきますが、今、同じ医師の給料にしても市川と鰍沢では違います。そしてコメディカ

ル職の医の２表という給料表がありますが、これも市川と鰍沢では違います。当然、医の３表

を使っている看護師さんも違います。そして事務職の給料表も市川は行政職を使っています。

鰍沢は独自の社保連の事務職給料表を使っていますから、これも違います。そしてあと、いろ

んな細かい作業をしてもらっています技能労務職という職があるんですが、そこも市川は技能

労務職の給料表を使っていますし、鰍沢はもっと低い給料表を使っているというところがあり

ます。これをやはり同じ病院で人が行ったり来たりするようになると思いますから同じ昇格基

準、就業規則も当然ですけども、そういうものの中でやっていかなければならない。今、言い

ましたように若干、開きが多い職種もありますから、５年でできるのか、７年かかるのか、そ

のへんが分かりませんが、そのへんはできるだけ早く統一化できるようにやっていきたい。こ

れも、われわれも統合協議会の一員として方向性は言いますけども、細かい作業はやはり今度
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の事務組合の中でやっていただかなければならないものだと思っています。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 今までお聞きした中で、やはりまだまだ先ほど言った、そういった人事の給与についてもこ

れからすり合わせをしていかなければいけない。それから診療科目についても、まだまだ確定

的なものは企業長を決めて、詳細については医学部とも話をしていかないと決まってこないと

いう中で、今回、一部事務組合の議案が出てきましたけども、僕は地域医療の再生、人事特例

交付金、これにこだわるから、どうしてもそれのタイムスケジュールに合わせて、ことをどん

どん見切りで進めていくと感じてならないんです。やはりせっかくつくるんであれば、僕はい

ろんなことを、時間を十分にとった上で協議して進めていくべきであると考えます。 
 例えば９億１，５００万円ですか、シミュレーションでは特例交付金を見込んでいますけど

も、もし富士川町で７億円を３０年で起債して借金して、それを町民で負担していくとどのく

らい月々掛かるか、大雑把ですけど計算してみたんです。年間５千世帯として、これから町が

縮小するので５千世帯とすると、大体１世帯当たり５千円年間負担していただければ３０年で

７億円の起債が返せるんですね。そうすると１月当たりにすると４１７円ぐらい負担していく

と７億円の借金が返せるんですね。そうであれば、やはり町民の皆さんにもこれから住民説明

会をしていくと、スケジュールに書いてありましたけども、もっと住民の皆さんに情報を公開

して、これだけの借金がある、これだけの投資する、町の負担はこれだけ、そして医療、それ

から例えば院内保育、病児・病後児保育、こういうふうにできるんだよということを十分議論

できる期間をとって、そしてやはり町民の皆さんにもこれだけのことをするんであれば、町民

の皆さんにも汗をかいてもらいたい。負担をしてもらいたい、それが月々４１７円ですよと。

そうやって町民の皆さんにも説明して納得していただいて、負担をしていただいて、病院をつ

くっていく。僕はやはりこういったことが今、早急に進められていますけれども、やはりそう

いった議論をして住民に理解して納得していただいて負担をしていただく、そうすればやはり

自分たちの町なんだよと。私の世帯では、この病院に対して毎月４１７円払っているんだよと。

だからそういった病院に対する愛着、そして健康にも気をつける、そういう意識をやはり住民

に持っていただくためにもこんなに急いで駆け足で進めるよりも、そういった議論をして住民

の理解を得て病院をつくっていくというのが僕は本来の姿ではないかなと思います。でもそん

なことを言っても、このお金を使わなければもったいないよという意見もあることは承知して

いますけども、私はそう考えます。それで私の一般質問を終わります。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 以上で通告４番、３番、秋山貢君の一般質問を終わります。 
 続いて通告５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、２つ質問をいたしたいと思います。 
 まず、１つ目は環境教育についてです。 
 今、地球温暖化や廃棄物問題など私たちが日常の生活を営めば営むほど、さまざまな環境問

題が発生し、深刻化しております。私たち一人ひとりが環境に関する基本的な知識を身につけ、
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そして自発的に環境保全を取り組むことが重要な課題となっております。したがって環境に配

慮した生活や責任ある行動をとることを通じて、社会全体を持続可能なものへと変革していく

ために環境教育の必要性はますます高まっていくと思います。 
 国においては平成２３年に環境教育等促進法が公布されまして、環境教育と共同の取り組み

の重要性が打ち出されました。山梨県においても環境教育の積極的な推進と環境保全運動の活

動のより一層の展開を図るために、山梨環境教育実践指針が策定されました。このような状況

の中で、わが町富士川町におきましては、町長が環境政策の中で特に廃棄物問題に関して積極

的に発言していらっしゃいまして、そのための１つの方法として環境教育の充実ということを

以前お聞きしたことがあります。今、環境教育を改めて重視する意味はなぜなのか。そのへん

の町長のお考えをまず、お聞きしたいと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 永井寛子議員の、環境教育の充実についてのご質問にお答えいたします。 
 私たちが享受している豊かな自然の恵みは、私たちの先祖から引き継いだものでありまして、

さらに将来の世代にこれを引き継いでいかなければならないものだと考えています。しかしな

がら私たちの生活で、私たちは豊かで便利な生活を追い求め、その豊かさや利便さを当たり前

のように感じております。その結果、生活排水による水質汚濁やゴミ処理問題など生活型の公

害や自然環境の破壊などを引き起こしております。さらに生産活動や豊かな消費生活に伴い、

地球上の多くの資源エネルギーを消費し地球温暖化やオゾン層の破壊、野生生物の絶滅、砂漠

化、熱帯林の減少など多様化した地球規模での環境問題を抱えております。 
 こうした問題の多くは私たちの日常生活によるものでありまして、これを解決していくため

には人と環境の関わりや豊かな自然、快適な環境の価値についての理解をし、認識を高めると

ともに環境問題の原因となる社会経済の背景を知ること。そして社会経済構造や私たちの日常

生活を環境に配慮したものへと変えていく努力をすることが大切であると考えています。その

ためには、私たち一人ひとりが日常生活の中で意識的に環境問題に配慮した行動をとり、積極

的に環境問題に取り組むことが重要であります。その方法として環境教育、環境学習が重要で

あると考えております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ８番、永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 環境教育というのは以前からもちろん行われておりますし、富士川町はそのへんかなり力を

入れているところだと思っておりますけれども、これまでの環境教育の現状をどのように認識

していらっしゃるのか。今後さらにそれを充実させるというのは、具体的にはどのようなこと

をおっしゃっているのかをお聞かせいただければと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 環境教育の再質問について、お答えいたします。 
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 富士川町ばかりではなくて、日本全体においても環境に対する意識認識が相当変わってきて

いると思います。これらについても、環境問題に携わってくれている人たちの努力の賜物だと

思っています。しかしこの富士川町を見ましても、例えばゴミの分別ひとつとりましても、今

リサイクルステーションを造っておりますけども、環境意識が高まっているから、これもあれ

もリサイクルしようということでリサイクル意識が非常に高まっています。ただ、中には出し

ていいものと出していけないものがあるわけでありますけども、例えばクリーニングしてきた

ワイシャツのハンガー、ハガネみたいなもので出ているものがあります。あれはあれでしっか

り束にしてリサイクルステーションに出してもらっています。ただ、リサイクルステーション

はスチールのみを集めていますので、同じスチールでも大きな材料だと、これは粗大ゴミで出

してもらわなければならないというのがありますが、また化粧のビンでも、ビンはビンでも化

粧のビンはガレキで出していただかなければならない。これが半透明のビンだから、その他の

ビンと一緒に出されても、これはこれでガレキで扱っていただかなければならない。そういっ

た細かい部分がまだまだではないかなと思っております。今、ゴミのことを例にいたしました

が、いろんな面でそういうことがあるんではないかなと考えておりますので、環境学習、環境

教育については永遠の課題だと思っています。 
 ただ、一度知ってもらうと自信を持ってそれに取り組んでいただいていると思っていますの

で、富士川町におきましても、これからはもっともっと環境教育の充実性、これを図っていき

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） 

 環境教育の狙いというのは、町長が先ほどからおっしゃっているように一言で言えば今、人

間が生活して、この営みの中で確実に環境を破壊する部分が出てきているわけですから、それ

をいかに持続可能な社会づくりに貢献できる人材の育成をしていくという行動に、それが行動

に結びつく人材を育てなければいけないというところで、小さいころからの環境教育の重要性

がその目的となっているのではないかと思います。そこでそれが学校、あるいは学校以外のと

ころでもですけども、学ぶことによってそれがそこで終わってしまうのではなくて、それがど

ういう形で行動になって表われてくるかということが肝心なところだと思いますけども、そこ

で２番にいきます。 
 これまでも例えば増穂中学においては、平成２３年度にキッズＩＳＯ１４０００というのを

取得するなどして、学校教育の環境教育としては大変注目された活動をしていただきました。

これもやはり知識や体験で終わるのではなくて行動に移さなければいけないというところで、

どのような行動に移して学校全体がこれによって変わったところが出てきたのか、変化が表れ

てきたのか、あるいは生徒の意識の中にも変化が表れてきたのか、これは増穂中学だけではな

くて、もちろん小中学校全体を通して顕著な事例があったならば、教えていただきたいと思い

ます。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 教育長、堀口広秋君。 
〇教育長（堀口広秋君） 

 ただいまの件につきまして、お答えいたします。 
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 増穂中学校におきましては、学校全体で取り組みました節電のエコ活動が評価をされ、子ど

も環境教育プログラム、キッズＩＳＯ１４０００プログラムＦＯＲ ＳＣＨＯＯＬの国際認定

を受けたところであります。 
 各学校におきましても、生徒会や児童会を中心に学校ぐるみで節電などの省エネ活動に取り

組みますとともにリサイクル工場の見学によります資源再生の学習活動などを行い、環境教育

の推進を図っております。このほか、増穂小学校ではＰＴＡの協力によります使用後の割り箸

の回収、鰍沢小学校では毎週水曜日に通学時のゴミ拾い活動や中部小学校では林間学校でのリ

ユース食器の利活用なども行われているところでもあります。 
 増穂中学校のエコ活動が評価されたことによりまして、これまでの学校の取り組みがさらに

活発になってきております。これからも各学校が積極的にエコ活動に取り組むことによって、

環境保全や循環型社会に対する意識の醸成を図っていきたいと思っております。 
 以上でございます。 

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） 
 学校ぐるみの活動になっていて、子どもたちの意識の中に変化が生じた。そして増穂中学の

活動がみんなの励みになって、さまざまな活動に発展しているということがうかがわれました。 
 私は日ごろ環境活動をやっていく上で感じているのが、むしろ大人より子どものほうが、あ

るいは若者のほうが環境には敏感であるということを感じています。それは何が原因かという

と、やはり学校での環境教育にあるのだと思っています。私たちの時代には環境教育というも

のがありませんでした。しかし今の子どもたちは小さいうちから体験の中で学び、そしてそれ

を行動に移すという、こういう活動を学校教育の中でやっている。それが意識しようと、しま

いと子どもたちの中にしっかりと植えつけられているんではないかなというのを感じました。 
 そこで３番にいきます。子どもたちのこの活動は今、学校ぐるみの活動として答弁がありま

したけれども、実は家庭に帰ってからの子どもたちの影響力というのは今、申し上げたように

家庭の大人から教えられるよりも子どものほうから家庭の中で大人たちに、父親、母親に教え

るほうが、気づかせるほうがむしろ多いこともあるんではないかというふうに思うんですけれ

ども、そんな事例はありますでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町民生活課長、依田正一君。 
〇町民生活課長（依田正一君） 

 永井議員の、大人たちに影響をもたらすような事例ということで答弁します。 
 児童生徒は学校での環境学習から学んだことを家庭で、子どもが行動することにより親が影

響を受け、ゴミの分別を行いリサイクルステーションを利用する。また水を出しっぱなしにし

ない。部屋にいないときは電気を切るなどの節電、節水が実行されております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ８番、永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 学校で学んだことを家庭や地域社会の中で、その生活の中に生かすと。生活の中で家庭や地

域社会の生活の中で生かすことができる、そういう子どもたちを育てていく。これが環境教育
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の非常に大きな意義であるというふうに思っております。 
 今後の、これは富士川町だけではなくて、日本全国で同じような試みがされているわけです

けれども、私は環境問題に関してこれから非常に希望を持っていきたいなというふうに思って

いるわけですけれども、４番にいきます。 
 外部からの講師もいらっしゃると思うんですけれども、例えば年間、学校に講師をお呼びし

て学習するとか、あるいはこちらから出向いて体験学習をするとか、そういうことは大体、カ

リキュラムの中でどのような形になっているか。あるいは、その講師というのはどういう分野

の方々が多いのか、どちらの団体から招く場合が多いのか、そのへんのところをお聞かせくだ

さい。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町民生活課長、依田正一君。 
〇町民生活課長（依田正一君） 

 外部からの講師がいると思うが、どのようなメンバーか伺うということですけども、環境教

育、環境活動の外部講師としましては山梨エコティーチャーに登録されている方々がおります。

この山梨エコティーチャーの講師は大学の教授や地質学をはじめ生態系の専門家、自然環境の

専門家、企業、工場団地内、環境団体での実践者をはじめ３Ｒマイスターなどの生活環境の専

門家であります。これらの講師は県の森林環境部、環境創造課内の窓口へ申し込むことで無料

で派遣を受けられます。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ８番、永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 今、お聞きするところによると地域の方とか地元の環境に詳しい方とか、そういうお名前は

出てこなかったような気がするんですけども、先ほど町長がおっしゃったゴミの分別に関して、

もっと知ってもらいたい、細かいところでも大人たちに分からなければ子どもがこういう出し

方をしなくてはいけないんだよと、家に帰って教えてあげるようなそんな学習というのも必要

だと思うんですけれども、例えば町の職員が出向くとか、そういうことはないんでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町民生活課長、依田正一君。 
〇町民生活課長（依田正一君） 

 今のゴミの分別ですけども、先ほど町長が言いましたようにリサイクルステーションの普及

を進めております。リサイクルステーションの設置にあたりましては衛生委員さん、区長さん

をはじめ各地域へ行ってご説明をいたします。そこのところで実際の細かい分別、実践をして、

そこでの指導を行っておりますので、その方たちがまた家庭に帰って学校での教育、そこでの

大人たちの教育、両方の、子どもと大人が一緒になって、また分別の勉強をしていると思って

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） 

 もちろん町のほうから地域に出向いていって、ゴミの分別を徹底していただきたいというこ
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とは積極的にやっていただきたいと思います。 
 ただ、この町に住んでいて、この町で起きている今の課題について子どもたちに伝えるとい

うことは、家庭に帰ってからの影響力は大きいんではないかというふうに思うんですけども、

いかがでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町民生活課長、依田正一君。 
〇町民生活課長（依田正一君） 

 今後も小中学校へ私たちが出向きまして、学校と相談しながら出前講座の環境の学習を実践

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） 

 県に相談して、誰にしていいか分からないから、とりあえずという言い方はいけないかもし

れませんけども、県に相談すればそれなりの専門家を呼んでくれるからということも、その専

門分野によっては必要ですけれども、自分たちの地域の身近なところでいろいろ助言をしてく

れる人もいるだろうし、それから自分たちの地域の中の問題発見を気づかせてくれる人たちと

いうのがいるんではないかと思うんですね。ぜひそういう人たちを生かして、利用してという

言い方をすると語弊がありますけども、ぜひそういう方たちの力も借りながら子どもたちに実

践力を付けていただければと思います。 
 そういう家庭や地域との積極的な連携によりまして、みずから課題を見つけ考え行動し、問

題を解決する資質や能力を向上させることによって、生きる力の育成と結びつくのではないか

と思います。 
 次に５番にいきます。 
 まちぐるみの取り組みに発展していけば、私は最高のことだと思うんですね。学校で子ども

たちが環境教育を受けます。そしてそれを家庭や地域にもたらします。それが１つの大きな力

になって、みんなが一体になってこの町全体の環境活動に発展していけば私は大変うれしいこ

とだと思っているんですけども、全国的にはそういうところがいくつもあるんですよね。 
 例えば、福井県の池田町というところはそれぞれの分野の人たちがそれぞれの役割分担をし

ながら町全体の環境に取り組んでいる。その結果、ゴミの排出量、あるいはリサイクル率とい

うことでは県内でトップのところをいっているということなんです。そういうみんなの力が結

集すれば、この町でも決して不可能ではないと。特にわが町の町長は、ゴミの減量というとこ

ろでは非常に積極的に政策実現に向けて行動なされておりますので、そういう意味ではぜひと

も今後、まちぐるみの活動に発展させていければ、この環境教育が大きく花を咲かせるのでは

ないかというふうに私は思っております。 
 それでは次の・・・町民を巻き込んでというのは５番で終わりましたので、大きな２番にい

きます。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長の答弁はいいですか。 
 ８番、永井寛子さん。 
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〇８番議員（永井寛子君） 
 ごめんなさい。私のほうで勝手に言ってしまって。これは課長ではなくて、ぜひ町長の答弁

をいただきたいと思って期待していたのに、ごめんなさい、失礼しました。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 まちぐるみの環境活動の推進についてということで、お答えをいたします。 
 環境活動の推進は自分たちの身近な環境がどのように変化しているのか、またそれぞれの生

活ニーズに沿った環境との関わり方を学び、理解して行動することが大切だと考えております。

そのためには学校での環境学習や生涯学習において、環境学習をカリキュラム化するなどの取

り組みとともに住民と事業者、環境保全団体等の取り組みに対する学習支援が必要ではないか

と考えております。また活動する環境づくりには誰がどのような役割をするのかを理解し、そ

れぞれの人たちが責務を果たすとともに、相互に協力・連携することが大切であります。住民、

事業者が環境保全の推進に果たす役割は非常に大きく、本町ではリユース、リデュース、リサ

イクルの推進とともに焼却ゴミの減量化においても他の自治体の模範となるよう、率先して取

り組んでいるところであり、今後におきましても環境負荷の軽減を図るよう住民と事業者、Ｎ

ＰＯ、各種団体などが行う環境保全、環境活動に関する自発的な取り組みをしっかり支援、応

援していくとともに環境問題をみんなで考える学習と環境活動にみんなで取り組む町にしてま

いり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） 

 先ほどは大変失礼いたしました。そういう町長の答弁がいただきたかったんです。 
 もう１つ付け加えますと今、地球温暖化対策実行計画ですか、それが今、取り組まれていて

２５年度に正式にはなると思いますけども、その中でそのような形になれる、その組織とか形

態というのはあるんでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 名前が２つあって、民間の団体と町がつくる団体がほぼ同じような名前でちょっと皆さんに

分かりづらいかなと思っていますが、地球温暖化防止対策の実行計画、これは地球温暖化防止

対策のみの関係に入っています。環境は非常に広いものですから、地球温暖化防災対策は防止

対策ですし、それとまたゴミの減量化はゴミの減量化、環境保全は保全というふうな、いろん

なグループが出てくると思うんですが、みんなで連携をしながらやっていきたい。地球温暖化

防止対策実行計画の中にもそういった役場がつくる組織と、そして住民が自発的につくってい

ただいている組織がありますが、今、名称がほぼ同じなんですね。非常にこれは分かりづらい

と思いますので、そのへんは考えていきたいと思います。 
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） 
 行政と民間が連携して、大きな１つの環境活動に発展していくことを希望します。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 それでは一般質問の途中ですが、ここで暫時休憩とします。 
 再開は午後１時とします。 

休憩 午前１１時５７分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午後 １時００分 
〇議長（芦澤益彦君） 

 休憩を解いて、再開します。 
 教育委員長の中村委員長は都合のため、午後から会議を欠席するとの届け出がありました。 
 続いて、一般質問を行います。 
 ８番、永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 それでは、午前中の続きで大きな質問の２番目に入ります。 
 男女共同参画社会づくりについてということで、手短に質問させていただきます。 
 平成２４年９月議会において、男女共同参画基本条例というのが提出されたわけですけれど

も議会で否決されました。このとき賛成、反対討論があったわけですけども、討論の中で条例

が必要ないという討論は全然なかったと思います。条例はぜひとも必要です。しかし、この内

容では通すのは議会としてはできませんという内容だったと思いますので、私としてはできる

だけ早く条例はつくっていきたいなというふうに思っておりまして、１２月議会で再度、提案

されると思ったんですけども、ありませんでした。条例はぜひ早いところ必要だと私は思って

いるわけでして、今後これに関してはどのような予定でいるのか町のお考えをお聞きします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町民生活課長、依田正一君。 
〇町民生活課長（依田正一君） 

 それでは、永井議員のご質問にお答えします。 
 富士川町男女共同参画推進条例の制定につきましては９月議会において否決され、町として

もこの結果は深く受け止めております。推進条例は否決されましたが、男女共同参画推進施策

が停滞することがあってはならないと考えておりますので、今後においても男女や年齢などの

区別なく平等な生活を送れるような社会づくりを推進してまいり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） 

 条例はつくらないということでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町民生活課長、依田正一君。 
〇町民生活課長（依田正一君） 

 条例は必要だと考えております。条例につきましては、中身を精査しております。慎重に検

討していきたいと考えております。 
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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） 
 精査しているというお話ですけれども、前回の反省に立ってどのような精査をして、そして

新たな方向性をお示しするのでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町民生活課長、依田正一君。 
〇町民生活課長（依田正一君） 

 中身につきましてもうちのほうで参画条例の中で、中身について言い回しの部分につきまし

て、分かりやすい条例の中身にしたいと考えております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ８番、永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 条文の書き方ということで前回否決されたわけですけども、これを精査するのにそんなに長

い期間がかかりますか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町民生活課長、依田正一君。 
〇町民生活課長（依田正一君） 

 否決されたことにつきまして、準備委員会のほうにお話をしたりとか、準備委員会の中でも

説明をいたしました。あとは町の中で精査を現在しております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ８番、永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 あのときの条例案は、準備委員会で責任を持って出したということなんだと思いますけども、

これをチェックする機関というのはあったのでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町民生活課長、依田正一君。 
〇町民生活課長（依田正一君） 

 準備委員会のほうで挙げてもらったものについて、町のほうで精査をしました。否決になり

ました結果についても、今、町の中で精査して一字一句確認をしております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ８番、永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 準備委員会で出されたものを町で精査した結果が前回の条例ということで考えてよろしいで

すね。そうすると町で精査した、そこの内部の問題というふうに考えていいんでしょうか。も

しそれならば、また同じことを繰り返してはいけないなという気がするんですけども、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。 
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〇総務課長（志村廣文君） 
 役場の中に法令審査会というものが設置しております。ここの法令審査会の中で審査をさせ

ていただいております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ８番、永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 あんまり長く深く、このところに突っ込んでも仕方がないと思いますので、このへんでやめ

ますけども、前回も審査会を通ってきたというふうに判断してよろしいですね。審査会を通っ

てきて駄目だったから、今回もまた審査会を通すんだけども、ぜひとも今回は前と同じような

失敗、あれは失敗だったと思います。失敗を繰り返さないように、早い時期にぜひとも条例を

つくっていただきたいというふうに思います。そしてまた議会で堂々とこれを可決していけれ

ばいいなというふうに思っております。 
 それでは２番にいきます。 
 アンケートなどによると、学校教育の中では男女は平等であるとほとんどの人が感じている

のに職場に入ったとたんに男性優位に転じるという結果が出ていまして、これは何もこの町に

限ったことではなくて、日本全国どこもみんな同じような現象が起きているわけですけれども、

この町においても例えば学校では生徒会、児童会、女子がどんどん出ていますね。社会でも機

会は同じということになっています。法の前での建前はそうなっているんですけども、なぜこ

んな状況になるのか。これは一般論として町長にお聞きしたいと思いますけれども、町長のお

考えはどんなところにあるんでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 今、議員さんが言うように一般論としては男女共同参画雇用機会均等法も世間で理解してく

れていると思っております。今言った生徒会の会長とか、例えば町の議会の議員さんとか、こ

れはよく話題になりますけども自由に立候補できる、そこが平等だよと。立候補するか、しな

いかは個人の勝手ということになっております。 
 ただ、まだまだ男女差があるところもあります。雇用機会均等、あるいはいろんなものにつ

いて差別があってはいけない部分と、もともと男と女は違いますから、性差の問題というのは

別にあってもいいんではないかと私は考えております。 
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） 

 もちろん立候補の意思のある人はどんどん立候補すればいいと思いますけども、今ここで私

が申し上げたのは、職場に入ったとたんにということは管理職ということですね。ここになか

なかなれないということは、何か女性に原因があるんではないか。もし原因があるとすればど

んなことだろうと、こういうことをお聞きしたわけですけども。 
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） 
 県のほうで山梨県の男女共同参画に関する県民意識実態調査というのがあります。これによ

りますと、職場内において男女の地位について男性が優遇されていると感じている方が多いと

いう結果が出ていること。そしてまだまだ公務員は別にいたしましても、一般企業にいきます

と賃金の格差、昇給などへの偏見といいますか格差といいますか、そういう企業があるという

ことも示されております。非常に残念だと思います。 
 このことにつきまして、経営者とか管理職の経営方針などの考え方によるところが大きいも

のですから、こういった男女平等の考え方がまだ浸透しきれていないんではないかと思います。

職種によっては性差を一律とすることが必ずしも正しいかどうか、判断が難しい部分もありま

すけども、平等な社会づくりを推進していくためには、男女共同参画社会基本法の理念が一日

も早く社会、世間に浸透することが重要だと考えています。 
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） 

 報告書によりますと、男性と女性の格差を考えたときに全世界で最も格差のないのはアイス

ランドだという結果が出ていますね。アイスランドは９０％近く、女性の格差の差がないとい

うことなんですけども、２番目がフィンランドで３番目がノルウェー、４番目がスウェーデン

という形になっていますけれども、日本はその中で１０１番目という結果がつい最近のあれで

出ています。これはもう前々から、どうしてこういう差がつくんだろうということが言われて

いまして、世界中、同じような問題を抱えていますけども、根っこが深いところにあると思う

し、改善はすぐにはできないし、意識の問題もあるし非常に難しいと思います。 
 ただ、３番にいきます。役場の職員の管理職の登用というのは、今ここで見ましても女性は

２人、職員のことだけを問題にできないというのはこちら側の議員のほうも２人です。議員の

ほうは自由に立候補すればいいではないかという話になりますけども、町長の専決事項である

人事に関して、これは自由にというわけにはいかなくて、町長のそこの責任者としての判断が

左右するわけですけども、何を基準に決めていらっしゃるのか、そこのところを教えていただ

ければと思います。 
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） 

 永井議員さんのご質問にお答えいたします。 
 本町の人事は年度当初に人事基本方針を定めて、この方針に基づき実施をしております。管

理職への登用については課長補佐級への昇任は年齢４８歳に達する年度を目安に、課長への昇

任は年齢５３歳に達する年度を目安に発令をしております。管理職の発令にあたっては人事ヒ

アリングを行い、所属長から見て年齢に到達する職員が管理職として能力を備え、業務をこな

せるかどうか。また本人が管理職昇任への意欲があるかどうかを所属長から聞き取り、年齢や

能力を総合的に判断して男女の区別に関係なく管理職へ登用しております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ８番、永井寛子さん。 
 

 ８３



〇８番議員（永井寛子君） 
 男女の関係なく登用しているということで、もう一度お聞きしますけれども、人事ヒアリン

グをしていく中で、本人の意思も関係するということですけども、町長から見て女性は男性よ

り能力的に劣っていると客観的にお思いになるでしょうか、どうなんでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 決してそんなことはないと思います。人間の半分、実際には女性のほうが若干多いかもしれ

ませんので、私はいろんなものに女性の意見を反映させながらやっていきたい。当然、役場の

管理職登用にしても今、課長が言いましたように一定の役場の中で基準がありますので、あん

まり若くて、優秀だからといってすぐ管理職というわけにもまいりませんので、今言ったよう

な基準を設ける中で、本人から希望と意見というものもとっています。その中で何を中心に今、

勉強しているとか、どういう仕事は自分はやっていきたいのか、みんな申告制にしております

ので、それを見ながら本人が意欲がある、また現在の上司から見て管理職として十分、耐え得

るかどうかというところを総合的に勘案してやっていますので、ただ、これまでの社会の中で

女性の皆さんの登用が少なかったものですから、今いる職員でその年齢に達している人もそう

いった訓練をしてこなかった。みずからも努力をしてこなかったというのも事実であります。

こういった年齢には達しているものの課長になっていない女性が若干いますけども、それは本

人との話し合いの中で私は上にいくよりも、もっと住民の皆さんと親身になって仕事ができる

職場を望んでいますということもありますので、そういうところで全員がというわけにはいき

ませんけども、これはそういった事情であります。冒頭言いましたように女性だから、男性だ

からどうこうというのは、この役場では持ち合わせておりません。 
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） 

 よく分かりました。私は十数年前になると思うんですけども、同じ質問をここでしたことが

あります。そのときはあちらに女性、誰もいなかったんですね。そのときの町長は女性に能力

がないわけではない。これから女性も出てくるでしょうということで、そのあと１人出て、２人

出てという時代がやってきました。なぜ私はそういうことをその場で質問したかというと、あ

る女性職員が同期に入った男性が、明らかに自分のほうが頑張っているにもかかわらず、どん

どん昇格していくという、それがどうしても納得できないということをちらっと、そういう方

がいらっしゃいました。そういうことがあるんだったら、今の町長の話だとそういうことでは

なくて、本人の意欲とか、あるいは努力が足りないというところでの判断だったならば私は誰

もが納得できると思います。それは今度は女性の問題ですね。女性の意識の問題に関わってく

るわけですから、それは納得できますけれども、そういう問題がありました。女性も徐々に、

やっぱり対等に、責任を持って役割をきちんとこなせるだけの訓練が必要になってくるなとい

うことを今、実際に感じたんですけども。 
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） 
 今、ここ数年、この説明員の席にも座らせていただいていますが、今ここにはいなくても、

長と付いている者はほかにも３名いますから、富士川町では管理職として今、長の付いている

女性は５人いると思っていただいて結構です。これからもっともっと増えていくんではないか

なと女性にも期待をしていますし、女性だからということではなくて、一生懸命町民のために

努力をしてくれている方を管理職に登用していきたいと思っています。ぜひみんなで頑張りた

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） 

 男性だから女性だからということではなくて、本当に能力がある人にはぜひともこの富士川

町を引っ張っていっていただける人材に育ってほしいと思います。よろしくお願いいたします。 
 ４番にいきます。 
 庁舎内におけるワークライフバランスの取り組みについて、伺うということですけれども、

ワークライフバランスとか最近、ダイバーシティとかいろいろな意味で職場と、それから家庭

を両立させる、生き生きと働ける場づくりのような考え方が広がっていますけれども、この富

士川町役場の中においてはこういう取り組みはあるのでしょうか。 
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） 

 永井議員のご質問にお答えいたします。 
 役場では家庭生活とバランスの取れた職業生活を送ることができるよう、産前・産後休暇、

育児休暇はもちろんのこと、妊娠中または出産後の通院休暇、それから小学校就学までの子を

養成するための部分休業など、子育てをしながら安心して働き続けることができる体制を整え

ております。そのほかの制度として介護休暇、看護休暇、配偶者出産休暇、ボランティア休暇

等もあります。また働く時間を見直し残業を抑制するため、毎週水曜日をノー残業デーと位置

づけ、職員の超過勤務の削減を図り健康管理に努めております。さらに役場衛生委員会におい

て、産業医の意見を伺いながら相談体制を充実させ、職員の心と体の健康を醸成させたいと考

えております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ８番、永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 今、このワークライフバランスの取り組みは、県内でもいろんな自治体がやっていると思い

ます。今、課長のほうからご説明がありましたけども、例えばいろんな休暇を積極的に取りま

しょうということでやっていると思いますけども、育児休暇をこの富士川町職員の男性職員は

取ったことがあるんですか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 総務課長、志村廣文君。 
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〇総務課長（志村廣文君） 
 育児休暇は現状のところでは今、女性のみであります。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ８番、永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 女性が今までずっと育児休暇はあったけれども、今後は男性も女性と同じように育児休暇を

取ったり、介護休暇を取ったりしながら対等な形でやっていこうという方向でいきつつありま

すけれども、なかなか現実は難しいということは分かっています。ただ、この地域において例

えば企業でも率先してワークライフバランスの就業規定をとろうというようなところも出てき

ているようですから、そういう意味ではやりやすい環境をつくっていくのはやはり自治体から

まず始めるということも必要かなというふうに思います。財政的に非常に厳しい部分もありま

すけれども、まずは自治体職員から率先してやろうという気運をどこかで起こしていくことも

必要かなと思うんですけども、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） 

 今、永井議員さんもおっしゃいましたとおり、子育てとかそれから家庭での生活、特に子育

てなんかについては、仕事とのバランスということが非常に大切だと思います。今後、うちの

役場につきましても、さらにそういった男性も併せて子育てができるような環境とか、それか

ら健康に対する問題だとか、そういうふうなものを含めて、この職場と、それから家庭の両立

を図れるような体制を整備していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ８番、永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 現実的にはいろいろ難しい問題もあるかと思いますけれども、でもここの町に住んでいて仕

事も家庭も生き生き輝いてできるという、そういうまちづくりを目指してみんなで汗を流して

いけたらいいなと思いますので、ぜひそんなことまで含めて環境づくりをお願いしたいと思い

ます。 
 以上で終わります。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 以上で通告５番、８番、永井寛子さんの一般質問を終わります。 
 続いて通告６番、６番、齊藤欽也君の一般質問を行います。 
 ６番、齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 それでは、一般質問をさせていただきます。 
 １つ目は、峡南北部二病院統合についてということです。先ほど秋山議員のほうから、細々

と財政的な面についての疑問点、指摘等がなされ答弁も行われました。とはいえ、改めて町長

のほうにお伺いしたいと思います。 
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 第３回、そして第４回と協議会が経過してまいりまして、いよいよ明日、質疑のあとに予定

では一部事務組合の設置案件を議決するというところまでまいりました。思い返せば、この病

院問題が始まり、町民からの説明会を行いながらいろんな意見が出され、不安な意見を出され

ながら、しかしそうした中でどうしても病院はなくては困るよと。廃止される可能性が高いん

だから、なんとか町が関わってやらなければいけないということで、いろんな曲折を経ながら

ここまできたと非常に感慨深い思いを持っています。しかしながら私は依然として、この病院

を町が経営していくということについては、非常に不安を持っております。 
 そこで財務計画において、ある程度分析、あるいは方向性、具体的な数字等もある程度出さ

れておりますが、いまだシミュレーションを含めた具体的な計画案というのは、まだまだ私の

目には見えてこないということなんですけども、その点についてまず１つ、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） 

 齊藤欽也議員の、二病院統合の財務計画についてのご質問にお答えをいたします。 
 基本計画の中の財務計画につきましては、第３回峡南北部二病院統合協議会において、２病

院の財務の分析を行い、第４回協議会では老健施設２施設の財務分析を行い、その結果を受け

３項目の協議事項が示されたところであります。 
 まず統合病院としての財務指標の設定として入院単価、病床利用率、給与比率などの目標値

が設定をされ、次に投資および資金繰りの設定として施設設備の前提条件や開院時の必要な資

金の調達方法の案が示され、最後に財産の管理および処分の設定が示されました。 
 前提条件として、市川三郷町立病院と老健の一時借入金は平成２５年度末に市川三郷町に帰

属することが示されました。これを受け、市川三郷町立病院にかかる企業債を引き継ぐのか、

引き継がないのか。鰍沢と市川の老健施設を引き継ぐのか、引き継がないのか。市川三郷町の

老健施設の企業債を引き継ぐのか、引き継がないのか。こういったいろんなことをした、６つ

のパターンによるシミュレーションが示されたところであります。 
 また、市川三郷町立病院と老健の固定資産と固定負債の差額を平成２５年度末に市川三郷町

が一部事務組合に現物出資し、これと同額を富士川町が金銭出資することが望ましいという案

も提出されました。このシミュレーションを参考に市川三郷町立病院と老健の企業債の扱いを

両町で協議していく必要があるとされたところでありますが、これらを受け３月にはこれまで

の協議結果を踏まえた基本計画が策定されてまいります。この基本計画は基本構想を受けての

基本計画です。そしてこの基本計画をもとに４月以降、両町による一部事務組合において詳細

が決定されていくと、こんな手順になっております。 
 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） 
 今のお答え、秋山議員のときの議論の中で出てきていることなので、私もその方向性や今後、

詰めていくことの内容の詳細、あるいはどのような形で協議していくかということについては

十分承知しております。 
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 ただ、先ほど秋山議員の中で指摘がありましたけれども、今回、病院経営をするにあたって、

むしろ私はその後の運営について非常に疑問を今でも持っています。大筋での資金繰り、調達、

あるいは今後の運営の方向性や詰めていく内容、あるいは負担割合等々についてはそうなんだ

ろうなというふうに正直、見ていてそれ自体は思いますけれども、当面の運営資金という問題

もありますが、それ以前に一番大事なその後の経営ですよね。そこでずっと私は疑問に思って

いるんですけども、あの大前提はあくまでも示された医師が確保できるということですか。そ

れとこの地域の患者が、大方の人があそこを利用できるような、もちろんそれだけの診療科を

増やすということで、そして利用がされるということは１つの前提になっていると思うんです

けども、ここについて私はいまだ不安を非常に持っているんですね。要はどんな計画もそうな

んだけども、見積もりをし予測をし、そして運営ということでして、私が考えるにおそらく、

それがそのとおりの形にいかないだろうと思っています。それは経営が苦しくなったときに結

局、病院を統合していく。診療科も含めてですね。当初あった前回の協議会で、鰍沢病院を主

病院とする、私はそういう方向性にいずれはせざるを得ないんだろうなというふうにいまだ考

えていますし、そしてその点について詳細な詰めというのはその後、議論されていないように

感じているんですけども、その点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） 

 この病院統合の話は議会でも最初から加わっていただきまして、最初は峡南病院を含めた

３病院の医療統合が望ましいという意見をいただきました。それが今度、峡南病院さんが離脱

したことによって２病院の統合でいこうという中で、２病院、これは市川三郷、これまでも貴

重な財源をつぎ込みながら、あれを運営してきたものですから、最初から統合という案も持っ

ていた委員さんもたぶんいたと思いますが、それでは話がまとまらないということから２病院

を残しながら、そして役割分担をしっかり示す中で、お互いが同じようなことをしないような

地域完結型医療という形になってきました。 
 そういう中でやっておりますので、いずれまた峡南地域も過疎地域でありますし、日本全体

も人口が減っていく予測が出ておりますので、５０年後も８０年後もこのままでいけるとは誰

も思っていませんが、今の医療をなんとかしなければならないということからこの問題が出て

いますので、ですからこういう基本計画をつくりながらの、こんな形で当面は運営し、そして

またまわりの状況を見ながら、いつでも経営も運営も見直すようなことができる病院にしてお

ります。 
 今ここで統合がまだ進まない先から、どっちを統合するとか、どれを廃止するという話が出

たら、この話は最初から終わりになるんではないかなと思っています。合併の問題もそうです

が、合併するときには対等でいろいろやってきた。でもこうやって１つの町になっていくと、

先ほど鰍沢出身の議員さんからも話がありましたように、同じものがあると。未来永劫持ち続

けるわけにはいかない。ただバランスを考えながらやっていけば、皆さんの理解が得られるん

ではないかと。この病院の問題について、バランスはこの地域の皆さんが不便なく地域の病院

でちゃんとした診療が受けられる。そしてそこには苦労することなく、そういったところへ行

けられる。そんなようなことがバランスではないかなと思っています。 
 今度、病院が統合されますと、この富士川町の人たちも初診の部分は市川へ行かなければな
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らない人も出てくるかもしれません。そしてまた市川の人も、これもまた市川の病院で入院で

きた人が鰍沢の病院へ入ってくるかもしれません。そのへんはやはり、今の状態では両病院と

も潰れてしまうから、ここはなんとか自分たちも不便を感じながらも努力をする、その中で病

院をしっかり確保していこうということだと思います。 
 今は統合に向けて一生懸命努力しているところでありますので、またそれを経営して数年

経ったところで、これでいいのかという見直しはやっていくつもりでおりますので、現状で

２０年後３０年後を見据えた処理をすることはな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） 

 ２つ目に移りたいと思うんですけども、診療体制の課題、目標値は示されているが、それを

可能とするための医師の確保について、医学部との協議はどこまで進んでいるのかという質問

なんですけども、実はこの質問を議会へ出した２月２５日なんですけども、その直後に先ほど

秋山議員のほうからも出ましたけども、市川三郷町立病院の整形外科の先生が３人引き揚げら

れて、診療日が２日あるいは３日になってしまうと。しかも半日診療だという話を聞いて、正

直非常に驚きました。今から医師を派遣してもらおうと思っている矢先に、こういったことが

起こったので非常にびっくりしました。 
 たまたま市川三郷町の議会が６日にあるというので、ちょっとのぞきに行きました。当然そ

こでも出まして町長の答弁も伺ってきたわけですけども、こういうことを聞くと正直ものすご

く不安になるんですけども、私の質問も絡めてちょっとその点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） 

 先ほど秋山議員のときにもちょっとお答えをいたしましたが、２５年から２６年３月、来年

の３月までは、市川三郷町立病院として運営していただきます。鰍沢病院は社会保険鰍沢病院

で運営していただきます。来年４月１日から峡南医療センターとして、私たちが関与するとい

うか、つくり上げる企業団で運営していただくことになります。鰍沢病院のほうも今、全部が

山梨医大から先生が来ているわけではありませんので、鰍沢病院の中でも医師の動きがあるや

に聞いています。市川のほうもそれぞれ医師の動きがあると。ただ、今回の２病院を統合せざ

るを得ない１つの要因の中に鰍沢病院も医大から整形の先生が来ている。市川にも行っている。

このまま続けられないから、これをなんとか統合して整形の先生は少し吸い上げたい。その代

わり、ほかの先生をまわしてくれる。こういう医大の話から起きているものだとは考えており

ますけども、来年４月からは今度つくる基本計画に沿ったような形で医師の配置をさせていた

だければいいんではないかなと思っております。 
 まだまだ統合になるのはこの先でありますので、今は市川の病院のことは市川の病院の問題、

鰍沢病院の問題は鰍沢病院の問題、ただあと１年しかありませんから、その１年後の再スター

トといいますか、新スタートに向けていろんなお願いごと等々はやっていくつもりでいます。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ６番、齊藤欽也君。 
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〇６番議員（齊藤欽也君） 
 この点はちょっと重要なので再確認したいんですけども、今の町長の発言でいきますと鰍沢

にも整形があると。２つあるので、将来的にはそれを常勤医に、非常勤の人たちを常勤医にす

るとか、いろいろな形でもっとうまい運営ができるようにしていこうという流れになるんで

しょうけども、今回の引き揚げが先ほどの中ではそういうことも見据えてのことなのかなみた

いな発言にちょっと取れたんですけども、私なんかにすれば今の市川三郷町の町民にとっては、

うちが引き揚げられてしまう、こんなことで今後一緒になって、今の段階でさえこういう状況

なのに、本当に医師が確保ができるのかという心配も誰しも持つんだろうと思います。その点

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） 

 当然、先生が引き揚げられれば、今の診療はできないということになります。それでは非常

に地域にとって困ることだと思います。先ほど言いましたように今後、２６年４月の開院に向

けて、開院時の目標、そして開院中期の目標、長期の目標とつくってあります。開院時にはも

う、今度の基本計画や連携計画で出ているような形にもっていきたいというのがあります。私

ども一日も早く病院を取得する話を済ませ、そして練習期間を早く取りたいなと。その練習期

間のときから地域医療の完結型の病院として動いていかなければならないと思っていますので、

その間は私、市川のほうの詳しいことはよく分かりませんけども、医大の支援を受けながら、

今までの診療が劣ることのないように、たぶんやっていけるんではないかなと思っていますが、

明年度の途中からは鰍沢病院のほうに選任の医師がいて、その医師が途中から市川三郷町のほ

うにも行き、そしてそちらで診療もする。そんなふうな形も練習として２５年の途中からは入

れていかなければならないんではないかなと思っています。２６年４月１日になって、その日

からパッと変わるんであれば病院の職員も戸惑うでしょうし、患者のほうも戸惑うと思います

ので、２５年度の途中から、できるだけ早い時期にしたいと思っておりますけども、いずれ一

緒の経営体になるということですから、そういったことをやっていきたいなと思っております。 
 市川の病院の先生をどうするこうするは私のあれではなくて、医大と市川の今、関係でやっ

ている問題ですから、私のところでそれに対してとやかく言うことはないと思っています。 
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） 

 今おっしゃった、２５年度途中からというお話、新しい医療体制に向けての準備期間という

話と今のこの問題はまたちょっと性格が違うんだろうなと。基本的には医学部に医師の派遣を、

大方、頼っていかなくてはいけない。その医学部の科でいえば整形外科という、ごく一部なん

ですけども、そこが引き揚げたということは今後に対して私なんかは非常に不安を持ちます。

だから私がもし町長の立場であれば、どういうことですか、これはと。当然、聞いて然るべき

だと思うんですよ。だって、そんな状態の医学部を当て込んで病院を運営しますと。そして医

療センターにします、先生も増えますみたいな話をしていたって、絵に描いた餅みたいな話で

不安が募って私は当然だと思うんです。たとえ現在は、今、市川三郷町が運営しているから、

あちらの話なのでこちらがとやかく言えないといっても、そこはやはり危機感も持つべきだろ
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うし、当然、町長の立場からしたら私はなんらか、当然お伺いなり、事情説明を受けるなりな

んなりのことをなさっているものだと思ったんですけども、それはなさっていないということ

ですか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 よその自治体のことですから、そこまでいくと内政干渉になるんではないかなと思っており

ますので、それは言えないところはご理解いただきたいと思います。市川三郷町の病院の運営

の仕方に対して口を出すことですから、それは控えたいと思いますけども、先ほど来言ってい

ますように、２６年４月１日からは富士川町も出資をする病院の運営になりますから、そのス

タート時までにしっかりした、この基本計画に則った医師確保をしていきたいなと、これは事

実でありますけども、そんなことであります。 
 そして今は、市川三郷町は医大へほとんど頼っていると思います。鰍沢病院も頼っていると

ころはあるんですけども、医大のほうでこれからの医師配置計画みたいなものをつくっており

ますので、そこのところは医大さんに今後お任せをしていくところではないかなと思います。 
 来年４月からはこの基本計画にもし違うようなことが、また大きな差異が生じれば、これは

市川三郷町と今後、半々ずつの病院ですから一緒になって医大にも県にも抗議をしたり、お願

いもしたり、それはまたやっていかなければならない問題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） 

 一言だけ町長にお伺いしておきたい。 
 この医師の確保の問題を指摘されたときに、市川三郷町の久保町長は統合されてからの医師

派遣についてどうなんですかという話を質問した、一瀬議員だったと思うんですけども、対し

て医師の確保ということについては、うちの町としては、今現在、運営している町ですから、

正直、頼って運営していますから信じるしかないというように申されたんですね。信じるしか

ないと。これはなんとなく分かるんですよね。非常に頼っている立場ですから、弱い立場だと

いうこと、信じるしかないと表現されたんですけども、町長はそういう意味でいうとどういう

ふうにお答えになるのか、ちょっとそのへんを。例えば、それは絶対できるよと、自信を持っ

て言うとか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 先ほど言いましたように、市川の病院のことに対して私が口を出すことはないと思いますけ

ども、これからできる峡南医療センターの基本計画に則った医師が来ないときには、やはり医

大へ行って、この計画は医大も関与してもらっているものですから、医大に強く医師派遣の要

請を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。 
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〇６番議員（齊藤欽也君） 
 町長の発言の中には、私のところではないですけども、医大の分院化的な存在という発言が

ありました。できれば本当に分院化してもらいたい、それはそういうふうに正直思います。 
 ２つ目、次の質問に移りたいと思います。 
 当初予算に関わる当初運営ということで、１つ目として昨年、私は二度、たまたまちょっと

拝見させていただいたんですけども、前の監査委員の井上さんを中心としてグループが、井上

さんが座長になって町単独事業について多くの事業について仕分けをされ、そして継続、見直

し、あるいはもっと増やすべきだとか廃止ということを一生懸命やっていただいて、次からは

聞くところによると、もうちょっと大きな県の補助金をもらっているような事業にまで踏み込

んで、次から検証していきたいという話を伺っていますけども、今年の当初予算の中ではそれ

がどのような形で反映されているのかお伺いしたいと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 事務事業の適正な執行と透明性を確保し、効率的な財政を図ることを目的として、平成２４年

度の事業評価は１３事業の事務事業と３２項目の補助金について、住民評価委員会の評価をい

ただいたところであります。 
 この評価結果を踏まえまして、事務事業につきましては廃止を１件、継続を１１件、拡大１件、

補助金につきましては廃止が６件、縮小が６件、統合が４件、継続１６件としたところであり

ます。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ６番、齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 もちろんこの見直しというのは財政、行財政改革ということで事業の必要性そのものと金額、

その妥当性においての金額ということがもちろん大きなメインだったんだと思うんですけども、

今回、当初予算の中に地域力創造交付金ですか、各地域に、ある意味では自由にと。企画課の

ほうから説明を受けています。いくつかのこれまで各地区に出してきたものを一括化すると。

たしか３５万円の頭割りみたいな話が、均等割とその頭割りというような形での配布というこ

とがされているんですけども、それを聞いたときに一番思ったのが、いわゆる自治会、地区の

運営にあたって、一生懸命いろんなことを工夫しながらやっている、現時点でやっているとこ

ろと、ちょっと話を聞くとどうもそうではないというところの話が当然あるわけですよね。自

助公助なんていう言葉があって、最近は公助よりも自助だというような話もある。要するに地

域のことは地域でできるだけ皆さん協力しながらと。そして少しの負担ならば負担しながら地

域で協力しながらやっていこうと、やっていってもらいたいという流れが一方であるんですよ

ね。そういう意味からいくと不公平感も当然出るだろうし、私むしろこれこそ、今回の交付金

こそ、むしろ事業仕分けの対象になるんではないかなと、見た瞬間に思ったんですけども、そ

ういうことについて、町長どのようにお考えですか。これをどこでどういうふうにつくったの

かというのもついでにお願いしたい。 
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） 
 片方ではこれまでの事務事業を見直して、また補助金を見直して４５の事業を点検したと。

そういう中で新たな交付金をつくったと。この整合性ということだと思いますが、見直すべき

ものは見直し、廃止するものは廃止し、スクラップ・アンド・ビルドという言葉もありますけ

ども、もう廃止をするものと、そしてまだそれは廃止のままでいいもの、それよりもまた新た

なニーズに応える部分も必要だと思いますので、何も精査をせずに新たなものばかり積み上げ

るわけにはいきませんのでこういう作業をしておりますから、補助金の廃止と今度新しくつく

るものの整合性というのは、ちょっと合っていないんではないかなと思います。廃止すべきも

のは廃止する、見直すべきものは見直しする。そして今回つくったこの地域力創造交付金につ

きましては、この事務事業の見直しの中にはなかった区の運営費とか、区に今までルーチンに

やっていた部分が、おおむね８つの補助金があります。これらを統合し、区の手間も減らし、

役場の手間も減らす中で役場の人数が分かりますから、世帯数も分かりますので、一括交付金

として申請書がなくても区へお渡しする。渡し切りの補助金になると思いますから、実績報告

がいらない。ただ、どんなところに使ったのか、貯金をしているのか、飲み食いしてしまった

のか、なんか事業をしたのか、それが分かる使途明細はくださいという制度にしてありますけ

ども、そういった中で新たな地域からのニーズもありますし、施策としてこれからのまちづく

りに各区が自分の住む地域の課題を見つけて、そして自分たちでアイデアを出して、そして創

意工夫していく、そして解決していこうと。そうすることによって自分たちの考えたような、

より快適な住みやすい地域づくりができるようなこと。議会の冒頭のあいさつにもさせていた

だきましたが、これからはやはり各区も役場も県も創造とチャレンジの時代になってくると思

います。みずからのものはみずから考え、みずから実行していく。ただ、各区には区費も取っ

ておりますけども、そんなに財政的な余裕はありません。そして今まで町の補助金は縛りがあ

りましたので、その縛りを外しながら地域で創造チャレンジといったキーワードのもとにいろ

いろ考え、実行していただけるよう地域力創造交付金を創設したものでありますので、当初予

算の整合性というか今までの補助金の廃止、見直しをした部分、そっちは減るばかりではなく

て拡大というのもありますので、それとはまた別に町は今の事情、これからのまちづくりの１つ

として地域力創造交付金を今回、議会へ提案しているところであります。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ６番、齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 趣旨は理解していますけども、要は逆に言えば、ある意味ではばらまき的な話にもなってし

まうのかなという気はします。正直。地区によってはいっぱい活動して、私たちも区費だ、い

ろんな協賛金、長沢区に出しています。一生懸命、区の役員さんがそれを使いながら、いろん

な工夫をして、そして足りない部分は、町からの補助金をもらえるものは一生懸命申請をしな

がら四苦八苦しながらやっているというのが実情だと思うんですけども、やはりそういったこ

とを考えたときにそうでない地区のことも同時に頭に浮かぶと。それは進めてもらうんだよと、

これがそのきっかけにしてくれという趣旨もあるのかもしれないけども、そういうことがしっ

かり区長なり区民なり町民に示されていかないと、これの話というのは、どこかでは貯金ばか

りどんどんしてしまっているよと。使い方が分からないからというような話になっていると。 
 交付税、よく一括交付金ということが地方の場合でも国との関係でありますけども、一般的
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には一括交付金というのは使い勝手がいいから、逆に言えば多少、補助金制度で四苦八苦しな

がらもらっている額が多少少なくても、一括でもらったほうが使い勝手がいいということで喜

ばれるわけですよね。喜ぶというか、もっとくれればいいんだけども、ありがたいと。でも今

回は、聞くところによると今まで出している金額よりも、かなり予算的には大きくなっている

ということを考えると、果たしてどうなのかなという疑問が１点つきます。その点について一

言だけ。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 いろんな区で頑張っている区、頑張っていない区もあると思いますけども、頑張っていない

区にも同じような算定の中で交付金をお渡しする、そしてこれからの地域づくりの動機付けに

なっていただければありがたいなと思っています。 
 ばらまきという言葉がありましたけども、これは中の算定はすべてしてあります。先ほど言っ

た８つの補助金や運営費を統合する形の中でやっていまして、そしてそれに今度は地域が自由

に使える部分を若干付けた交付金でありますから、民主党さんのつくった一括交付金は縛りが

補助金よりも厳しすぎて、本当はあれではいらないなという感じでしたが、今後は自民党さん

になりまして、もうちょっと使い勝手のいいものが出てくるんではないかなと期待していると

ころですが、うちのほうはそういう反省に立って縛りのない、お金の縛りもないし、使い道の

縛りもない、地域で考えてくださいという部分ですので、そして決して年度内で使い切れとも

言っていませんから、貯金をしておいてもっと数年貯めて大きなことをしてもいいですよと。

たぶん日本全国でも初めての交付金になるんではないかなと思っておりますけども、あとは地

域の皆さんの知恵の出しどころだと思っています。 
 また今回の見直しの結果、平成２４年度と比べまして２５年度のこういった補助金関係の当

初予算は４１５万円ほど減らしてあります。トータル的には減っております。当然、先ほど言っ

た事務事業の見直しの中での、補助金の見直しの中で減った部分もありますけども、今回のも

のも８つの補助金のベースの上で若干、上乗せをしたというところですから、トータルすれば

１，１００万円ほどの予算になりますけども、そんなにびっくりするほど増えておりません。

ただ前年を下回ることがあっては困りますから、各地区均等割を３５万円というのを入れさせ

ていただいて、あとは住民１人当たり３００円ずつ算定の中で交付させていただく。５００人

アップ作戦もやっていますけども、各地域が人口を増やしていただければ、町の人口も増えて

きます。そういったいろんな絡みもありますので、ぜひこの補助金を、交付金を活用していた

だきながら、それぞれの地域にふさわしい地域づくりをやっていただくと住民も住みやすく

なってくるんではないかなと。 
 ただ、これはわずかな金ですから、地域の本当に細かいだと思います。また地域と町で一緒

にやること、町が主体で専門的にやること、そういう事業も残っておりますので地域と連携す

る中でやっていきたい。そしてこの補助金は現区長さんにもこういった補助金を今、議会のほ

うへ挙げていきたいという話はしてありますが、４月からは区長さんも代わる区がありますの

で、４月の区長会でしっかり、この交付金の内容を説明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。 
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〇６番議員（齊藤欽也君） 
 この件については、また予算のほうですから、そこで細かい点については触れさせていただ

きたいと思います。 
 ２つ目に町民会館の耐震化に向けたことなんですけども、昨年、私が一般質問をし、たしか

町長がさらなる合併のことも触れながら、３月ぐらいには１つの方向性を示したいというふう

な発言をされたと私は記憶しております。 
 そんな発言があったものですから、少なくとも検討委員会ぐらいの予算は盛ってくるんだろ

なと希望として持っていたんですけども、これに関わるような費用というのはあまりどうも見

受けられないということで、耐震化等に向けた事業計画というのが、先ほどから２人の、齊藤

議員と小林議員から出されました。齊藤議員のほうに対しては、さらなる合併ということをひ

とつ区切りつけようと。だから、これまでは学校や教育関係のほうに力を入れてきたんだよと

いう発言がありましたし、小林議員のほうですか、これはどちらかちょっと順番は別としまし

て公共施設の再配置計画を策定してやっていくというお話がありましたけども、その点も含め

て現在どうなのかということについて、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） 

 町の公共施設の耐震化および大規模改修につきましては、午前中もお答えしましたようにこ

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実施してきたところであります。そ

うは言いましても町民会館とか庁舎は老朽化が進んでおりまして、また耐震基準を満たしてい

ないことから、順次耐震化や建て替えが必要だなということも認識をしているところでありま

す。このため既存の施設の整理統廃合、廃止、譲渡、他用途への転用を視野に入れながら時代

に即した公共施設のあり方とか方向性を総合的に検討してまいりたいと考えております。 
 なお、町民会館の老朽化した施設とか用途が重複する施設については順次、用途別の分類を

基本とした公共施設の再配置計画を策定し、そしてその計画に対するコンセンサスを得た中で

予算化を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） 

 まもなく３．１１、丸２周年ということで途中でサイレンが鳴ると、黙祷しましょうと。非

常に記念すべき日にこういう質問をさせてもらっているわけですけども、ちょうど議会中、前

回も私そこで揺れて非常に驚きましたけども、その日が今日だということも奇しくも感じてい

ます。 
 この問題はもう本当に古くからあり、しかも震災があって余計緊急性が増した。ただ、町長

がそのときにおっしゃっていたのは合併も考えているからみたいな話をしながら、先延ばしを

されてきたと。私、今回、非常に驚いているのはプールの建設費が、私からすればまったく知

らない中で突然、盛り込まれたと。それも少ない金額ではないですよね。設計とか管理とかを

含めれば約７千万円近い金額になるんですかね。用地取得を含めてですね。造るほうはまた別

個にかかる。 
 これは先ほどちょっと答弁を聞いていたら、今年になって急に決まったような、要望書が出

 ９５



されたのが今年みたいな話も出ているんですけども。前々から考えてはいたと、用地も探して

いたみたいな話もあるわけですけども、こういう事業が今、一方で今年の予算でやられる。そ

して太陽光発電も補正で小中学校、つけていくと。たしかに目的はいいんですよね、それぞれ。

私、いいと思います。プールを小学校の身近に造る。あそこでは大きくて深いし、老朽化して

いるから造りたい。そして今のエネルギーの時代だから太陽光発電をしたい。それ自体は、一

つひとつは全然悪くない。ただ、それだけのお金があるんだったら、なぜ今回この町民会館、

本当に緊急度が高いと私は思っています。いつ潰れてもおかしくないと。これを抜きにして、

なぜそっちのお金がどんどん盛られて事業が進められるのか、私は理解できないんですけども、

その点も含めてちょっとお伺いします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 この町にもいろんな施設がありまして、先ほど言ったように整備統合しなければならないも

の、また廃止をしなければならないもの、また民営化といいますか、譲渡ができるものも譲渡

していかなければならないものもあるかもしれませんし、他用途へ転用していかなければなら

ないものもある、いろんなものがあります。民間施設も、午前中、にぎわいのまちづくりとい

うものがありました。あれもよその店舗が今、営業していることを視野に入れながらですが、

いずれ、ベイシアさんではなくてオギノさんに決まったんですが、ベイシアさんが出てもオギ

ノは撤退をしていくんだろうなという中から、あそこを視野に入れたことを考えていたんです

が、いろんな町にも施設がありますから、前回の議会でも民間施設に図書館をという話もあり

ます。そういったものも含めて、いろんなことを考えていかなければならない。そういう中で

公共施設の再配置計画というのをつくっていかなければ、なかなかできない。ただ、今までの

保育所とか小学校、中学校は動くものではありませんから、そこにはそこでやっていける。た

だ、公共施設は今の場所も例えば町民会館、あそこへ建て替える。建ぺい率の問題もあります

し、あれと同じものが建てられるかどうかという問題もありますから、そういうのも含めて再

配置計画をつくる中で、また皆さんにその計画をお示しする中で、コンセンサスが得られれば、

今度は計画的に整備をしていきたいという部分だと思っています。 
 今までが突発的にということではなくて、鰍沢のプールにおきましても教育委員長がご答弁

させていただいたように、鰍沢時代から今のプールでは、大人用ですからできない。われわれ

も予算化はしていませんけども、学校からはあの中にブロックを入れて埋めてください。大人

が使うときにはクレーンでそれを全部出します。毎日、それをやればなんとか子どもたちが安

全にできるというふうな学校の提案もありましたが、そんなことを毎日するほうが経費がか

かってしまってどうにもならないということで外した部分がありますが、教育委員会でもかね

てから用地を探してきました。そうしたら学校の東側の用地でおおむね了解が得られそうです

ので、そのほうの今回は経費を計上させていただいていると同時に２５年度の、政権が代わり

まして、予算の中で建設費の確保も目途が立ってきたということから、そこをまた逃すとこれ

は造れなくなりますので、本当にプールのものは急きょという人もおると思いますが、中身を

知っている人は、旧鰍沢町時代からの要望でありまして、住民からもそして教育委員会のほう

もそれは準備をしてきたという中で、目鼻がついたから今回、予算化をさせていただいたとい

うことでご理解をいただきたいと思います。 
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 それ以外の公共施設は今、言いましたように今後、再配置計画を策定いたしますので、それ

を見ていただきながら、バランスのよい町の中の配置を考えていきたいと思っております。 
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） 

 今の話を伺っていても、やはり私は今度の予算を見たときに緊急度、町全体として何が緊急

なんだという、ここの視点があんまりないんではないかなというふうにしか思えない。いろん

な話を聞いても。たしかにいろんな分野で永続的に将来を見通してそれぞれやっていかなくて

はいけないし、検討もしていかなければいけないものはいっぱいあるんですよ。そしてそのプー

ル、教育環境としてみればプールという問題も当然あるだろう。ただ、お金がない中で今、何

をやらなければいけないかというと、やはり町民会館です。私は議員になってからずっと言っ

てきていて一歩も進まない。検討委員会なるものがつくられて方向が出た時期も一時期ありま

した。あったけども結局一歩も進まない。町長はさらなる合併ということについて、一区切り

をつけたならばやるんだと言っていたけども、もう一区切りつけただろうと思って、大方私な

んかももうそろそろだろうなという、時期がいつかなというぐらいの話で。そうであるならば、

そういう事業計画を進めるための内部検討なり、あるいは外部の検討委員会なり、もっと早め

に立ち上げるべきだし、少なくとも今回、私はなんでもいいからどんな形でも具体的に、今回、

もう当初予算に入っていないですから、補正なりなんなりでちゃんと組んでもらわなければ、

これは本当に町の全体の予算の配分の使い方としては、今回の当初予算は明らかにそこが欠け

ていると思います。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） 

 太陽光発電とかプールにしても、そんなに期間がかかるものではありません。ただ庁舎とか

町民会館というのは非常に、道の駅もそうでしたけども、長い年月がかかります。そして大規

模改築費になりますので、単年度の予算ではできません。やはりこういうものは継続費を待っ

ていただかなければならない。私もお金さえあれば造りたいと、改築したいのは山々ですけど

も、私の任期もあと１年でありますので、その中でこれを今するのがいいのかどうなのかとい

う問題もあります。 
 今回、そういった質問がありましたので、さらなる合併については当面棚上げをして、これ

からはそういった一般の人たちが使う公共施設のほうの耐震化、あるいは改築を図っていきた

い。ただ、そこにはただ単にそういったさらなる合併を棚上げしたから、すぐそれへ取り掛か

るんではなくて、やはりこの町のいろんな建物の用途別の分類を基本とした公共施設の再配置

計画をつくって、そして皆さんのコンセンサスを得る中で、予算に反映をさせていきたいとい

うことでありますので、やらないと言っているわけではなくて手順を踏んでいきたいというこ

とでありますので、ご理解をいただければと思います。 
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） 

 最後に一言だけ述べさせていただきたいと思います。 
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 今言ったように時間もコンセンサスを得るにも、検討するのに非常に時間がかかることは分

かっているんですよ。分かっているからこそ、なぜ今までやってこないのかということだと思

うんですよね。こういう状況になって。プールのことは、小林議員も気にされていて一般質問

に入れていたら、造ってくださるということなので、プールを造ること自体が良いか悪いかと

いうことではなくて、そういった課内の準備なりということが時間がかかるものであればある

ほど早急に手をつけなくてはいけないと、こういうように私は思います。そこについて、最後

に。明確な答えを。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 当然、長時間かかるものであります。これは表へ出してからも長時間かかるものであります

し、役場の中での合意形成、あるいは政策形成をするのにも時間がかかります。内部ではもう

前々から当然やっていることでありますけども、今回こういった質問に答える形でさらなる合

併というのを棚上げいたしましたので、これを外へ言うのは今回が初めてだと思いますが、今

後は一般の人たちが使用する町民会館、あるいは庁舎、そういうものについてその中には今ま

での議会の中での議論もありました。図書館を造れというものもありますので、そういった新

たなニーズも含めた公共施設の再配置計画をつくる中で、コンセンサスを得ていきたいという

ことでありますので、これは役場が手を抜いていたということも全然ありませんし、そういう

のはしっかりした役場の長期計画の中でやっております。午前中もお話しましたけども、第１次

総合計画の中にもそういう言葉は載せてありますので、やらないという意味ではありませんの

でご理解をいただければと思います。 
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） 

 具体的な見通しがあんまり出ないので残念なんですけども、次に移ります。 
 ３つ目、第三セクターの設立についてということについて、道の駅、塩の華、つくたべかん、

これを一括して運営するということで、町でも出資金、今回３，５００万円、盛り込んで運営

母体となる法人を設立して、そこへ指定管理ということで、今回、条例にその部分に関わる条

例改正が提案されているということを承知しているわけですけども、第三セクターというと非

常になんとなく、私はパッと聞いたときに悪いイメージを持つわけですね。自治体の経営破た

んの引き合いになったのが第三セクターという思いがあるんですけども、そうは言っても一応、

運営するということで公募もされたということなんですけども、そのへんの選定、あるいは実

施方法についてお伺いしたいと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 企画課長、鮫田和博君。 
〇企画課長（鮫田和博君） 

 それでは、齊藤議員のご質問にお答えします。 
 道の駅富士川をはじめとする観光施設につきましては株式会社を設立し、その会社による運

営を目指しているところであります。このことから社長の公募につきましては、２月１日から

２０日までの２０日間、町のホームページを活用して全国から社長候補者を募集したところ、
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テレビや新聞による報道効果もあり、県内外から１１名の応募を得たところであります。 
 過日、実務経験や論文内容の審査による一次試験で社長候補者３名を選考し、昨日、３月

１０日、個人面接による二次試験を実施したところであります。今後は近日中に観光施設運営

の経営責任を担うこととなる社長候補者１名を選考する運びとなっております。 
 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） 
 初日の町長の中で、この１１人に会ってという話は伺っていますのであれなんですけども、

正直、実は私、この公募期間を２月１日から２０日間という期間を見たときに、一度思ったの

は大変短いなと、期間が。それだけのノウハウを持っている人をプレゼンテーションなり、い

ろんな書類なり、考えなりを送ってもらう。書類選考ということは送ってもらうということな

んだと思うんですけども、非常に短い期間だなと。やっぱりここのそれぞれを実際に見るなり、

ある程度調査しなければ、なかなか引き受けようといったって、そんなにいい内容のものが出

てくるとは思わない。まして、これは全国からの公募と。このごく限られた地域での範囲の中

の人が応募してくるということでは別に問題がないかもしれないけども、非常に短いと思うん

ですけども、この公募をこれだけ短くしたというのは何か理由があるんですか。 
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） 

 お答えします。 
 ２５年５月には、会社設立を予定しております。そこまでの設立の期間を考えまして、今回

２月１日から２０日間ということの設定にしました。 
 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） 
 公募１１人というのは県内がどれだけで、県外は例えば遠いところだとどのへんからあった

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） 

 お答えします。 
 県外が２名、県内が７名、町内が２名、計１１名となっております。 
 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） 
 実名とか具体的に分かることは、世間に分かるようなことはいいんですけども、差しあたっ

て先ほど３人ですか、面接。この３人の内訳というのは、例えば性別、年齢、経験等でいうと
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どういう方たちなんですか。 
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） 

 ３名とも男性です。県外が１名、町外が２名になっております。年齢は１名が５８歳、それ

から１名が６４歳、１名が４７歳となっております。 
 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） 
 もう１点、書類審査は誰がどこでやったのか。それと面接は誰がやったのか。どこで選定す

るのか。 
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。 
 第１次の選考につきましては２月２７日に総務課長、それから担当２名、それと私の計４名

で行いました。先ほど言いましたとおり、その方法につきましては実務経験、それから論文の

審査によって３名を決定しました。それから２次試験につきましては、先ほど言いましたとお

り、昨日３月１０日に町長、それから総務課長、私の３名で行いました。その方法につきまし

ては個人面接を行いまして、それぞれのマネジメント能力、それから経営感覚やリーダーシッ

プをはじめ観光振興や地域の活性化に対する考え方などについて、審査・評価を行ったところ

です。 
 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、聞いていてちょっと驚いたんですけども、これ第三セクターでつくって、その経営者を

探しているわけですよね。民間ノウハウを活用してやっていける有能な人をというときに、私

だと普通パッと思うのは、外部のそういうコンサルタントを入れて意見を聞くべきだと思うん

ですけども、その点、なんか入ってお金もかかるということもあるかもしれないけども、そう

いう問題ではないと思うんですけども、それはなぜですか。 
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） 

 公募の条件の中に実務経験というものを入れてありますことと、それから論文で社長候補に

応募した動機、それから今後のやる気とかそういうものを十分、そこで判断できると考えまし

たので、特段そういったコンサルタント等は導入いたしませんでした。 
 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） 
 実務経験とかやる気とかと言われてしまうと、たぶんみんなそれぞれ応募してくる人はその

条件も承知だから、もちろん実務経験もあるし、もちろんやる気があって皆さん応募してくる

のは当たり前のことで、問題はその能力があるかないかを審査する目を、私ははっきり言って

職員の中でどれだけあるかというのは非常に疑問がありますよ、やっぱり。私たち一生懸命、

例えば勉強に行くではないですか、震災のことでもプロのお話を聞いて。行政実務だってそう

でしょう。勉強に行ったでしょう。経営責任者を決めるのに、これはちょっといくらなんでも

私はずさんだと思いますよ。こんなことで決められたらかなわないと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 私も昨日、面接官として出ました。職員採用のときにも面接官で出ますけども、面接官です

べて分かるわけでもありませんが、今回はこういった会社を経営していただくことですから、

当然、会計能力とかそういうものもあれですが、実務的な部分も昨日は細かく聞かせていただ

きました。例えば今、塩の華では食堂もやっていますけども、この原価比率をどのくらいに考

えているのか。これは食堂ですから、一般の物販と違いますのでそういう部分。それと塩の華

の中でもいろんなものを売っています。例えば日持ちのするもの、しないものの掛け値率はど

のくらいするのか、収益分岐点というのはどういうふうにして計算するのか。そういうような

ことも昨日、質問させていただきました。ただ、そういった経営のノウハウということは、ほ

とんどの人が大体は知っています。今まで経営をしてきた人ですから。今、塩の華、つくたべ

かんの赤字の部分、ここはまずどこから手をつけますか、収益部門ごとに分析をしてどこに問

題があるかをしていく。３名が３名とも同じ答えをしてきました。うちのほうも、それはもう

分かっていますから、今そんなことを塩の華、つくたべかんにはさせておりますけども、そう

いう中で新たな価格の設定とか、廃止する商品科目も出てくるとは思いますけども、そういっ

た能力はある程度あるんですが、ただ町が地域振興、地域活性化のために行っている施設です

ので、ただ単に黒字だけを設ける施設ではありません。やはり地域とともに生きていく施設、

そしてその中でも赤字を出さない、そういった施設運営をしていただく。ただ単に儲ければい

いということではありませんから、そういう基礎的なことは私のほうから聞かせていただきま

したので、十分これでできるんではないかなと。あとはまた、その人にお任せをする中で最後

は黒字か赤字かという数字で結果が出てくるものだと思っています。それがまた出てきたら、

それはどこに原因があるのか、やっていかなければならないと思っています。 
 今回の会社はただ単に経営をするということではなくて、町のお願いする部門と収益部門の

併用施設をやってもらわなければならないということでありますから、ただ単に黒字だけを目

指してやられると、今後町が造った価値が１つもなくなってしまうというところもありますの

で、外部の人も検討はいたしました。町内の会社の社長さんにも面接官をお願いいたしました

が、私どもの見る目で扱う社長さんとは違うではないですかと逆に言われましたので、そういっ

たことは今回、役場だけでさせていただきました。 
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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） 
 今おっしゃっていることは、理解できない部分が非常に多い。地域のことを考えているとい

うことは１つの条件で当然、募集したわけで、能力のある人はそういうことも全部踏まえて当

然考える話だから、あえて言うべき話でもないだろうと思います。 
 できれば、ちょっとこれは、私は不安で不安で。もうちょっと慎重にそういった目を持った

人をもう１回頼んで私はやったほうがいいだろうなと。５月ということで、決まっているから

という逆算でやっているようですけども、別に何も６月でもいいし７月でもいいんだと思いま

す。それは。町のことですからね。町が持っている施設をどうしていくのかという話なので、

それはそれでまた考えればいいんではないかと思います。その点について、どうですか。町長。

もう１回。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 昨日、見えた３名はテーマパークを設置から最近まで運営していた人。それとまた高速道路

のパーキングエリア、サービスエリアを複数件にわたってマネジメントをやっていた人。高速

道路のパーキングはそれぞれの店舗がやっています。ただ連携性とか、その高速道路を使う人

が嫌な気持ちであれば、高速道路運営会社のほうが駄目になりますから、運営会社がやってい

るのかどうか知らないですけども、そこのＰＡ、ＳＡを全部コーディネートしている人。もう

１人はそういった道の駅等々に商品を卸しながら商品開発をしている人。多種多様にわたって

いたと思います。それぞれ考え方がいいなと思ったところもあります。 
 ただこれまでの経験、先ほど年齢を言いましたけども６４歳から４７歳までありますから、

経験年数とかそういった、うちのは客商売でありますので商品開発とかそういうものよりも接

客をやっていただく。そしてまた今までが、昨日も言いましたけども、役場の施設であって、

従業員が親方日の丸だと。その意識改革をどういうふうにやっていくかという質問もさせてい

ただきましたけども、これから企業の職員として従事をしていただかなければなりませんので、

そういったいわゆる職員の意識改革の図り方とかいろいろありますが、こういったものであり

ますので、人がまたやっていくものですから、どれが正しいというのもないと思いますが、しっ

かり住民に民間人が入ってきていただいてよかったよと思っていただけるような人物を選考で

きればと思っております。 
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） 

 これがうまくいけばいいんですけども、ただ三セクという話のときに思ったのが、正直なぜ

三セクをつくって指定管理者にするのかなという。最初からどこか指定管理者、なかなか難し

いだろうという思いはありますけども、最初から指定管理者でどこかへ出すというやり方も

あったと思うんですけども、そこに至った経緯というのはどういうことですか。 
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） 
 うちでもかじかの湯、まほらの湯を指定管理しています。まほらは前々からしていたんです

が、役場が土地も建物も整備し温泉を掘削して入ってください、あとは沸いた湯を温めて出せ

ばお客さんが来るままにして指定管理に出す。今やっておりますけども、そして前回、指定管

理に出したときは、やはり赤字でその赤字の部分を役場へ請求してきたと。公務員がやると馬

鹿だからこうやって赤字が出るんだ、民間人がやるとこんなに黒字が出るんだと指定管理に

もっていきながら、赤字が出れば補助金をくださいというふうな状態でありました。 
 そういった意味も考えて私は常々、指定管理制度というのはあんまり馴染まないんではない

かなと。それならそれで委託に最初からしてしまったほうがもっと広く、プレゼンというより

も、うちはいくら以内でこれを受けますよ、ただで受けますよ、逆に１千万円、町に出します

よと、そういう委託をさせたほうがまだいいんではないかなと思っています。 
 今回もこういった収益部門が多い施設でありますから、町がなけなしのお金で土地を買い、

そして継続費を組んで建物を造って、さあできたらそこで営業だけやる、私もできればやりた

いと思いますけども、そういう指定管理よりも第三セクターとここに、設問に出ているから第

三セクターかもしれませんけども、今までやっているような公社公団の第三セクターではあり

ません。商法を使った株式会社の今度、会社を設立して、そこを役場が関与するところですか

ら、それも全額ではありません。３分の２を役場が出して民間の人にも入ってもらう。まさに

株式会社ですので、そこに委託をしながら住民サービス、あるいは赤字のできない経営をして

いただきたいということであります。 
 そんなことで、指定管理に全部出せばいいというものでもありませんから、役場も関与する

中で、こういった会社をつくりながら、その会社に役場の意向も、地域の情報発信もしなけれ

ばならない。またそれを利用する人たちからの苦情も十分聞いて、気持ちのいい中で施設利用

をしていただくということも必要ですので、そういった意味から株式会社というのを設立する

ことを考えたところであります。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ６番、齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 ありがとうございました。先ほど、今の件はこれで一応、終わりますけども、先ほど齊藤議

員のところでオギノの話がチラッと、あそこ、町が関与しているというような話が出たので、

そのへんも含めて、ちょっとこれは今後また私の課題として、ちょっと研究させていただこう

と思っています。 
 最後に、町長の議会に対する考えについてと。 
 まず読んでいきます。議会審議を町民に情報公開することは町政運営上、極めて重要と考え

ています。ＣＡＴＶ、あるいはネット配信、これは多くの自治体もやっています。いまや当た

り前である。本町でもこれまで議会を、旧増穂町時代から、合併前からあっちを見学し、こっ

ちを見学しと、そこに企画課長いらっしゃいますけども、事務局長の時代から研究してまいり

ました。 
 そこで絶えずネックになっていたのが、ちょっとお金がと。財政上の。本来は議会が必要で

あれば、議会が決めればいいような話なんですけども、なかなかそうも言えないというところ

があるものですから、改めてこういったことについて議会としては当然、町の予算配分を考慮
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しながら制定していかなくてはいけないですけども、この点について、町長がそのときはいい

よということであればぜひともお願いしたいし、そのへんについて町長のお考えをちょっとお

伺いしたい。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 議会のＣＡＴＶ、ネット配信ということでありますけども、二元代表制のもとで町と議会が

それぞれの役割を果たすために町民への情報公開というのは非常に重要だと認識しております。

現在、町議会におきましては議会の傍聴とか日曜議会の開催とか議会だよりの発行など情報提

供に努力されていることは敬意を表するところであります。 
 私も県庁にいた時代、甲州市にいた時代、すべてネット中継といいますか、ＣＡＴＶを活用

していますが、まさに生中継をやっておりました。この町ではなぜしないのかなと。これだけ

開かれた議会と言いながらなぜしないのかなということで、事務局のほうにはいつでもいいよ

と。ただ、こちらからネット会社にいうとネット会社の請求書がくると。地域にもＣＡＴＶが

ありますので、ＣＡＴＶも自主番組をつくりたいんですね。そこは議会のほうでこういう中継

とかをやってもいいということであればＣＡＴＶ会社と相談しながらやっていきたいと。県議

会を１年間配信して、あれは３００万円です。甲府のＮＮＳが元請をしまして、全部へ配信で

きませんから、この甲西町、富士川町も、鰍沢のまちなかまでは富士川ＣＡＴＶをやっていま

すから、ここに年間３０万円の経費で全部やっています。そういうこともあります。 
 ですから私は経費的なことではなくて、こういった時間の表をつくりたいというときも、い

いではないですかと。断ったことはないと思いますので、議会のほうから、今、議会運営委員

長さんを中心にどうするかということをお決めいただければ、また町のほうはそれなりにやっ

ていきたいなと思っております。 
 それとただ、うちでＣＡＴＶ中継をしたときに配信できない地域にあるということは考えて

いかなければいけないなと。インターネット中継も同時に、普通のテレビでは見られるんです

が、それがまだ機械を持っていない、使い方も分からないという人がいますから、情報の公平

性というところも考えると、それをしたときに見られない人のためになんか片方で同じような

ものをしていかなければいけない。例えば甲州市ですと日中中継は塩山、大和はできますが、

勝沼はＣＡＴＶ違いますので、それをテープに撮りまして夜、流しておくと。それは勝沼ＣＡ

ＴＶは山梨とコラボしていますから、塩山ＣＡＴＶと大和はやっていますのでそれはできるん

ですが、それをできない地域のことも一緒に考えていかなければ、また苦情がくるとか同じ町

民でありながらというのがありますから、いずれにしても議会の中でＣＡＴＶによる中継とか

インターネット配信の必要性のご論議をいただいて、方向性を見い出していただければ一緒に

やっていきたいなと思っています。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ６番、齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 非常にありがたい、今の町長の言葉は議員さんたちがなかなか分からないようなので、うち

の議会というのは。そういうと議員さんに怒られますけども。議運を中心に、議会改革もあり

ますけども、ぜひとも私たちも今さらという感はありますけども、こういったことを積極的に
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進めていくと。それがまた町にとって、町の行政にとって、議会にとって非常にいいことだろ

うと。生で見て批判を受けると。これは町長も議員もということで、ぜひともこれは早急に、

できれば次の補正ぐらいに持ち込めるような形で、議会の中で議論して進めていくということ

にしたいと思います。どうもありがとうございました。 
 これで私の一般質問を終わりにします。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 以上で通告６番、６番、齊藤欽也君の一般質問を終わります。 
 ここで、暫時休憩します。 

休憩 午後 ２時３４分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午後 ２時４４分 
〇議長（芦澤益彦君） 

 本日で東日本大震災の発生からちょうど２年が経過しました。 
 この未曾有の大震災により、亡くなられた方に哀悼の意を表し１分間の黙祷を捧げたいと思

います。 
 サイレンが鳴りますので、それに併せて行いたいと思います。 
 皆さまご起立ください。 
 （ 黙 祷 ） 
 黙祷を終わります。ご着席ください。 
 休憩を解いて、再開します。 
 続いて通告７番、５番、市川淳子さんの一般質問を行います。 
 ５番、市川淳子さん。 

〇５番議員（市川淳子君） 
 それでは、早速質問をさせていただきます。 
 私は地域支援体制について、伺ってまいりたいと思います。 
 まず１番で地域支援体制なんですけども、富士川町では地域と行政を結び付けようと地域支

援職員制度という制度を設けています。町長は「飛び出せ 公務員」という言葉をよく口にし

ております。行政側から町民側に飛び出していくという意味だと考えておりますけれども、今

回のこの画期的な制度は、まさにそれを実践するための制度だと思っております。地域支援体

制について伺ってまいります。 
 まず１番、なぜ地域支援職員制度をつくろうとしたのか。その背景を伺います。 

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） 
 市川淳子議員の地域支援体制のことについて、お答えいたします。 
 総合計画策定の段階において町内全域で寄り合いワークショップを開催し、地域の課題を明

確にしてその解決策を議論していただきました。その中で地域でできること、行政の支援を受

ければ地域ができること、行政が進めることの３つに大別しました。このようなことから地域

の課題を明確に把握し、課題解決に向けた情報提供をすることを目的に町内１６区と行政を結

ぶパイプ役として地域支援職員を配置したところであります。 
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 以上です。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ５番、市川淳子さん。 
〇５番議員（市川淳子君） 

 今、課長のお話ですと、その地域支援職員制度を設けることによって、その地域の課題を見

つけて、そしてそれに対して情報を行政側のほうから送ると。そういう仕組みづくりとして、

この地域支援職員制度を設けましたということでよろしいでしょうか。はい。そういうことに

なりますと、それぞれの課題を職員の方々がその地域に入って感じ取る。まずそこがなければ、

この制度はなかなか功を奏さないように思いますけれども、２番目に移りますけども、この地

域支援職員制度の周知は今どのように行っているのか、お伺いします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 総務課長、志村廣文君。 
〇総務課長（志村廣文君） 

 地域支援職員は平成２４年６月に各区へ配置したところであります。６月の区長会において

制度の説明をいたしました。また９月に実施しました区長・区長代理合同会議においても周知

をしました。さらに１２月の区長会において、積極的な活用に向けた意見交換を行ったところ

でもあります。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ５番、市川淳子さん。 

〇５番議員（市川淳子君） 
 その区長会において積極的な意見交換をしたということですけども、そのときにどんなよう

な内容のことをしたのか。あるいは、区長さんのほうからどういう問題が提起されたのか。そ

の内容についてお伺いします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 総務課長、志村廣文君。 
〇総務課長（志村廣文君） 

 ６月の時点ではじめてこの地域支援職員の制度をつくりましたので、まだ十分に浸透してい

なかったところもありましたので、区長さん方の意見を聞いたと。そういう中でどうしたらい

いかということで、できたら区長会に出席してほしいということとか、今、企画のほうでやっ

ております地域を歩いているフォローアップ事業がありますけども、そういうものに参加しな

がら地域の問題だとか、それを解決するのにはどうしたらいいかというふうな意見を聞いてほ

しいということ。それからもう１つ、身近な問題としては地域の行事なんかがあれば出てほし

いと、こんなような意見交換がありました。そのほかにも役場の職員を使ったら悪いではない

かというようなことも出ましたけども、ぜひ積極的に活用してくださいというような意見も申

し上げておきました。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ５番、市川淳子さん。 
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〇５番議員（市川淳子君） 
 区長さんたちにそういうことでやると、私はこの制度を非常にすごい制度をつくったなと感

心しているし、この効果が出てくるのが非常に楽しみにしているんですけれども、非常にこの

３番、ちょっとこのあとにしますけども、変化がまだ出ていないなというのは実感しています。

なぜ変化が出ていないのかなというのを自分の中で、そういうふうに思っているのかなという

と、私たちの区なんですけどもまだそういう方々がお見えになっていないし、区長の口からも

あまりそういう言葉が出ていないんですね。それはうちの区だけではないと思うんですね。そ

れで、まだ２番ですけども、そしてこの区長さんたちの周知ということに対して、区長会でやっ

て、その区長さんたちにお話をしたと。たぶんこれは、行政側からさっき言った課題や情報を

見つけて、その情報を行政側からアドバイスという形でやるんだということを言っていながら、

なかなかそこにその区長さんたちのご理解がないのか、あるいは説明が足りないのか、あるい

は一番ここ問題だなと思っていることは、これは誰が考えて、どういう経路で末端の職員の方

たちにこれをお示ししてあるのかなと思うんです。ここに地域支援職員名簿というのがあるん

ですね。これを見ると、ほとんどの方というか、どの程度の方がここに入っているのか分かり

ませんけども、少なくともここにいらっしゃる人たちには、その町がやろうとしていることが

分かっているはずなんですが、そこらへんの周知はどうなっているんでしょうか。 
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） 

 先ほど申し上げましたように、地域の課題を職員が見つけるということではなくて、平成

２２年から２３年にかけて総合計画をつくるときに地域を歩きました。その地域を歩いた中で、

皆さんに出てきていただきまして、ＫＪ法の先生を呼びながら、みんなで議論した中でまず地

域の課題を話し合いました。全部の皆さんに課題を話し合っていただいて、それの優先順位を

つけました。その後、また地域に出ていきまして、今度その課題の解決をするのにはどうした

らいいかというふうな話し合いをさせていただきました。 
 そういったものの中で地域ができること、行政の支援を受ければ地域ができること、行政が

進めることといったような３つに大別して、地域の中で解決するにはどうしたらいいかという

ことで話をしてもらってありますので、そうした課題とかそういうのは地域の方も承知はして

いるはずだと思います。 
 職員の周知の徹底ですけども、職員にはこれは始めるときに地域の課題、それからその地域

の中で話し合われた問題等を説明して、制度を一番最初につくってきたというふうな形で、職

員もその支援職員になった職員の研修を行っておりますので、そのへんのところについては承

知をしている問題だと考えております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ５番、市川淳子さん。 
〇５番議員（市川淳子君） 

 この中心になっている役割を担っている課というのは総務課でいいんですか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 総務課長、志村廣文君。 
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〇総務課長（志村廣文君） 
 地域支援職員の配置等については昨年できたばかりですので、総務課のほうで地域支援職員

の配置はいたしました。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ５番、市川淳子さん。 
〇５番議員（市川淳子君） 

 配置をしたあとはどこかに移るんですか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 総務課長、志村廣文君。 
〇総務課長（志村廣文君） 

 今のところ、どこでもやるところがありませんので、うちのほうで中心になってやっており

ます。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ５番、市川淳子さん。 

〇５番議員（市川淳子君） 
 すごくいい制度だなと感心しているんです、私は。たぶんこんな制度、ほかにはあんまりな

いんではないかなと思っていて、いつもそう思うんですけども、こんなにいい制度をもうちょっ

と中身を詰めていただかないともったいないですね。例えば、ではワークショップをやりまし

たよね。総合計画をつくるときに、初めてでした。私は画期的と思ってしまうんですけども、

あの総合計画を立てるときに各区へまわっていただいて、そしてその総合計画を立てるにあ

たって、自分たちの区の課題を全部ワークショップで挙げましたよね。その前提があって、初

めて今、地域の課題が見えてきたとおっしゃいましたね。そこまではよかったなと思うんです。

ところが、課題が見えてもどういうふうにしていいのか分からないというのが、今の区の体制

だと思います。というのはあのワークショップ自体、初めての経験だったのでみんな何をする

のか分からなかったんだけれども、最終的にああいう形でまとまったというのが初めて区の人

たちは納得できたんですね。そして、例えば大椚区ではこういうことでやって、これが緊急性

があり、重要性がある課題だなと思っても、今そこはそのままです。では大椚区の付いている

地域支援チームの方々は大椚の項目に精通して、こういうことはどうですかとか、こういうふ

うにしたらどうですかということを一緒になって考えてくださるようなイメージで、地域支援

チームというのができているんだなと思っていたんですが、まだまだとてもそこまではいって

いないような気がするんですけども、課長が関わっているというか、担当課ということであれ

ば、課長さんどのようにこれからそこらへんを充実させていきたいと思っていますか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 総務課長、志村廣文君。 
〇総務課長（志村廣文君） 

 私のほうで職員を配置したということがありまして、今後の問題についても、市川さんの問

題のほうにこのあと今後の課題というようなものが出てきますので、またその中でもお話しよ

うとは思っているんですけども、職員についてはまた、その地域の課題だとか、そういうよう

なことについては、もう一度集めて、そういうような研修をしたりとか、もう少し地域の中に
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出て行くようにというふうな指導はしていきたいと思いますので、今後の課題の中に入ってく

るんではないかなと思っています。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ５番、市川淳子さん。 
〇５番議員（市川淳子君） 

 では次の課題にということなので、ちょっとこれとっておきますけども、私はちょっとここ

で、まだまだ言いたいことがあったんですが次にいきます。 
 ３番ですが、地域支援職員制度が設けられたことによって、どのような変化が起こってきて

いるか、お伺いいたします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 総務課長、志村廣文君。 
〇総務課長（志村廣文君） 

 地域支援職員を配置したことで、従来よりも充実した活動を展開している地区や今回の配置

を機に新たな組織を立ち上げて、活性化に向けた取り組みに着手した地区も出てきております。

町ではこのような活動を支援するため、平成２５年度当初予算へ地域力創造交付金や地域コ

ミュニティ施設整備費貸付基金などを計上しました。各地区がこれらの支援を有効活用するこ

とで、地区の活動がさらに活発となり、地域力を高めた地域間競争を本町から発信していきた

いと考えております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ５番、市川淳子さん。 

〇５番議員（市川淳子君） 
 充実した活動、新たな活性化につながるということでしたけれども、具体的にはどのような

ことだったんでしょうか。 
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） 

 ちょっと今、最初のほうが聞き取れなかったんですが。 
〇５番議員（市川淳子君） 

 先ほど、どんな変化が起こってきましたかと言ったならば充実した活動があったり、新たな

活性化にもつながっているということだったので、具体的にどんなことだったんでしょうか。 
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） 

 区の中では活性化のプロジェクト会議をつくりまして、そのプロジェクト会議へ支援職員が

参加しながら、区の方々と一緒に課題を解決していくような地区もあります。それからその地

域の振興を図ろうということで、地区に講師を招いたりしながら、その地区の今後の振興策を

練るというふうな地区も出てきております。また観光に特化して、観光の関係について地域の

方々と話をしたり、それから今後の課題について議論したりということも出ております。その

ほか特別なことはないんですけども、区会へ参加させていただいたり、それから企画で計画し
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ているフォローアップ事業に参加させていただきながら、地域の方々と課題や問題点を共有し

ているというふうな、まだ段階のところも結構あります。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ５番、市川淳子さん。 

〇５番議員（市川淳子君） 
 たぶん地域においてはかなり格差というか、それをうまく使って、この制度をうまく使って

自分たちの区の活性化や、あるいは充実につなげているところもある。でもまったくそういう

ことに、まだまだ使われていないというか、制度が活用されていないという区もあると思いま

す。その制度、私が今すごく、課長さんの答弁で思ったんですけども、うまくいっている区、

あるいはうまくいっている職員、そういう職員に対して、あるいは区に対してヒアリングを行

いながら、何がどうしてうまくいったのか。なぜこちらの区はそれがうまく活用できないのか

ということは、どこの部署で検証してやってくれることになるんですか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 総務課長、志村廣文君。 
〇総務課長（志村廣文君） 

 それは、今の現状の中では総務課で担当をしてやることになっております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ５番、市川淳子さん。 
〇５番議員（市川淳子君） 

 なんとなく、別に課長を責めているわけではないんですが、なんか非常に今の彼はとか、こ

れは行政側がすごく一生懸命考えて、まさにこれをやろうと。こうやって、「飛び出せ 公務員」

という形で町と行政をつなぐ役目を、パイプ役をするんだということを行政側が企画して、そ

して地域におりようとしているわけではないですか。それの熱意がなかなか伝わってこないで

すよね。今の答弁だと。本当だったら、いや、そういうことを一生懸命やってくれる課が、あ

るいは係がいればいいのかもしれませんけども、またあとで触れますけども、そのついでにや

るようなものだったならば、非常に中途半端になります。本当に情熱を持って、区の人たちが

動かす、やっぱりそういう行政マンにどうしても私たちは期待してしまいますけれども、どの

ような変化が起こっているかというところで、うまくいっている区とうまくいっていない区の

その差はどこにあると課長さんお考えですか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 総務課長、志村廣文君。 
〇総務課長（志村廣文君） 

 今、先ほどご指摘のありましたとおり、この制度はこの町独特の制度というふうに思ってい

ます。ですから、これから一生懸命、その部分については職員に研修をさせたり、それから地

域の中に先ほど言いましたように「飛び出せ 公務員」、自分の仕事プラス１の地域へ出て行っ

ての活動というものもやっていきたいというふうに考えます。 
 先ほどの質問の中で差が出てきたのは、地区の情熱というものも多少あると思います。それ

から私たちも支援職員の多少、勉強不足というところもあると思うので、これらを修正してい

きながら、第２年目を迎えるにあたり、そのへんを修正しながらやっていきたいというふうに
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思いますので、ぜひこの制度については市川議員が言われるように熱意がないということでは

なくて、熱意を持ってやっていきたいと思いますのでよろしくお願いします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ５番、市川淳子さん。 
〇５番議員（市川淳子君） 

 非常に心強いお返事をいただいたのでほっとしていますけども、地区によっては情熱がない

と。それは地区に問題があるのか、何がその原因になっているのか。それはよく働きかけるほ

うが、その地区の例えばコミュニティがなかなか図れていない地区だということであれば、こ

の地区にはコミュニティの力が必要だということであれば、それをやはり働きかけていく。先

ほど地域力創造交付金、せっかく、こういういい制度なんですよ。町長としてみれば、日本で

は初めてではないかというぐらいに、胸を張っている交付金なんですよ。これ。私たちもすご

くそう思います。この意図することを職員の方々が十分承知していただいて、これを地区に持っ

ていくと。こういう活用の仕方があるよ、こうすればいいではないかということをぜひとも勉

強しながらやっていっていただきたいなと思います。 
 では次の質問に移ります。４番へいきます。 
 地域自主防災職員の配備の目的と現状について伺います。 

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） 
 地域自主防災職員の配備については、昨年より全１６区に職員を各１名、計１６名の配備を

しております。地域自主防災職員を配備した主な目的については、大規模災害時における自主

防災組織と町災害対策本部との連絡調整を行うとともに被害状況、救援物資など被災地域にお

ける状況把握や区長等へのサポートなどであります。また災害発生時には優先的に各区の対策

本部に参集するよう、配備基準を設けております。 
 地域自主防災職員の現状についてですが、大規模災害に備え地域における防災訓練や自主防

災活動へ参加し、町民と一体となった活動を続けております。また地域防災力の強化に向け、

町と各区をつなぐパイプ役として、地域が主体となる活動になるよう裏方調整役として自主防

災活動に従事しておるところであります。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ５番、市川淳子さん。 

〇５番議員（市川淳子君） 
 立派な答弁だなと思っています。５番の質問に移ります。 
 地域自主防災職員の配備のこれからの課題は何かをお伺いします。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 総務課長、志村廣文君。 

〇総務課長（志村廣文君） 
 昨年から各地区に地域自主防災組織を配備して、地域防災力の強化に努めてまいりました。

導入後まもなく１年が経過する中、実施状況から見る課題として、自主防災職員の参画につい

て積極的に活用している地域とそうでない地域が見受けられます。町としても災害時に各区に
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おいて自助、近助、共助、公助による災害活動に迅速に対応できるよう、この制度をぜひ有効

活用していただきたいと考えております。 
 今後さらにこの制度の周知徹底を図るとともに、配備する職員についても地域の取り組みに

対し、積極的に参加するよう指導してまいります。また研修を実施するなど人材育成の面にお

いて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） 
 ５番、市川淳子さん。 

〇５番議員（市川淳子君） 
 これは先ほどの地域支援職員制度の概要の中でも、災害時のときの情報伝達とか災害時支援

とかということで、いろんな、この制度の中の一部なのかなというふうには思っておりますけ

れども、先ほどから申していますけれども、災害時のときなんかは特にですけども、普段、一

緒になんらかの関係がなければ、この人、誰なのという感じになってしまうんですよ。だから

大椚の担当、青柳の担当の職員だなとすぐ分かるぐらいの接近というか、普段の関係がなけれ

ば、当然、防災のときに頼れない、頼るためにはやっぱりそういう関係をきちっと確立してい

かなければいけない。それはなんのためにするかということなんですよ。なんのためにするか

ということが、上から言われたからするとか、制度ができたからするとかというような、そう

いうところでいつもいると、せっかく制度としてできても町民は使えない、職員もやる気がな

いというか分からない、こういうことだと本当に中身が、引き出しはいっぱいあっても開けた

ら中身がなんにも入っていないというような、そういう町にはなりたくないですね。それは、

今、総務課が中心になってやっているということであれば、総務課が音頭をとっていただくし

かないですね。総務課が音頭をとって、自分の仕事以外ということはないですね、この制度が

盛り込まれて１つ足されるものかもしれませんが、この全職員にこの１つ足されることが、町

民の皆さんにとってサービスにつながる、その「飛び出せ 公務員」という言葉が文字どおり、

私たちが身にしみるような形で感じられるような、そういうふうになるためにぜひ総務課の課

長さん、よろしく音頭をとってお願いしたいと思います。 
 では２番に移ります。町民との協働によるまちづくりについて、伺っていきます。大きな２番

です。 
 （１）町民との協働によるまちづくりという言葉が総合計画の中にもよく出てまいりますけ

れども、焦点を絞って伺いますが、町長が目指す行政職員と町民の関係において、町長が政策

として掲げている理想の町民との協働によるまちづくりは一体どういうものなのか。今までい

ろんな政策を出しています。たぶん、町長の気持ちの奥にあるものは深いものがあるんではな

いかなと思いますので、ここでぜひ町長の思いを聞かせてください。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 市川淳子議員の、町民との協働によるまちづくりの質問にお答えをいたします。 
 今も総務課長が答弁をさせていただきましたが、本当、これからの地域づくりは地域、町も

そうですが、地域もそうです。自分の課題を自分で見つけ、みずから解決をしていく。こうい

う時代に入ってくると思います。そういう中で、町民の皆さんのノウハウ、若干足りない部分
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があると思いますので、第１段として町の職員を「飛び出せ 公務員」ということでぜひ活用

していただきたい。そして地域には地域で大学生もいますし、先輩もいますし、区の役員だけ

がまちづくりをするわけではありませんから、いろんな人を活用して、そしていい地域をつくっ

ていただく。その中に当然、行政職員と町民との良好な関係の中で地域の課題を探り出したり、

解決したり、そしてやっていくというところがあると思います。まちづくりの基本は人と物で

あります。地域にあるものをどうやって生かすか、地域の人たちをどう関わりを持たせていく

かということであると考えております。このことから町の総合計画では、６つの基本目標の一

番目をみんなで考え、一緒に築くまちづくりといたしたところでありますが、こうしたまちづ

くりを目指す上で、地域の皆さんとの協力関係は必須であると考えております。しかしながら

現状としては地域ごとに、まとまりに温度差がうかがえる状況でもあります。こうした状況を

解決するにはまずは地域の皆さんが地域を考え、地域づくりに取り組む、創造力、考える力、

そして実行する地域力を高めていただくことだと思います。このため、町では昨年から地域支

援職員、あるいは防災職員等々、地域へ派遣する制度もつくりましたが、２５年度からは地域

力創造交付金、また地域コミュニティ施設整備貸付金の制度を設けて地域の活性化を図ってい

くことで、この創造力を育成していきたいと考えているところであります。 
 これによって次第に地域力が高まり、さまざまな地域課題を解決する取り組みも進んでくる

んではないかなと考えております。また地域だけでは解決が難しい課題等については、地域住

民と役場が一緒になって考え、汗を流しながらその役目を果たしていく。こうした人と物の関

わりが地域を成熟させ、地域が元気になることでおのずと町も元気になっていく。町民との協

働によるまちづくりは、こうした取り組みが成熟していってできるものだと思っておりますの

で、今後も地域の声を聞き、そして地域の課題は一緒になって汗をかいていく、こんな町にで

きればなと思っています。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ５番、市川淳子さん。 
〇５番議員（市川淳子君） 

 前に町長室へ行ってお話をいろいろ聞かせていただいたことがあったんですが、志村町長は

非常に政策、いろんなアイデアをお持ちになっていて、それを実行しているなというふうに思っ

ています。ただ、今、政策のところというのは、非常にいろんな、今、一生懸命、先ほど言い

ましたけども、引き出しを一生懸命つくってくれている。こういうときにはこの引き出しを引

けばこれが出てくるよ、こういうときになったらこの引き出しを引き出せば、ここに入ってい

るものがあるよという、今、一生懸命、その政策をいろんなところで入れてくれているなとい

うことを思っています。ただ、政策は掲げても、なかなか中身が充実されていない。何が原因

でしょうか、町長。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 新たなものがちょっと多すぎるかなということも自己反省しているところでありますが、そ

うはいっても時代に沿った、時代の要請に応える政策は必要だと思います。私もよく不易流行

という言葉を使います。残すべきものは残していく。ただ、時代に合っていないいらないもの

は廃止していく。そしてまた時代に求められているものはやっていく。今、地域間競争であり
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ますので、ここでかつての政策だけを温めていたのでは、この町は遅れていってしまいますの

で、これからも住民のニーズに沿った、そしてまた住民がこれから望むようなことも考えなが

ら、先取りする形の政策も必要ではないかなと思っています。 
 ただ、それを職員はもとより住民の皆さんにも理解をしていただく、そこにちょっと時間が

かかっているんではないかなと思っておりますので、もっともっと外へ飛び出して役場の考え

ていることを住民の皆さんにも知っていただき、また理解をしていただく。そして一緒に行動

をしていただく。こういうことが必要ではないかなと思っております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ５番、市川淳子さん。 
〇５番議員（市川淳子君） 

 やはり私たち町民は、まだ行政にやってもらうという癖がなかなか取れません。与えられた

ものという、こちらから能動的にこれをほしいというのは苦情とか、そういうものになってし

まう。一緒につくる、創造してつくるというところがなかなかできないですね。これは今まで

の歴史がそういうふうに、中央集権的ににどんどん上からきていたというものであって、これ

は仕方がないかもしれないんですが、これからの時代、地方分権という時代になっていて、町

長は今、その地方分権を見据えて、その地域に力を付ける、あるいはその町に力を付けていく

ということをしていかない限りは、その町の生き残り、あるいは町に対して魅力がないだろう

と。そういうふうに思っているからこそ、そのいろんな政策を出して、それを試してみる。先

ほどリスクとかいろんなことを議員の人たちは言いますけれども、でもこれだけいろんな政策

を試してやってみるという町ってあんまりないと思います。私は。 
 あるところは、これは市ですけども、市長の政策、選挙で選ばれるわけですから、その政策

を出しますよね。そうすると、その政策が各課にどういう形で実行されているかということを

チェックする機関があるんですね。そのチェックする機関がこの課には、この町長のこの政策

が今、反映されていてこういうことをやっているんだというようなもので、上から下にどんど

ん報告がいくという話を聞きました。それは市だからできるかなと思ったんですが、小さな町

ならもっとできるんではないかと私は思いました。そういうふうに、私たちは、町民は私たち

もそうですけども、議員は選ばれます。町長も選ばれますよね。その町長は政策が皆さん、こ

の人にこの政策をやってもらいたいからといって町長を選ぶわけではないですか。そうしたら、

それの実行部隊は行政マンですよ。行政マンの方が町長の政策をしっかり入れていただいて、

企画課になるのか、総務課になるのか分かりません。どの課になるか分かりませんけども、そ

ういう課が、それをやっぱり遂行していく、やっていく、やろうとする。そういうところをも

うちょっとこの町がうまく機能できれば、もっともっといい町になるんではないかなと思うん

ですがいかがでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 市川淳子議員のおっしゃるとおりで、私もまたここにおられる議員さんも選挙のときにはい

ろんな公約をして、そしてそれに評価をいただいて、今この議場に立っているわけであります。

みんな紙へまとめて、そして選挙公約というと、もう新聞広告を、新聞を作りながら全戸配布

をして、それも選挙管理委員会がやってくれていますけども、町民の皆さんは知っているわけ
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です。誰が何をどういう公約をしたか。私の場合を言いますと、そういう中で今日もご質問を

いただきました近隣町村と医療の連携をしていきます。またリニアも近隣町村とやっていきま

す。広域的課題についてもやっていますし、その理念には６つの政策目標が掲げてあります。

これをどこがどうするか、それぞれ分掌で決まっているようなところは、その事業課がやりま

すし、まだまだ緒についていないもの、新しいものについてはうちの町の場合は政策補佐を３名

置いてあります。１人は総務、企画系を持つ人が１人。そしてもう１人が町民、子育て、そし

て福祉を持つ町民直結型が１人。あとは農林振興、観光振興、建設、下水等を持つ産業系をや

る人が１人。この人たちがいますので、その人たちが公約の中でまだ何をしていないかなと。

これがまだもうちょっとしなければ足りないかなと。そこのところは常にチェックをしながら、

それぞれの各課長と連絡をとりながらやってくれていると思っていますが、大きな市だから、

小さな町だからできないということではなくて、基礎自治体は市町村、うちよりも小さな町も

ありますが、うちよりも立派にやっているところもあると思います。そういうところに負けな

いように、先取りするものはしながら、そしてそうはいっても公約で掲げても、今朝もさらな

る合併は当面、棚上げをさせていただきたいというのがありました。途中で変える部分はあり

ますけども、そういう部分はまたしっかり説明をしながら、理解をいただきながら新たなもの

にチャレンジし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） 

 ５番、市川淳子さん。 
〇５番議員（市川淳子君） 

 では（２）に移ります。 
 町長は行政からのアプローチとして、地域支援職員制度など町民との協働を実践しようとし

ておりますけれども、私は本当にこの制度は大変画期的で素晴らしいなと評価しております。

もう１つ、今度は逆に町民自身のほうから行政にアプローチというのは、どのような働きかけ

をしているのか。もしそういう働きかけをするような政策があれば、それを教えていただきた

い、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） 

 職員に対しても、地域の行事とか催しなど積極的に参加して、あらゆる機会を通して地域の

中に入っていき、地域の声を吸い上げてくるよう日ごろから指導はしているところであります。 
 私自身も各種団体、サークルからの要請に応え出向いて、車座談会形式で意見交換会をして

いるところでありますが、これも私からお願いをするんではなくて、できれば向こうから出て

こいという声がかかって、かけていただければもっと出やすくなるんではないかなと思ってい

ます。 
 この前、いつでしたか、小林議員の質問に答えたんですが、サイレントマジョリティ、声を

出さない人たちもいますので、そういう人たちの声も聞くように、公共浴場にも行ったり、ま

た居酒屋の隅でちょっと耳を傾けて聞いていたりということもありますけども、ぜひ皆さんの

ほうから遠慮せずに役場のほうにアプローチしていただければ、私も当然ですけども、職員も

出やすくなるんではないかなと思っています。 
 また小学校の児童との語る会なんかもやりましたが、これも最初は中部小学校の子どもたち
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が自分たちで作った秋の菊の鉢を持ってきてくれたんですね。たまたま忙しかったら、悪いな、

ちょっと町長室に来て、でも長い時間、話ができなかったから、今度は私のほうから学校へ行

くよといったら呼んでくれた。それを見て鰍沢小学校、増穂小学校もまた入ってくると。旧増

穂時代はやったんですが、富士川町になってからできなかったのがまた復活できて本当にうれ

しいなと思っています。 
 それとまた定期的にやってくれているのが、女性団体連絡協議会の皆さんが町長を吊るし上

げる会という、正式な名称はそうではありませんけども、中身はそんなような感じであります

けども、そんなようなことをやっていただいている。 
 それと各組とか、区ではなくて、区も当然ありますけども、組単位、あるいは小グループな

ども時間の都合がつけば出向いていっていますから、町民からのアプローチも町のほうで断る

ということはないと思いますので、そういうお話さえいただければ、率先して出向いていって

町の状況もお話をしますし、そこにいる皆さんからのご意見、また提言、要望等があればお聞

きをしているところであります。そういうことでできるものはすぐにでもやるし、できないも

のはまたちょっと検討させていただくと。 
 今後もこういうような町民と接する機会を増やしていくことで、町民の皆さんに対する行政

へのアプローチの機会づくりには努めていきたい、そしてまたそこで出た意見・要望を町政に

反映していきたいと考えております。 
 なお、今、うちには町長への手紙というものがありません。かつてはモニター制度があった

んですが、今はなくなってしまいましたので、この２５年度には町民の皆さまから出てきては

言えなくても、手紙とかそういうことでできるような意見箱、町長への手紙みたいなものでも

いいと思うんですが、役場への意見箱、こんなものの設置を考えているところであります。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ５番、市川淳子さん。 

〇５番議員（市川淳子君） 
 手紙というやり方でなくても、直接話ができるような関係になってほしいなと思うんですけ

れども、今、区を中心に私は質問させていただいたんですけども、例えばサークルごとありま

すよね。いろんなサークルのところが、あるいはちょっとした集まりのところが今、まちづく

りとか、この町のことに対して非常になんかしたいよねとか、こういうことをしたらいいよね

というような、例えばこの前、ちょっと穂積のほうの区長さんのほうから、あそこにトレッキ

ングですか、その道路を造る計画があったんですが、あれは前から小池区長さんがすごく熱意

を持ってやっていらっしゃっていて、そんな話をたまたますごく自転車の好きな人がいて、そ

ういう話があるんだと話したら、都会からすればあの山は宝だというんですよ。氷室神社ぐら

いまでロードレースではないですけども、そういうものをインターネットでやれば絶対に来ま

すよと、そういうことをおっしゃっていた人がおりました。 
 私はすごくなんか、区はそういう形で支援職員の方たちが一生懸命、汗をかいていただいて、

区のほうもそこでつながる。今度はそういう、なんか団体、あるいはそういうことを思ってい

らっしゃる人たちが、なんかつながりを持てるような方向はないかなと。例えば、私がそうい

うことを思ったら商工観光課に行くのか、町民生活課に行くのか、総務課に行くのかな、企画

課に行くのかなと、こういう感じなんですよ。すごくちょっと距離がある。 
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 私、いろいろ調べたんですが、埼玉県の入間郡の三芳町というところがあるんですが、そこ

に自治安心課というのがあるんです。ここ３万８千人ぐらいの規模で、一般会計が１１６億円

ぐらいの町なんですけども、自治安心課の中に１つが自治協働係というのがあって、そのもう

１つの係に防犯防災係というのがあるんですね。その自治協働係というのは何をするかという

と行政連絡区、あるいは協働のまちづくり、コミュニティ活動、地区集会場、町掲示板みたい

な、こういうことをやっているんですね。ここが、どんなことをしているのかなと具体的に思っ

ていたら、協働のまちづくりのネットワークというのをここでもやっているんですね。そのチ

ラシを出して、こういうことをやりますというとお知らせをして、そこがどんなふうな感じだ

よというと、健康福祉分野、緑環境分野、都市安全分野、産業観光分野、教育文化分野と分か

れていて、それぞれに興味があるところにみんな集まってくるんですね。ここが協働推進会議

というのを開いて、そして自治安全化、自治協働係という人たちが、その係の人が招集して、

いろんな団体の横のつながりをとらせている。これって、組織的にやればもしかしたらできる

かなと。私はこの町でと思っていたら、たまたま今度新しい課で防災課というのができたと書

いてあったので、すごい、もしかしたらその防災というのとコミュニティというのはすごくくっ

付いているので、その防災のところに人のつながりをつけるような、人のつながりがつけられ

ないと防災というのはできないので、そことうまくリンクしてやるという、これも１つの方法

だなと思いましたけども、町長どうなんでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 三芳町はうちよりも数倍大きな町でありまして、関越道が通っている中心的な町であります。

今言ったのも非常に参考になります。うちのほうもないわけではなくて、基礎自治体ですから、

どこの町もみんな同じような機能を持っているんですね。うちの場合は町の行政施策をＰＲし

ていく。広報をしていく。それと住民がいろんな意見を持っています。１人が例えば教育の問

題から、環境の問題から、観光の問題まで持っている人もいます。それで分野ごとに分けると

３ついかなければならないというのもあると思いますけども、１人がすべて町に対する要望が

できるように企画のように広聴、聞く耳を持っている広聴を広報担当にしております。そこが

まず窓口になると思います。そしてそこは企画ですから、役場の中、全体をやっていますので、

観光の問題に特化して、いろいろ話をしたいといってもらえれば商工観光の人たちがそこへ

入っていって、いろいろ今の町の観光状況、そして住民からどういうものがくる、それは十分

できると思っています。企画の広聴広報担当をもっと活用していただければと思っていますが、

今のところ町の広報を主体にＰＲのほうは、広報のほうはしていますけども、広聴の聞く部分

がどうも町政モニターもなくなりましたし、町長への手紙というのもありませんから、そこが

今後、町への意見箱をつくりたいということで動き出しています。 
 この旧増穂町の場合のときには、車座座談会の申込書というのも制度的につくってありまし

た。合併してそれがなくなったんですが、そういう申込書を紙に書かなくても、電話１本で私、

都合が空いていれば、どこでも行って車座座談会もやらせていただいていますが、小さなサー

クルでも本当に役場の企画へ行っていただければ、それなりの分野の話はできますし、そうい

うことがもし、皆さんの声を聞くだけではなくて、相互でするんであれば出張出前講座みたい

なものもしています。そこも受付係はそれぞれのところになると、どこへいて申し込めばいい
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のかなというのが出てくると思いますから、そのところも広聴広報あたりでそういった要望を

受け付けて、そして専門部署が行って説明し、また話を聞いてくる。これは今でも十分できる

と思っています。ぜひご活用いただければと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ５番、市川淳子さん。 
〇５番議員（市川淳子君） 

 広報広聴担当というのは一般の町民にしてみれば、ちょっとよく分からないというか、名前

がちょっと分からなくて、そういうところ、広報というのは分かっていましたけども、広聴と

いうのがあるんだと。すみません、勉強不足だったかもしれませんけども、もしそうだとした

ら、ここが先ほどのまちづくりというところの協働というところをすごく意識して、ここにも

う適材適所のそういうところで長けている職員、いっぱいいると思うんですね。そういう人を

配置させて、今の人がどういう人だか分からないんですけども、その人がよければそれでいい

んですけれども、そこを充実させることで、今言ったような、例えば総務課の課長さんがお答

えになった、そこがうまくリンクできるように、そこはそこでやっているではなくて、こうい

うことが目的になって、これを下におろすときに、では総務課はここを担ってもらいながら、

全体的にどこまでいっているんだみたいな、どこの区が一番進んでいて、なぜ、あの区が進ん

でいるんだけども、こっちの区は進まないんだというところの結果評価、そしてまた対策を立

てるとか、それはもちろん行政ばかりがやるわけではなくて、こういうことが区長さん、どう

もほかの区からすると劣っているんだけども、どうしてなんでしょうかみたいな、そういうよ

うな、とにかくコミュニケーションがとれるような話ができればいいなと。そこがもしかした

ら広報広聴担当の係になるのかなと思ったんですけども、いかがでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 広聴広報担当は、町の決まったことを住民に知らせるための広報は全体をやっています。こ

れは決まったことですからいいんですが、町の皆さんから聞くところはまだまだ、町の施策に

もなっていませんし、住民の意見ということで町は聞く耳を持つと。例えば、とある自治体で

はなんとかの町はゾウの耳なんて、こんな大きい耳を付けて聞く姿勢をとてもやっているんで

すね。そういうところで広聴広報担当がまず窓口になって、そして聞くのが、やはり理解をし

ている人たちが聞いたほうが早いと思いますので、そこで広聴広報担当がその中間役割をして、

どこでどういう人たちがどういうことを聞きたい、どういうことを言いたい、その調整をする

のが広聴広報担当なんです。これは企画課の中にありますから、企画課の中でどの地域がどう

いう今、まちづくりをしているか、企画課で分かるはずですから、同じ課の中にありますので、

企画課長を中心にそのへんの町のバランス、そして遅れているところをどうやって引き上げて

いくか。地域支援職員は昨年、出たばかりで職員を配属しなければなりませんから総務課でもっ

た。そしてまた区長会を総務課がもっていて、この制度を知らしめるために便宜的に総務課が

やったということだと思いますが、これを早くどこに部署に渡すか。それを早くしなければ実

際に動いていかないと思います。総務課は事業係ではありませんから、事業をやっていくとこ

ろにはいち早く落としていく、その分掌を決めているのも総務課ですので、そこで早くそういっ

たものをしていかなければいい計画をしても、末端まで落ちていかない。そういうことは痛切
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に感じていますので今後、直していきたいなと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ５番、市川淳子さん。 
〇５番議員（市川淳子君） 

 私たち町民が役場という敷居がまだなかなか、私はこういう立場だからだいぶ敷居が低く

なって来やすいんですけども、ある人がこう言ったんですね。助成金制度があると聞いた。そ

の助成金制度に対して行こうと思ったんだけども、役場に入ってみたけども、課の名前はこう

書いてあるんだけども、この助成金に対してどこの課に行けばいいのかというのが分からない

んですよ。もし親切だったならば、こういう助成金はこの課みたいなものが１つ書いてあると、

助成金の申請に行かなくても、ただ待っているときにこんな助成金がいろいろあって、こうい

う課がやっているんだと分かるんではないですかねと言った人がいたんですね。たしかにそう

だなと思いながら、そういうちょっとした言葉というのはなかなか役場まで行って言おうとい

うふうにはならないんですね。だからそういうことも、少しの意見でもなんか耳を、さっきの

ゾウの耳ではないですけども、そういう雰囲気がある、そういう体制が整っているような行政

のあり方が、私はベストだなと思っていますけども、どうか町長、あと１年です。私たちもあ

と１年なんですが、思いをしっかり届くように行政を私たちも一緒にやっていきますので、よ

ろしくお願いします。終わります。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 以上で通告７番、５番、市川淳子さんの一般質問を終わります。 
 ここで、暫時休憩にします。 

休憩 午後 ３時４０分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午後 ３時５１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８番、７番、井上光三君の一般質問を行います。 
 ７番、井上光三君。 

〇７番議員（井上光三君） 
 それでは早速ですが、質問をさせていただきます。 
 皆さんお疲れのようですので、簡潔に質問しますので簡潔に答弁をお願いいたします。 
 私は大きく２つの点で質問いたします。 
 １点目、再生可能エネルギーにつきましてですが、先ほど東日本大震災の発生の時間に合わ

せまして黙祷が行われましたけれども、この東日本大震災のときに福島原発の大きな事故が

あって、それ以降、この再生可能エネルギーにつきましては、自然エネルギー、新エネルギー

ということで国民の大きな関心事でもありますし、また議会におきましてもこれまで何人かの

議員からも質問がありました。 
 町でも今回の補正でも小学校、中学校の太陽光発電設備の導入ということで盛り込まれてお

りますけども、積極的な利用促進の対策がとられております。これについて、今後の方針につ

いて、次の点についてお伺いいたします。 
 まず１点目、これは町長の将来的な構想ということでお伺いしたいと思いますけども、町長
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はこれまでの答弁の中で、適地があれば大型の太陽光発電の設置を検討するというような発言

をされています。また町の地球温暖化対策実行計画、これは新年度、２５年度に入って策定さ

れたものが出てきて、それ以降、具体的な検討が始まると思いますが、これまでの議論の中に

もメガソーラーの導入可能性を検討していくということも議論に入っています。また全国でも

町の電力を１００％、再生可能エネルギーにしようという取り組みを始めている自治体もあり

ますし、またまちおこしとして新エネルギーの導入の取り組みを行っている自治体もあります。 
 町として、この再生可能エネルギーの対策をどう進めていくのか。町長の将来像という形で

町長に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） 

 井上光三議員の、再生可能エネルギー対策についてのご質問にお答えをいたします。 
 わが国では現在の大量生産大量消費型の生活を見直し、資源の循環的、効率的利用を進め環

境に負荷の小さい経済社会を築いていくことが喫緊の課題となっています。また一昨年の福島

原子力発電所の事故により、エネルギー問題は国民一人ひとりが真剣に向き合い、考えなけれ

ばならない問題であります。 
 こうした問題や原発に頼らない社会を構築していくためには、再生可能な自然エネルギーの

導入が非常に重要だと考えております。再生可能なエネルギーとしては太陽光発電、風力発電、

バイオマス、水力発電、地熱発電のほか太陽光利用、氷雪熱利用、温度差熱利用、地中熱利用

などがありますが本町における河川は急峻であり、年間の水量の変化が大変激しいことから、

こうした地形的な諸条件を考慮すると太陽光発電が最適ではないかと考え、個人住宅への太陽

光発電の設置費を補助しているところであります。 
 こうした中、県では県内の電力は水力発電と太陽光発電ですべてを賄うこととしております

ので、本町でも本定例会の補正予算として学校の屋上に太陽光発電設備の設置経費を計上し、

今後順次、学校、公共施設に設置してまいりたいと考えております。また公共施設以外でも適

当な用地があれば、メガソーラーまでとはいかなくても大きな太陽光発電設備も設置してまい

りたいと考えております。 
 なお、道の駅富士川にも太陽光発電設備とともに地中熱利用の工事も行っているところであ

ります。太陽光を中心に考えていきたいなと思っています。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ７番、井上光三君。 
〇７番議員（井上光三君） 

 町長は、公共的な施設以外でも適地があれば太陽光の発電等を考えていきたいというふうな

発言でしたけども、こういった町長の意向が示されれば、地域にはいろいろなアイデアを持っ

ている町民がいると思うんですよね。ですから今後ともこういったことを町民に、町長の考え

方を示していただいて、アイデアを募って進めていっていただければというふうに思っていま

す。１番については以上です。 
 それでは２点目、太陽光発電設置費補助金は今年度利用者が増加したということで補正措置

がとられたところでありますけども、町民からはこの設備費が高額なために補助率を上げてほ

しいとの要望もあります。今後さらに促進していくためにも、この補助率の見直しということ
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も必要かと思いますが、町のお考え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） 

 太陽光発電設置費補助金の補助率の見直しについてのご質問にお答えいたします。 
 本町の太陽光発電の設置費補助金は、国や県の補助制度に上乗せする形で町内在住者は上限

が７万円、転入者は上限が１５万円の助成を行っているところであります。こうした中、昨年

から政府と電力会社による買い取り制度が改定され、余剰電力の買い取りとともに１０キロ

ワットアワー以上の電力は全量を買い取る制度となり、その買い取り価格の一部を電力消費者

が負担することとなりました。まさに太陽光発電の設置者には、電力消費者が電気料の中の一

部を負担するとともに、町が税金の中から設置者に補助する制度となっておりますので、本来

であればこの買い取り制度、あるいは買い取り料金が上がったときに補助制度は打ち切っても

よいのではないかと思っております。しかし、まだ自然エネルギーの普及がほど遠い状況にあ

る今でありますので、今しばらくの間、設置者に助成してまいりたいと考えております。 
 なお、本町の太陽光発電設備の設置にかかる補助金は、県内の市町村と比べましても高額な

ほうでありますので、補助金額を見直すことは考えておりませんが、消費税増税による駆け込

み需要も考えられますので、希望者が増えた場合には本年度と同様の補正措置により補助件数

を増やすことでさらなる普及を図ってまいりたい、そんなふうに考えています。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ７番、井上光三君。 
〇７番議員（井上光三君） 

 今の町長の答弁ですと、買い取り制度が導入されたことに伴って、将来的にはこの補助制度

は必要がないというふうな考え方ということなんですね。今現在、町長の答弁があったように

町外は１５万円、町内は７万円という、この差があるんですよね。これは町長の政策の中に

５００人アップというのもありまして、町外からこの富士川町に来てほしいというような、こ

れのことがここに入っているかと思うんですが、実際にこの差額分、１５万円が魅力でよそか

らこの町に家を建てようというのは私はないと思うんですが、ここの分析というのはされてい

るんでしょうか。この実際に町外者がこれが魅力でとか、そのへんをちょっとお伺いします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町民生活課長、依田正一君。 
〇町民生活課長（依田正一君） 

 太陽光システムの補助金につきましては、議員の皆さまの承認をいただきまして補正を２回

いただきました。それで現在のところ、合計で５４件の申請、それから設置の準備中というこ

とで５４件ございます。町内が４８件、町外が６件でございます。この町外の６件につきまし

ては南アルプス市、それから笛吹市、甲府市、東京という、この６件の方は新築ということで

あります。それから地域につきましては天神中条が３件、青柳町が１件、小林地区が１件、長

沢に１件でございます。 
 先ほども町長が言いましたように、町も５００人アップということを行っております。子育

ての窓口無料化、それから公共事業、町営バス６５歳以上の無料化、いろいろなことを取り組

んでおります。一環としましてはそのためにと、わざわざそのために来るというか、そういう
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いろいろな、町の取り組みの中の１つだと考えております。人口アップの取り組みの中の１つ

だと考えております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ７番、井上光三君。 
〇７番議員（井上光三君） 

 ５４件あったということで、これは一昨年と比べるとかなり多くなったということだと思い

ます。町外が６件、これはこの補助制度が魅力でここに移ってきたとは考えられませんけれど

も、５００人アップの政策にはなんらかの形でつながっているということで、私は一定の理解

はしたいと思っています。 
 ただ、これは国の法律、買い取り制度ができたということで、町長、先ほど将来的にはこの

補助制度も見直し等を含めて検討していくというような話でしたけども、私はそれまでの間、

できればこの差額を埋めてもいいのかなというふうな思いがあるんですよ。１５万円と７万円。

町内にいる人がなぜ７万円なのか。半分以下ではないかという思いがあるので、そのへんを

ちょっと、どういう考えがあるか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 補助率の差の質問について、お答えします。 
 かつて、ここの町の太陽光設置費の補助金は一律１０万円でやっていました。他町村と比較

をした場合に、甲府市あたりが４万円なんですね。決して７万円も低い額ではない。そういう

中でよその人たちがこの町の、家を建てるでは富士川町でと。そこが１０万円が５万円上がっ

たから、それで来る人はいないかもしれませんが、そうはいってもそういうことで住宅会社が

いろんなＰＲをしてくれるとか、この町外１５万円は高いほうだと思います。７万円も県内の

平均より上だと思っています。 
 そういう中で先ほど答弁させていただきましたが、これまでのものは東京電力が余剰電力を

買い取るだけの制度でしたから、昨年の７月から今度、政府と東京電力で１キロ４２円、１０キ

ロワット以下の人は相殺をして、余剰電力だけのお金を発電者にあげる。１０キロ以上は総量

買い取り制、いずれにしても４２円で買い取ってくれるんですが、その４２円の一部を設置者

も、設置していない電力消費者も一部負担をしているんですね。それでやっていこうという中

で、また町も税金の中から設置者に補助金をやっている。設置をした人もしない人も含めてで

すが、二重で町民としてみれば払っている。こういう形になるから、その制度が出たときに私

は町の補助金制度はやめてもいいんではないかなと思ったところでありますが、まだまだそう

いった自然エネルギーが普及していないところでありますので、もうしばらくは国の買い取り

制度と町の補助金、当然、国・県もまだやっていますから続けていきたいなと。 
 ただ、こういった太陽光について、今までは国はもっと手厚くやっていました。例えば地方

公共団体がつくるとき６割、７割の補助金が出してあるんですね。それが民主党さんの事業仕

分けによりまして全部なくなりましたから、今進んでいない状況になっていますので国が新た

に１２万円の制度をつくり、県が１０万円の制度をつくり、そして町が７万円、１５万円とい

う制度をつくって普及をしているところでありますけども、なかなか進まない原因の１つとし

て、まだまだこの機器が、安定性があるのかどうかという疑問もあります。そしてこれだけ普
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及をしてきても、そんなに値段が落ちない。かつては３００万円が今、２３０万円ぐらいに落

ちてきています。３００万円時代にも１０万円の補助金でありましたから、今の価格と比べれ

ば補助率は高くなっているわけです。今後もっともっと普及が進めば、本体自体が安くなって

くると思いますので。ただ、ここをあと５万円上げたから、それで普及がばっと進むかという

とそういうものでもないと思いますので、こういう制度は残しながら今後、希望者が増えれば

件数のほうで増やしていく。 
 今回、うちのほうで太陽光発電もやっていますけども、今回すべての小中学校、保育所も入

れて発電する能力で４０、５０件の家庭用電力ができると思います。これをここの世帯数でやっ

ていくと富士川町、すべて太陽光でそれも町のお金でやると２００億円ぐらいかかるというふ

うな試算になりますので、とてもとてもそこまではできませんから、そうはいっても１件でも

多く普及できるように、そして件数が多ければ、どうしても薄く、広く配布をしていかなけれ

ばなりません。先ほども言いましたけども、消費税が上がってきますので、新築の家もあるで

しょうし、この際、太陽光だけは入れようという家もありますから、多くの皆さんに補助金が

いくように今のところ７万円、そして県外から１５万円、こんなことでいきたいなというふう

に考えています。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ７番、井上光三君。 
〇７番議員（井上光三君） 

 ぜひ、見直しはちょっと難しいということですので、この制度だけは当面残していただきた

いというふうに思っております。 
 では３点目、町では木質バイオマスの利用促進についても取り組みを行っている、この取り

組みというのは先ほど言いました地球温暖化の計画の中で、議論の中で出てきた部分ですけど

も、現在の助成制度がないわけですね。木質バイオマスについては。これについても前に議員

から質問があって、このときの答弁の中に県の森林環境税の利用方法が示されてから助成を考

えていくというような答弁もありました。また木質バイオマスにつきましては、町民も理解し

ていない部分があるんですね。この点について助成制度の導入と、それから町民への情報提供

について町の方針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） 

 木質バイオマスへの助成制度の導入と情報提供についてのご質問にお答えいたします。 
 木質バイオマスは主に木質チップや木質ペレットに加工され、木材産業や公共施設、発電所

等の施設で利用されております。また、こうした木質ペレットと薪の両方を使えるストーブも

寒冷地を中心に普及してきております。 
 昨年９月の定例会で、秋山貢議員から木質バイオマスストーブの設置に対する助成について

のご質問の際、県は森林環境税の中で県産材の利用の促進と併せて、木質バイオマスの利用促

進と林地に残された未利用バイオマス資源の利活用・促進のため、当時中身が不明でありまし

たけども、５年間で６千万円ほどの経費を盛る予定になっていたとお答えしたところでありま

す。 
 残念ながら森林環境税の配分の中には、木質バイオマスの利用促進に対する経費は含まれて
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おりませんでした。その答弁の際にも申し上げましたが、今のところ富士川町にはそういった

住民からの声がありませんので、これからの普及促進をまず地方公共団体が行いながら、皆さ

んからの要望が多いようであれば、助成を考えていきたいと思っております。 
 なお、木質バイオマスにつきましては、町の地球温暖化対策実行計画とともに情報提供して

まいりますが、今、建設中の道の駅富士川に薪ストーブも設置することとしております。 
 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） 
 県の森林環境税の中では含まれていないという答弁でしたが、町独自でいろいろなことを今

後考えていく必要があろうかと思いますけども、町民からはいまだそういう要望がないという

ことなんですね。おそらく知らないと思うんですよ。こういうものがあるということを。今、

情報提供というのは、その地球温暖化対策の実行計画、新年度に示されて細かいことが進んで

いくんでしょうけども、その中でやっていくということですけども、そういったことも含めて、

もう１つは、その計画の中に薪ステーションというのも入っているんですよね。薪ステーショ

ンというのは、私は先ほど道の駅は第三セクターというような話がありましたけども、そうい

うものも第三セクターのような、これは将来のことですから、そういうことも含めて、今後検

討していく中で、町民にはこういう新エネルギーはこういうものが使えますよということも情

報提供をしていく必要があるかと思うんですが、もう一度そのへんを。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 薪ストーブも含めて、助成はもう少し需要があるようであれば考えていきたいなと思ってい

ます。うちの近所でもストーブではないですが、まだ薪でお風呂をしている家が２軒あります。

そうした薪のお風呂に対しての助成もこれまでしてきておりませんので、ストーブだけが助成

対象で、これまで家を造ったり、かまどをつくった人には１円も助成してきておりませんから、

そういう人たちのバランスも考えていかなければいけないかなと思っております。 
 そうは言いましても温暖化防止と自然エネルギーの活用という中では、ストーブも１つの手

だと思います。そして円高の中でガソリン、灯油、あるいは天然ガスも上がってきていますか

ら、なんとか生活防衛の観点からも関心は持ってくるんではないかと。ただ、普及はどこまで

していくかと、先ほど寒冷地ではと言いましたけども、長野あたりでは結構ペンションを含め、

ペンションはペンションですから、そういうものをほしがると思うんですけども、一般家庭の

普及はまだまだではないかと思っています。需要があるようであれば検討していきたいと思っ

ております。 
 そして薪ステーションも、薪がなければできないわけであります。うちのまわりに今、薪で

しているお風呂があると言いましたけども、その人たちも今、薪の確保に苦慮しているところ

であります。 
 うちの庭の木を切っても、その木を使ってもらったりもしておりますけども、薪ステーショ

ン、これは森林組合、また山をお持ちの皆さんとも相談する中で農業用の生産物もですが、こ

の林産物についてもそういったものを確保して、またほしい人に分けてやれる、そういう薪ス
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テーションみたいなものを考えていかなければ、装置だけ売っても、あとの維持ができなくな

りますので、それもまた検討していきたいなと思っています。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ７番、井上光三君。 
〇７番議員（井上光三君） 

 ぜひこの木質バイオマスにつきましては、この富士川町は森林が８０％以上ですから森林保

全という面からしても、ぜひ有効な促進をしていただきたいというふうに思っています。 
 以上で、この点は終わります。 
 大きな２点目、観光振興対策と併せた道路整備につきまして、これは午前中の小林議員のこ

れまで一般質問した中の進捗状況等も絡めての質問になるかと思いますけども、町では観光振

興策について、さまざまな取り組みを行っているところです。これまで地域の重要課題となっ

ているのが道路整備ですが、中部横断自動車道も工事が進んでおり、また道の駅も来年のオー

プンを目指して準備が進められております。今後いかに、富士川町に観光客を呼び込むかの方

策を考えていく必要があるかと思いますが、そのためにも道路整備は重要であります。そこで

懸案となっている場所の道路整備について、お伺いいたします。 
 まず１点目、県道高下・鰍沢線の拡幅につきましては、これを利用する地域住民の念願でも

あり観光振興の要でもあります。前回、同様の質問をしましたときは県と連携して整備手法を

検討していくという答弁でありました。昨年、穂積地区でやっているあじさい祭りには観光バ

スが２２台、期間中来ました。これ以外にもマイクロバス等の多くの大型車の利用があり、一

時期、交通整理を地域の住民が出て、鰍沢の入り口部分ですね、あそこの交通整理をしたとい

う経緯もございます。この場所につきましては現在あそこに住んでいる人もいますし、地元住

民の理解が必要であるということは私たちとしても認識をしておりますけども、拡幅問題、こ

れは県道ですから、県の絡みですから町で進めるということは難しい部分もありますけども、

拡幅問題が現在どのように進行しているのかお伺いをいたします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 県道高下・鰍沢線の拡幅についてのご質問にお答えをいたします。 
 県道高下・鰍沢線の国道５２号の小室山入り口から黒沢地区の狭隘部分の拡幅につきまして

は一昨年末に町が地元の意向を把握するため、区長さんをはじめ区の役員さんに説明をし、地

元の意向を確認したところであります。また昨年３月には県も同席する中で、地元の意見を聴

取するための意見交換会を開催いたしました。その後、県におきまして関係者の意見を把握す

るためのアンケートを実施いたしましたので、このアンケート結果をもとに、今月中には再度

意見交換会を開催する予定であります。 
 町としてはこの意見交換会の様子にもよりますが、拡幅可能な個所から着手できればと考え

ております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ７番、井上光三君。 
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〇７番議員（井上光三君） 
 やはり地元の人が実際に住んでいるわけですから、非常に難しいということは分かっており

ますけれども、なんとかここのところを進めてほしいと。実際には可能なところからやってい

ただくというような話でしたけども、目に見えてやっているなということが分かるような形で

進めていっていただければというふうに思います。 
 次の２番目に入ります。 
 ２点目、町道土録大法師線について、これもかねてから一般車両が安全に通行できるよう整

備をしてほしいとの要望があるわけですけども、この本線は観光振興とともに県道の代替道路

としても地元の人は考えているわけですね。今回、議会の中で町ではさくら回廊を計画してい

るところですけども、これとつないだ観光ルートとしても私はこの本線は重要な路線というふ

うに考えています。またこの地域の上のほうでは現在、中山間地総合整備事業等でいろんな道

路の整備が進んでいるんですが、こうしたところをつなげる道路がなかなか進んでいないとい

う現状があります。これをつなげる道路が進展していない状況にある中で、この路線について

の町の方針をお伺いしたいと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 町道土録大法師線についてのご質問にお答えいたします。 
 町道土録大法師線は、大法師公園から土録の間を結ぶ延長２，３６０メートルの路線であり

ます。この路線は幅員が狭いため、現状では軽自動車での乗り入れは可能でありますが、普通

車での走行には支障がある状況であります。 
 この路線は延長が長いこと、そしてまた急傾斜地を通る路線となりますので、一般車両が安

全に通行できる観光ルートとしての改良整備には路線の形状変更が必要となりますので、事業

費も膨大なものとなります。 
 そしてまた、この間の土地につきましてはかつて農地でありましたので、農地がどういうふ

うな形になるかということによって、取り入れる事業も変わってくると思います。そして現状

は山林でありますけども、地目は農地ということであります。その中でこの地域に梅を植えた

らどうかというふうな意見もあります。下にソメイヨシノがあって、その前に梅の花をみんな

に見せて、人を呼び込んだらというふうな意見もあります。梅も野梅がいいのか、実を採る小

梅がいいのか、あるいは群馬県の安中でやっているような蝋梅をして、蝋梅は長いものですか

ら期間が。ただ、あとの実の活用策も考えていかなければなりませんので、今度、土録あるい

は大法師間の土地利用について、地元と十分な協議を行う中で整備手法等を考えていきたい、

こんなふうに思っています。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ７番、井上光三君。 
〇７番議員（井上光三君） 

 あそこの道路は通った方はご存じかと思いますけども、非常に尾根伝いで、今は畑が荒れて

両方の木が邪魔になってということになるんですが、あそこは整備をすれば、非常に尾根伝い

を走っていて、いいところだと。たまたま大法師公園がああいう形で桜百選と、桜の名所とい

うことで私は年間を通して観光を考えると、あそこを開けてもらえれば非常にいいルートにな
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るかなというふうに思っています。今、町長は梅を植えたらどうかと。私はかなりいい提案だ

というふうに思いますから、今後地元の人をまた話し合いをする中で有効利用をぜひ考えてい

ただきたいし、かなり膨大な予算がかかるかとは思っていますけども、積極的に働きかけてほ

しいと思いますけども、そのへんを。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 現状、山間地を通る道路ですので、いわゆる補助制度がありません。まちなかを通る道路で

すと道整備交付金とかまちづくり交付金、いろんな補助制度があります。現状は農地で、そこ

の利活用のために入れるのであれば、農道整備というのは国庫補助等々を取り入れながら、あ

る程度の期間は要しますけども道路整備はできるんですが、現状は荒地になっていますので、

そうかといって林道に入れるわけにもいかない、そこは農地ですから。その農地をもう一度、

どうやって復元をしていくかということが一番の課題になります。そして、この土地は民地で

ありますから、地域の皆さん、そして所有者の皆さん、そこのところのご理解をいただかなけ

れば事業手法が検討できませんので、地域と十分協議をする中で土地利用も含め、検討してい

きたい。その中には当然、道路という問題が挙がってきますので、それで解決をしていきたい

なと思います。 
 それと軽四は通れる道路なんですが、これから道路整備をして観光ルートにも使っていきた

い。または高下・鰍沢線の代替道路としても使っていきたいということであれば、やはりマイ

クロバスぐらいは通れるような、１車線であってもそのくらいの広さは必要になってくると思

います。そしてなんといっても土録のほうからその道へ入るのに、マイクロバスは今大変な状

態でありますので、土録のほうは土録の集会場のところを曲がらずに、まっすぐ大法師のほう

へ向かうような道路改良をしていかなければならないではないかなと。そうでなければ民家を

潰さなければ入っていけないようになると思いますので、お寺さんにも影響なくスムーズに

入っていくには、ちょっと急傾斜地のところを通らなければならないというふうな、工法上の

問題も出てくると思いますので、そのへんについても地域の皆さんと協議をする中で方向性を

出し、そしてうまい補助金制度を取り入れながらやっていければと思っています。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ７番、井上光三君。 
〇７番議員（井上光三君） 

 ぜひ、どうしても中山間地に住んでいる人たちは、中心に住んでいる人から比べると格差を

感じている部分がありますね。町長は山のことを見てくれているというのは非常に思っていま

すので、山の中の人間は非常にありがたく感じていますし、私も評価をしております。ぜひと

も、今後もそれにつきましての政策を中心にしていただきたいというふうに思っております。 
 以上で、私の質問を終わります。ありがとうございました。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 以上で通告８番、７番、井上光三君の一般質問を終わります。 
 続いて通告９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。 
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〇９番議員（堀之内美彦君） 
 最初に、通告しておきました期日前投票について伺います。 
 現在、行われている期日前投票では、投票の際に入場整理券を持参してもさらに宣誓書を書

き込まなくてはなりません。有権者のうち特に高齢者など投票所に慣れない方にとっては、投

票所独特の雰囲気などによって緊張してしまい、宣誓書に書き込むのもだいぶ時間がかかって

いるようです。また、説明を受けなければならない場合もあります。高齢者などの方にとって

はさらに負担になるとの声もあります。全国の多くの選挙管理委員会では、こうした負担軽減

のために宣誓書を入場整理券の裏面に印刷して送付するとか、入場整理券と一緒に宣誓書を郵

送するとか、また選挙管理委員会のサイトから宣誓書をダウンロードできる自治体もあります。

これらの方法で事前に本人が宣誓書に記入し、それを持参して期日前投票ができるようにして

おります。有権者からの評価も高く投票所での事務手数も軽減され、そして投票率アップにも

貢献しているとのことです。 
 そこで本町においても期日前投票について事前に宣誓書を記入し、持参して投票ができるよ

うな方策を導入してはどうかと思いますが、所見を伺います。 
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） 

 堀之内議員の、期日前投票の宣誓書のことについてお答えいたします。 
 選挙における期日前投票は公職選挙法に基づき、投票日に投票所で投票ができない場合にそ

の理由を記入して本人がみずから宣誓することとなっております。 
 近隣の自治体においてはホームページから様式をダウンロードして、事前に記入する方法を

とっていることから、本町においても次回から実施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） 
 今、総務課長のほうから答弁があったんですけども、ホームページのほうからダウンロード

するということなんですけども、本来であれば入場整理券の裏面のほうに印刷したほうがやり

やすいのかなと思うんです。何か理由があるんですか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 総務課長、志村廣文君。 
〇総務課長（志村廣文君） 

 入場券の裏面のほうへ宣誓書を印刷するということなんですけども、入場券につきましては

現在、峡南広域行政組合の計算センターで一括して５町が同じ様式で入場券を作っております

ので、裏面への宣誓書を印刷する場合にはこの５町の協議が必要となりますので、現状ではす

ぐというわけにはいかない、変更するのはちょっと難しいというふうに考えております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ９番、堀之内美彦君。 
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〇９番議員（堀之内美彦君） 
 それでは、また５町が同意しましたらぜひともそんなふうな方向でよろしくお願いします。 
 では、次に移ります。骨髄ドナーの継続的確保に向けて。 
 骨髄ドナー助成制度の創設について、伺います。 
 白血病や再生不良性貧血などの血液難病に苦しむ患者への有効な治療法の一つが造血幹細胞

移植です。この移植治療の進歩、また患者によりよい治療を提供するために先の国会で造血幹

細胞移植推進法が成立しました。この法案の成立により骨髄移植、末梢欠陥細胞移植、臍帯血

移植の３種類の移植手術のうち、患者が最適な治療法を選択できる実施体制が整備されること

になります。また現在、造血幹細胞移植の潜在需要の５割から６割しかニーズを満たしていま

せん。こうしたニーズに応えていくことも大きく期待されているところです。 
 さて造血幹細胞移植治療は他の治療法とは異なり、患者と医療のほかに提供者の存在が不可

欠な治療法です。骨髄や臍帯血などを提供してくださる善意のドナーがいて、はじめて成立し

ます。しかしせっかく骨髄バンクに登録され、移植希望者の白血球の血液型ともいわれるＨＬ

Ａが適合しても最終的に骨髄提供まで至らないケースが４割程度あります。その理由としては

骨髄提供者の通院・入院時における休業補償がない等、ドナーの負担が重いことが挙げられて

います。ドナーへ費用補助することによりドナーの善意を生かして提供に至るケースが増え、

より多くの命が救われることになるかと思われます。本町においても命のボランティアを支援

するドナー助成制度を創設す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） 

 福祉保健課長、深沢茂樹君。 
〇福祉保健課長（深沢茂樹君） 

 堀之内議員の、ドナー助成制度についてのご質問にお答えを申し上げます。 
 近年、白血病や再生不良性貧血等により造血幹細胞の移植を必要とする血液疾患患者の増加

に伴い骨髄移植件数も増加しています。また骨髄バンクのドナー登録者は全国で４２万人を超

え、県内でも平成２５年１月現在２，３４０人が登録し、骨髄移植を受けた県民の累計は９１例

となっています。 
 骨髄移植において血縁関係者以外から骨髄提供を受ける場合、提供可能となるＨＬＡ型が一

致するのは数百人から数万人分の一といわれています。このため、造血幹細胞移植を推進して

いくにはドナーの確保が不可欠であり、より多くの方がドナー登録されることと移植につなが

る支援体制の充実が望まれるところであります。 
 平成２４年９月に公布された移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律、こ

れにおいては造血幹細胞の適切な提供に関する基本理念が定められ、国の責務等を明らかにし、

国および地方公共団体が適切な役割分担を行いながら、造血幹細胞の提供を推進するため必要

な措置を講じることとされ、現在、国の厚生科学審議会において本年９月をめどに法律の施行

に向けた基本方針のとりまとめを行っているところであります。 
 本県では平成３年１２月に骨髄バンク事業を行うため、公益財団法人 骨髄移植推進財団が

設立され、また山梨県赤十字血液センター内に骨髄データセンターが開設され、ドナー登録の

受付を行っています。 
 そのほか甲府献血ルームおよび峡南、富士・東部の２カ所の保健所においても登録受付が行

われ、その他ボランティア団体の山梨県骨髄バンクを推進する会が日赤山梨支部と連携し、献
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血会場で献血者を対象にドナー登録会を開催しています。 
 このようなドナー登録の取り組み方針は、平成２５年度から２９年度の山梨県地域保健医療

計画素案において示されております。 
 ドナー提供者に対する通院・入院等における休業補償などを行う助成制度については、平成

２４年１１月の全国市長会において地域医療保健に関する決議がなされ、国に対して骨髄バン

ク事業におけるドナーについて、登録や移植にかかる助成等の環境整備を図ることが提言され、

現在、新潟県加茂市など全国で３市が独自に骨髄提供者の休業補償に対する助成制度を設けて

います。 
 また骨髄提供者の負担を緩和するため、国および地方公共団体では骨髄提供休暇が制度化さ

れていますが、民間企業では制度化されていないところが多く、特に中小企業や自営業者の場

合、骨髄提供のため休業すると生計を立てる上で大きな負担を強いられることも懸念され、骨

髄提供をしやすい環境づくりが求められています。 
 今後、国において骨髄移植を推進するための基本的な指針が策定されることになりますが、

こうした骨髄提供者の経済的負担を緩和するための環境整備や地域間格差を生まないよう国が

責任を持ち広域的に取り組むべき課題であり、国において明確に制度化すべきものと思料され

ますので、現段階では県の地域保健医療計画に基づき県と連携しながら骨髄バンク制度とド

ナー登録の推進について、町民の皆さまへの理解と啓発を進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） 
 ２番目、（２）に移ります。 
 またドナーの負担というのは、経済的負担だけではありません。例えば、子育てや介護され

ている方でもなかなか都合をつけることができないために、ドナーになれないといった話も聞

いています。子育てや介護でドナーになりたくてもなれないことがないよう、本町の介護や子

育て支援施策においてドナーに対して最大限配慮を払う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） 

 福祉保健課長、深沢茂樹君。 
〇福祉保健課長（深沢茂樹君） 

 骨髄提供希望者が介護や子育てなどから骨髄提供者となれない場合の支援策としましては、

介護保険によるショートステイサービスや町の高齢者生活支援ハウスによる要介護者の一時保

護、保育所での一時保育や放課後児童クラブおよびファミリーサポート事業などを利用するこ

とが可能であります。 
 また、家族の介護や子育てなどに不安がある方には地域包括支援センターや子育て支援課で

の相談事業もご活用していただきながら、骨髄提供者への支援・協力を行ってまいりたいと考

えております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ９番、堀之内美彦君。 
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〇９番議員（堀之内美彦君） 
 それでは、３番目に移ります。 
 造血幹細胞移植を推進し、患者によりよい治療を提供していくためには何よりも町民の理解

が必要です。造血幹細胞移植推進法第１０条では、国とともに地方公共団体も理解を深めるた

めの必要な施策を講じるものとすることとなっています。本町として、どのように取り組むの

か当局の考えを伺います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 福祉保健課長、深沢茂樹君。 
〇福祉保健課長（深沢茂樹君） 

 昨年９月に造血幹細胞移植推進法が公布されましたが、いまだに施行がされておりません。

地方公共団体が講じるべき具体的な取り組みは、今後政令で定めることとなっております。こ

のため現在、国の造血幹細胞移植委員会において基本方針等にかかる審議が行われており、本

年９月をめどにとりまとめを行う予定となっています。 
 よって同法に基づく基本方針が策定されましたら、町民や事業者の皆さまへ骨髄提供の推進

を図るため、市町村が取り組むべき施策や骨髄移植およびドナー登録の重要性について、広報

やホームページを通して周知させていただき、制度への理解と啓発活動の推進に努めるととも

に、県や関係機関と十分な連携を図りながら骨髄ドナーの確保に努めてまいりたいと考えてお

ります。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ９番、堀之内美彦君。 
〇９番議員（堀之内美彦君） 

 いずれにしても、国のほうでまだ、今年の９月だそうですから、まだちょっと今現時点では

どうこういかないとは思いますけども、やはりすごくこれは大事だと思うんです。これはこの

間、市川団十郎が亡くなったんですけども、あの市川団十郎も骨髄移植したんですよね。あの

人はたしか２００４年に骨髄移植、最後、肺炎で亡くなったんですけども、今現時点において

は大体年間で２千人くらいの骨髄の移植が必要な患者がいるそうなんですけれども、まだあと

１０万人くらい、骨髄ドナーを増やさなければ、まだちょっと足りないようなんです。ですか

ら、また町のほうでもぜひ力を入れていただきたいと思っていますけども、よろしくお願いし

ます。 
 次に移ります。３番です。高齢者肺炎球菌ワクチンの公費助成について伺います。 
 平成２２年６月議会にて病気になった人の治療を重点的に考えるのではなく、病気にかから

ないための医療、すなわち予防医療への方向転換に積極的に取り組むべきだと訴えてきました。 
 予防のためのワクチン接種、検診の受診は非常に有効で、さらに医療費の削減にも結びつく。

その観点から４ワクチン接種の公費助成についての質問をいたしました。 
 本町では子宮頸ガン、ヒブ、小児用肺炎球菌の３ワクチン接種に関して積極的に取り組まれ、

いち早く公費助成となり多くの町民から喜ばれました。本町においては、翌年度より子宮頸ガ

ンに関するヒトパピロマウイルスの検診も始まります。先ほどの３ワクチンに関しては次年度

より定期接種となり、予防医療は大きく前進しました。しかし残るのは高齢者肺炎球菌ワクチ

ンの予防接種のみとなりました。日本人の死因の第４位は肺炎であり、年間１０万人の方たち

が亡くなっています。高齢者が増えたこと、抗生物質が効きにくくなったことが理由とされて
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います。 
 そこで高齢者肺炎球菌ワクチンの必要性が見直されています。高齢者は肺炎を起こしやすく、

重症化しやすいため予防接種が必要となります。しかし周知されてないことと接種を考えても

保険適用外のため、接種費用６千円から９千円の自己負担がネックとなっています。予防接種

の推進により高齢者の健康を守るとともに、医療費の削減にもつながる高齢者肺炎球菌ワクチ

ンの公費助成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） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 堀之内議員の、高齢者肺炎球菌ワクチンの助成についてのご質問にお答えをいたします。 
 高齢者の肺炎球菌ワクチン接種につきましては、ＷＨＯでもすべての地域において接種する

よう推奨しているところであります。 
 高齢者の肺炎の状況ですが、平成２３年度後期高齢者医療疾病統計の数値では山梨県全体で

５３４件、医療費は約１億５千万円。うち富士川町の件数は１１件、医療費は約２４０万円で

ありました。 
 また平成２３年の本町の人口動態調査では、死亡原因のうち肺炎による死亡者は２８人で疾

病原因別死亡者数の順位では第４位となっております。また平成２０年から３年間の肺炎死亡

者の年齢割合を見ますと、９２%が７５歳以上の高齢者でありました。国においても成人の肺
炎を予防する観点から肺炎球菌ワクチンの接種は喫緊の課題であり、現在、厚生労働省の予防

接種委員会において定期予防接種に向けた検討が行われております。 
 このような状況を踏まえまして、高齢者の疾病予防と健康増進の観点から、本町においても

成人肺炎球菌ワクチン接種に対する助成制度を導入する方向で検討を進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、町長のほうからまた前向きに進めていただけるという話なんですけども、一番理想的と

いうのは７０歳だと思うんです。接種する年齢は。人数的に多いもので。今、隣の町、市川三

郷町はどうも８０歳からだと思うんですけども、できましたら７５歳くらいにやっていただけ

ればどうかなと思っ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） 

 今やっているのは甲府市とか市川三郷町、南アルプス市、甲斐市等々があるわけであります

が、年齢も６５歳以上で１回のみというところと７０歳、７５歳、８０歳と５歳刻みでしてい

るところもあります。いつの時点で接種をするのが一番いいのか、そして５年ごとに再度させ

るのがいいのか、この肺炎球菌ワクチンは５年ごとにやっても、それをワクチンしたからよく

なるということはないんですね。そこで止まってしまう。それ以上、悪くならないように予防

するだけですから、私どもがこれからやって、今、やって抗体が出ていればこれはいいんです
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が、肺炎球菌もものすごい数の球菌を持っていますので、どれに効くかというのもまたありま

すので、そのへんをこれからちょっと精査する中で、いい制度として助成ができるようにして

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） 

 以上で、終わります。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 以上で通告９番、９番、堀之内美彦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４４分 
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平成２５年第１回富士川町議会定例会（３日目） 

 
平成２５年３月１２日 
午前１０時００分開議 
於 議 場 

 
１．議事日程 

 
日程第１ 諸般の報告 
日程第２ 承認第１号 専決処分の承認を求めることについて（平成２４年度富

士川町一般会計補正予算（第６号）） 
日程第３ 議案第１号 富士川町地域コミュニティ施設整備費貸付基金条例の制

定について 
日程第４ 議案第２号 富士川町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及

び運営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３号 富士川町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、

設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに

係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

を定める条例の制定について 
日程第６ 議案第４号 富士川町道の道路構造に関する技術的基準を定める条例

の制定について 
日程第７ 議案第５号 富士川町道に設ける道路標識の寸法を定める条例の制定

について 
日程第８ 議案第６号 富士川町準用河川管理施設等の構造の技術的基準に関す

る条例の制定について 
日程第９ 議案第７号 富士川町行政組織条例の一部を改正する条例について 
日程第１０ 議案第８号 国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国

有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する等の

法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例について 
日程第１１ 議案第９号 富士川町税条例の一部を改正する条例について 
日程第１２ 議案第１０号 富士川町税条例の一部を改正する条例について 
日程第１３ 議案第１１号 富士川町手数料条例の一部を改正する条例について 
日程第１４ 議案第１２号 富士川町公の施設における指定管理者の指定の手続き等

に関する条例の一部を改正する条例について 
日程第１５ 議案第１３号 富士川町地域福祉基金条例の一部を改正する条例について 
日程第１６ 議案第１４号 富士川町地域健康福祉センター条例の一部を改正する条

例について 
日程第１７ 議案第１５号 富士川町敬老祝金条例の一部を改正する条例について 
日程第１８ 議案第１６号 富士川町介護保険条例の一部を改正する条例について 
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日程第１９ 議案第１７号 富士川町増穂ふるさと自然塾条例の一部を改正する条例
について 

日程第２０ 議案第１８号 富士川町都市公園条例の一部を改正する条例について 
日程第２１ 議案第１９号 富士川町水道事業の設置等に関する条例及び富士川町簡

易水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

について 
日程第２２ 議案第２０号 富士川町町営バス基金条例を廃止する条例について 
日程第２３ 議案第２１号 富士川町ふれあい基金条例を廃止する条例について 
日程第２４ 議案第２２号 富士川町人づくり基金条例を廃止する条例について 
日程第２５ 議案第２３号 富士川町環境整備基金条例を廃止する条例について 
日程第２６ 議案第２４号 富士川町営住宅整備基金条例を廃止する条例について 
日程第２７ 議案第２５号 平成２４年度富士川町一般会計補正予算（第７号） 
日程第２８ 議案第２６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３号） 
日程第２９ 議案第２７号 平成２４年度富士川町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第３号） 
日程第３０ 議案第２８号 平成２４年度富士川町介護保険特別会計補正予算（第

３号） 
日程第３１ 議案第２９号 平成２４年度富士川町介護サービス事業特別会計補正予

算（第２号） 
日程第３２ 議案第３０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３号） 
日程第３３ 議案第３１号 平成２４年度富士川町下水道事業特別会計補正予算（第

２号） 
日程第３４ 議案第３２号 平成２４年度富士川町活性化事業特別会計補正予算（第

２号） 
日程第３５ 議案第３３号 平成２４年度富士川町水道事業会計補正予算（第３号） 
日程第３６ 議案第５３号 平成２４年度富士川町一般会計補正予算（第８号） 
日程第３７ 議案第３４号 平成２４年度富士川町水道事業会計資本剰余金の処分に

ついて 
日程第３８ 議案第３５号 平成２５年度富士川町一般会計予算 
日程第３９ 議案第３６号 平成２５年度富士川町国民健康保険特別会計予算 
日程第４０ 議案第３７号 平成２５年度富士川町後期高齢者医療特別会計予算 
日程第４１ 議案第３８号 平成２５年度富士川町介護保険特別会計予算 
日程第４２ 議案第３９号 平成２５年度富士川町介護サービス事業特別会計予算 
日程第４３ 議案第４０号 平成２５年度富士川町奨学金特別会計予算 
日程第４４ 議案第４１号 平成２５年度富士川町簡易水道事業特別会計予算 
日程第４５ 議案第４２号 平成２５年度富士川町下水道事業特別会計予算 
日程第４６ 議案第４３号 平成２５年度富士川町営農飲雑用水事業特別会計予算 
日程第４７ 議案第４４号 平成２５年度富士川町箱原農業集落排水事業特別会計予算 
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日程第４８ 議案第４５号 平成２５年度富士川町鹿島財産区特別会計予算 
日程第４９ 議案第４６号 平成２５年度富士川町カラマツオ外三十山恩賜林保護財

産区特別会計予算 
日程第５０ 議案第４７号 平成２５年度富士川町活性化事業特別会計予算 
日程第５１ 議案第４８号 平成２５年度峡南地区ことばの教室共同設置特別会計予算 
日程第５２ 議案第４９号 平成２５年度峡南地区充指導主事共同設置特別会計予算 
日程第５３ 議案第５０号 平成２５年度富士川町水道事業会計予算 
日程第５４ 認定第１号 富士川町道路線の認定について 
日程第５５ 議案第５１号 峡南北部二病院統合事務組合の設置について 
日程第５６ 議案第５２号 富士川町公共下水道管渠を市川三郷町住民の利用に供さ

せることについて 
日程第５７ 発議第１号 富士川町議会の議員の定数を定める条例の制定について 

 
 

２．出席議員は次のとおりである。（１６名） 
 

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

 
 

３．欠席議員 
 

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

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

 
 

５．職務のため出席した者の職氏名（３名） 
 

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

 
 
 

 １３８



開会 午前１０時００分 
〇議長（芦澤益彦君） 

 平成２５年第１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２５年第１回富士川町議会定例会第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

配布したとおりです。 
 本日は質疑の日程になっておりますが、議案第２５号から３３号までと第５３号の補正予算

案１０件および議案第５１号の峡南北部二病院統合事務組合の設置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をいたします。 
 また議案第１号から第６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。 
 なお、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。 
 以上で、諸般の報告を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第２ 承認第１号 専決処分の承認を求めることについて（平成２４年度富士川町一般会計

補正予算（第６号））を議題とします。 
 これから、承認第１号の質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑なしと認めます。 
 以上をもって、承認第１号の質疑を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第３ 議案第１号 富士川町地域コミュニティ施設整備費貸付基金条例の制定について 
   日程第４ 議案第２号 富士川町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する

基準を定める条例の制定について 
   日程第５ 議案第３号 富士川町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営

並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果

的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定について 
   日程第６ 議案第４号 富士川町道の道路構造に関する技術的基準を定める条例の制定について 
   日程第７ 議案第５号 富士川町道に設ける道路標識の寸法を定める条例の制定について 
   日程第８ 議案第６号 富士川町準用河川管理施設等の構造の技術的基準に関する条例の制定に

ついて 
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 以上の６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。 
 本案は各常任委員会に付託しましたので、質疑は大綱のみに留めてください。 
 これから、議案第１号から第６号まで一括して質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 ６番、齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 第１号のコミュニティ施設整備基金貸付基金条例の制定ということについて、１点だけ確認

しておきたいんですけども、地区で例えば地区の公民館、集会場、あるいは駐車場等々という

ことの建て替えの費用として、町が無利子で貸し付けるということの趣旨はよろしいんですけ

れども、一般的にこれまで長沢でもそうでしたけども、例えば公民館を建て替える大きなとき

には、区民から基本的にはお金を集めて建て替えていくと。そのためには区民の合意が必要に

なりますけども、今回こういう形で例えば貸し付けるというときも、区民の合意がなければそ

の返済もなかなかままならない状況が生まれるかもしれないと思うんですよ。その点について

どのような形を考えているのか、その１点だけお願いしたいと思います。 
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） 

 ただいまの、齊藤議員さんのご質問にお答えさせていただきます。 
 今回のコミュニティの施設整備の貸付基金につきましては、その貸し付けの際には各区で償

還計画等も提出していただきまして、この区の中で綿密な返済計画等も立てていただいた中で

こちらのほうへ提出していただくことになるかと思います。 
 それに基づきまして、町のほうでは貸付審査委員会を開催いたしまして、貸し付けを決定す

るということになるかと思いますので、そのへんの区の財源等のことにつきましては、区の中

でよく精査をしていただいた中で、そのへんの申請をしていただきたいということで考えてお

ります。 
 以上でございます。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ６番、齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 貸し付けにあたってちゃんと選定等、委員会をやるということですのでよろしくお願いした

いと思います。 
 以上で終わります。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ほかに質疑はありませんか。 
 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 １点、確認したいんですけれども、これがないときには、例えば小林区の公民館の場合には、

建て替えるときに住民１人当たり１万円の町から補助を出すということで、すでに公民館は建

て替えが済んでいるところがありますよね。そうすると例えば最勝寺地区で今度建て替えをし

たいといったときには、その小林区と同じように、その町民１人１万円という補助は出ると。
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プラス自己資金と町の補助金等、あと足りない部分については貸付を受けることができるとい

う解釈でよろしいですか。 
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） 

 秋山議員のご質問にお答えさせていただきたいと思います。 
 そういう解釈でよろしいかと思います。よろしくお願いいたします。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 分かりました。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ほかに質疑はありませんか。 
 １４番、小林進君。 

〇１４番議員（小林進君） 
 素朴な質問ですけれども、新しく区に制定された、新しい区になったところには、コミュニ

ティセンターというのは現在あるんでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 小林議員の、鰍沢地区のコミュニティ施設についての質問にお答えいたします。 
 旧増穂は区が昔からこういう形で、現在と同じような形でありましたから、それぞれの区で

区の公民館というのを持っています。またそこの下に組の集会施設も持っています。鰍沢地区

は２８区ありまして、それが今、組になっております。その２８の地区においては集会所をそ

れぞれ持っていて、そして区を新たに編成したところでありますけども、その中でも皆さんが

使いやすい、ある程度の規模があるところを今、区の公民館として位置付けながらやっており

ます。そういうのも規模がちょっと小さいところもありますから、今回のこの貸付制度を利用

していただきながら、適地があって、そしてまた建て替えのご希望があれば、これを十分活用

していただければと思っております。現在は、旧区の中からどれか１つを区の公民館的に、今、

利用をしているところであります。各区に１つ、指定したところはあります。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 １４番、小林進君。 
〇１４番議員（小林進君） 

 結構ですけれども、実は昨日もちょっと話をしましたけども、まだ区の活動が出ておりませ

んので、拠点が事実、僕自身が自分のところの区の拠点がどこにあるのか存じ上げていません

ので質問させていただいたんですが、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。 
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〇８番議員（永井寛子君） 
 第２号からの議案について、ちょっと分からないものですからお聞きします。 
 以前のご説明では、地方分権一括法の改正に関わるというようなお話があったんですけれど

も、この２号から６号までとくくってしまっていいのかどうか、ちょっと分からないんですけ

れども、これはもともと国の法律を地方自治体に条例として定めるようにということで、国の

ほうからの決めごとがきたのかどうかということで、もともとこれは制定といっても、もとは

法律で決められていたことと解釈してよろしいでしょうか。 
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） 

 永井議員の質問にお答えいたします。 
 もともとこれは地方分権の関係で、国で法律を定めてあったものを今度、地方分権というこ

とで、町でそういうことをやっていかなければいけないということで、その法律を、町の条例

という形で直して、制定させていただくというものであります。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ８番、永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 これは２号から６号までがその関連というふうに考えてよろしいですか。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 総務課長、志村廣文君。 

〇総務課長（志村廣文君） 
 ２号から６号までが新しく制定となっておりますけども、今のような解釈で制定させていた

だくということになります。 
 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１号から第６号までの質疑を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第９ 議案第７号 富士川町行政組織条例の一部を改正する条例について 
   日程第１０ 議案第８号 国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管

理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関

係条例の整理に関する条例について 
   日程第１１ 議案第９号 富士川町税条例の一部を改正する条例について 
   日程第１２ 議案第１０号 富士川町税条例の一部を改正する条例について 
   日程第１３ 議案第１１号 富士川町手数料条例の一部を改正する条例について 
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   日程第１４ 議案第１２号 富士川町公の施設における指定管理者の指定の手続き等に関する条

例の一部を改正する条例について 
   日程第１５ 議案第１３号 富士川町地域福祉基金条例の一部を改正する条例について 
   日程第１６ 議案第１４号 富士川町地域健康福祉センター条例の一部を改正する条例について 
   日程第１７ 議案第１５号 富士川町敬老祝金条例の一部を改正する条例について 
   日程第１８ 議案第１６号 富士川町介護保険条例の一部を改正する条例について 
   日程第１９ 議案第１７号 富士川町増穂ふるさと自然塾条例の一部を改正する条例について 
   日程第２０ 議案第１８号 富士川町都市公園条例の一部を改正する条例について 
   日程第２１ 議案第１９号 富士川町水道事業の設置等に関する条例及び富士川町簡易水道事業

の設置等に関する条例の一部を改正する条例について 
 以上の１３議案は条例の改正案でありますので、一括して議題とします。 
 これから、議案第７号から１９号まで一括して質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 ６番、齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 それでは議案第１２号 指定管理者に関わる条例の一部改正という点についてお伺いしたい

と思います。 
 これについては昨日、第三セクターということを一般質問して、多少、関連しているんです

けども、今回の内容は新しく第三セクターをつくるということもあって、そこへ指定管理者の

指定を行いたいということで、町長が指名できると。従来は選定委員会を選定し、そしてそこ

で審査をし、管理者を選ぶという形であったものを、そういうことができるようにという内容

なんですけども、これは私と町長の多少、考えの違いもあるんですけども、昨日、町長が第三

セクターの答弁のときに、いわゆる指定管理者制度というのがいいのかどうかということにつ

いて、ちょっと私としては疑問があるなといったような発言もされていましたけども、基本的

には指定管理者というのは民間活力を導入していくということでして、そういうことを考えた

ときに、いわゆる指名ということは、ある意味では旧来あった委託みたいな形のものが今回、

指定管理者、この条例の中に盛り込まれてくるような内容になるんですけども、まほらの湯の

ときなんかもちゃんと管理者をやったと。これがいわば公平性を保っていく、あるいはあのと

きにはいろんな中小企業診断士とか、いわゆる経営に関わるような人たちに何人か入っていた

だいて、そういう目で選んできたと。今回、第三セクターの件があるからとはいえ、この条文

をそのまま変えてしまうのはどうなのか。むしろそうであれば、新しく特別につくるという方

法もあるのではないかと思うんですけども、その点についてお伺いしたいと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 企画課長、鮫田和博君。 
〇企画課長（鮫田和博君） 

 それでは、齊藤議員のご質問にお答えします。 
 今回の町が出資する株式会社につきましては、先ほど議員さんのほうからも話がありました

が、民間のノウハウを生かして効率性、柔軟性、採算性を確保するために設立をして、町内に

ある公共施設等を指定管理に将来的にはしていきたいということで、今後につきましてはつく

たべかん、それから塩の華、道の駅富士川の運営を、指定管理を行っていきたいと考えており
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ます。 
 このために今までも条例に、町が出資する法人については公募を行わなくても出資できると

いう文言が、公募による指定という項目の中に一部ありましたので、今回、その部分を５条と

して抜き出しまして、条例の一部を改正して公募によらない指定候補者の選定の規定を明確に

したということでございます。 
 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） 
 もう１点、これは町長に答弁してもらったほうがいいんですけども、いわゆる町が出資して

つくる株式会社法人ですけども、今後そういうのがあるかどうか分かりませんけども、今回の

出資というのは、あくまでもそれを念頭に置いて、ある意味ではそれを特例的な形で考えてい

るというふうに理解して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） 

 齊藤議員のご質問にお答えいたします。 
 今回のものが特例かどうかはまだ初めてであれですから、今後、またいろんな町の状況を見

ながらということになりますが、今回のこういった改正条例につきましては、今回つくる会社

がその運営を目的としている会社でありますので、他との競争ではなくて、その１社を指定す

ることができるという条例になっています。今のところ、まだ先のことは分かりませんけども、

今後もあるかもしれませんし、町がそういうものに関与しなければ出てこないんではないかな

と思っています。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ６番、齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 指定管理者制度の趣旨というものを、できるだけ尊重しながら慎重に運用してもらいたいと

いうことをお願いしておきたいと思います。 
 以上で終わります。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ほかに質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑なしと認めます。 
 以上をもって、議案第７号から第１９号までの質疑を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第２２ 議案第２０号 富士川町町営バス基金条例を廃止する条例について 
   日程第２３ 議案第２１号 富士川町ふれあい基金条例を廃止する条例について 
   日程第２４ 議案第２２号 富士川町人づくり基金条例を廃止する条例について 
   日程第２５ 議案第２３号 富士川町環境整備基金条例を廃止する条例について 
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   日程第２６ 議案第２４号 富士川町営住宅整備基金条例を廃止する条例について 
 以上の５議案は条例廃止案でありますので、一括して議題とします。 
 これから、議案第２０号から２４号まで一括して質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 この基金については、新しく創設する基金の原資にするということで理解はしているんです

けど、やはりこれらのものは条例制定当時の当然、目的もあるし、今現在、機能していないも

のもあるかもしれませんけども、機能しているものもあると。これがなくなることによって町

民に対する影響が新しい基金に承継されて、それは大丈夫だよと。機能を果たせると。そうで

はなくて、影響が出て、補完的な制度がこれがあるから大丈夫だよというものがこの基金の廃

止する条例の中にあるものをご説明していただきたいと思いますけれども、よろしいでしょう

か。町長に。全体的なことなのでよろしくお願いします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 秋山議員の基金条例廃止に対する質問に対して、お答えをいたします。 
 今回、廃止と一部改正のお願いをしておりますが、一部改正のほうの富士川町福祉基金条例

につきましては、この基金の果実を福祉の財源の充当にしております。これは全部を潰すんで

はなくて、２億円の端数を今回、コミュニティ基金のほうに充当していく。そしてまたあと５本

の基金を廃止していくんですが、これはただ単に積み上げているだけで、今のところ機能をし

ていません。例えば町営バスの基金条例もバスを買い替えるときに、なんとかしようという目

的であります。それと環境整備についても町営住宅にしてもそういったあれであります。あと

ふれあい基金と人づくり基金も基金の額が少なくて、果実も期待ができないということであり

ます。当然この基金がなくても、これまでもいろんなそういった事業はしておりますので、そ

してまた先ほど言ったバスの買い替え、あるいは町営住宅の建て替えの基金につきましては、

公共施設整備基金というのを町が持っておりますので、そちらのほうで十分対応できると。今

回も５本の基金と１本の端数を整備させていただきます。それで１億円の基金を設けるわけで

ありますけども、これは全部足すと１億円以上になります。廃止するものは。残った部分は財

政調整基金のほうに積ませていただいておりますので、全体の中で今後の運営は十分可能だと

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） 
 分かりました。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ほかに質疑はありませんか。 
 ６番、齊藤欽也君。 
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〇６番議員（齊藤欽也君） 
 今の秋山議員の質問に関連して少しお伺いしたいんですけども、この基金というのは合併当

時に協議の中で審議したり、そしてまだ必要だと、当時たぶん必要だという判断で継続してき

たものだろうと思うわけですね。基金というのは先ほども話がありましたけども、いわゆる別

の財布をちゃんと持っていないと将来的な計画性を持たせて、その将来の計画に資するという

ことが大きな目的で設置されているものなんだと思いますけども、今の説明だけではちょっと、

ではなぜこの基金を今ここで廃止しなくてはいけないのか。住宅については、先ほど施設整備

があるからというようなお話もありましたけれども、その目的との兼ね合いで廃止というのが、

どこでどういう形で議論されてきたのかということも含めて、ちょっとお願いしたいと思いま

す。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 齊藤欽也議員の廃止する基金についてのご質問にお答えをいたします。 
 先ほど秋山議員にもお答えしたとおり、果実を運用する基金、一番大きいのは地域福祉基金

であります。ここの果実は福祉の財源に充当させていただいています。そして、あとふれあい

基金、人づくり基金もこれは果実を目的とする基金ですが、もともとの原資が少ないものです

から、この低金利のときに機能しておりません。そしてまたバスの基金、町営バスの基金、あ

るいは住宅の基金、環境の整備基金等は目的があってつくった基金でありますけども、合併を

するときに財政調整基金と減債基金と公共設備整備基金、これについては３基金、合わせて１人

いくらぐらいということで持ち寄り額を決めました。その他のものは旧増穂にあったり、旧鰍

沢だけの基金とかそういうものがありますから、それ以外のものはそのままとりあえず引き継

ごうと。そして新町になって、また考えようということで合併当時は話をいたしました。今回、

コミュニティ施設の整備貸付基金をつくるための財源として、今、活用されていないこの基金

を活用しながら、全部を潰して消費してしまうんではなくて、そちらのほうに積み上げたり、

財政調整基金に戻したりということで、今回、廃止条例を提案しております。 
 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） 
 最後に確認ですけども、私、申し訳ない、質問をする立場でいながら今、町にどういう基金

がどれだけあるのか、詳細にちょっと見てこなかったもので、失礼ですけども、今の話を聞け

ば、当時引き継いで、それをこの２年なり２年半の中で精査して結果がこうだということです

から、それは了解しました。ということは逆に言えば、今あるほかの基金については必要性を、

現段階では必要だということで考えているというふうに理解してよろしいんでしょうか。ほか

の基金については現段階では必要ということで、残していくということで判断しているという

ことですか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
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〇町長（志村学君） 
 今回の基金の中で地域福祉基金というのは両町にあったものでありますから、これはちゃん

と２億円だけは残して今後も活用していく。それと町営バス、これは鰍沢のみの基金でありま

す。人づくり基金も鰍沢のみであります。町営住宅も鰍沢のみであります。増穂町住宅はあっ

たんですが、それは公共施設整備基金の中で十分対応できるということで、こういう基金はつ

くっていませんでした。またふれあい基金、環境整備基金というのは、これは増穂だけのもの

でありましたけども、先ほど言ったように原資が少ないものですから、なかなか果実が出てこ

ない、機能していないという基金である。今回、こういうものを整備させていただくというこ

とでありますが、それ以外にもいくつか基金があります。それは潰せない基金もありますし、

町の独自の事情によって、つくった基金もあります。それ以外の基金は今回こういう整理をい

たしましたので、不要な基金であればここに廃止条例をお願いするところでありますが、それ

以外の基金については今後も活用していくという計画でおります。 
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） 

 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。 
 （ な し ） 
 質疑なしと認めます。 
 以上をもって、議案第２０号から２４号までの質疑を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第２７ 議案第２５号 平成２４年度富士川町一般会計補正予算（第７号） 
   日程第２８ 議案第２６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３号） 
   日程第２９ 議案第２７号 平成２４年度富士川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号） 
   日程第３０ 議案第２８号 平成２４年度富士川町介護保険特別会計補正予算（第３号） 
   日程第３１ 議案第２９号 平成２４年度富士川町介護サービス事業特別会計補正予算（第２号） 
   日程第３２ 議案第３０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３号） 
   日程第３３ 議案第３１号 平成２４年度富士川町下水道事業特別会計補正予算（第２号） 
   日程第３４ 議案第３２号 平成２４年度富士川町活性化事業特別会計補正予算（第２号） 
   日程第３５ 議案第３３号 平成２４年度富士川町水道事業会計補正予算（第３号） 

 以上の９議案は補正予算案でありますので、一括して議題とします。 
 これから議案第２５号から３３号まで、一括して質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 まず一般会計の補正予算、事項別明細書の２６ページ、土木費の東部開発事業費の観光交流

センター建設工事請負費１億５，５００万円、この内容についてご説明をお願いします。 
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〇議長（芦澤益彦君） 
 建設課長、川住資農夫君。 

〇建設課長（川住資農夫君） 
 秋山貢議員のご質問にお答えいたします。 
 外構工事でございますけども、道の駅のまわりの造成、ブロック積み工事、それと進入路の

工事、富士川大橋から入ってくる進入路でございます。それとあと本体のまわりのインターロッ

キングの工事、それと歩行者道と一緒に行うわけなんですけども、駐車場の舗装等の工事、あ

るいはその舗装の中にある照明灯の工事というような形であります。主なものについてはそう

いうものですけども、あとは駐車場の中の水路の工事とか、そういうものも含まれております。

主なものはそんな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） 
 そうすると総体で、例えば舗装とかそういった外構工事ということになってくると、業者さ

んに発注する場合には当然、そういった舗装は舗装で分離発注になるわけですよね。インター

ロッキングであれば外構工事ということで、いくつかに発注されるんではないかと思うんです

けども、これはそうではなくて請負費ということで、一括で１億５，５００万円の発注、入札

するんでしょうか。 
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） 

 予算的には全部、一括の予算でここへは設けてあるんですけども、全体を発注するにつきま

しては、まだどういう形かということは決めかねておりますので、一括になるのか、あるいは

分離になるのかと思うんですけども、外構ということで土木関係で一括にとは思っているんで

すけども、そのへんはまだ決めかねております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 そうするとこの駐車場をやったり、インターロッキングを、建築のまわりを整備するんだと

思うんですけども、今現在、工事中の現場にこの時期にこれだけの請負の予算計上をするとい

うのはなぜこのタイミングでするのか、その事情を教えていただきたいと思います。 
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） 

 当初は２５、２６年で外構工事は予定しておったわけなんですけども、国の緊急経済対策と

いうことの中で、前倒しして事業を進めるということで有利な補助、あるいは裏補助がいただ

けるということになりましたので前倒しをしまして、２４年度の補正で上げさせていただいた。

当然、逓次繰越等でしていかなければならないと思うんですけども、そういう形でこの道の駅

も２６年の７月ごろのオープンを目指しておりますので、前倒しでなるべく早く発注をしたく
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完成をさせていきたいということの中で、今回、補正を挙げさせていただきました。 
 以上でございます。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 秋山議員、３回目です。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 分かりました。では以上で終わります。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ほかに質疑はありませんか。 
 ２番、長澤健君。 

〇２番議員（長澤健君） 
 事項別明細書、２１ページの予防費の委託料２，２００万円が減額とあるんですけども、こ

の減額の理由をちょっと聞きたいんですけども、というのも今、予防接種の子宮頸ガンのほう

で東京杉並区の女子中学生が歩行困難になったりとかという、そういう後遺症が残るようなこ

ともあったりということで、非常に今、全国的にも問題になっているんですけども、そういう

部分というのは絡んでいるのでしょうか、お願いします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 福祉保健課長、深沢茂樹君。 
〇福祉保健課長（深沢茂樹君） 

 長澤議員のご質問にお答えいたします。 
 委託料の２，２００万円の減額でございますが、この部分には福祉保健課の予防費にかかる

部分と子育て支援課の委託料が入っております。福祉保健課にかかる分がこのうち減額

８００万円でございます。これにつきましては高齢者インフルの予防接種代、これが減額

３５０万円。これは当初４，８００人見込みましたけども、実際に３，０６０人という接種で

した。そのための減額です。 
 それから子宮頸ガンワクチン、これが２通りありまして中１から高１までの部分、国の補助

が付いている部分です。これが減額の２７０万円。これが当初は１２０名、予定していたんで

すけども６９人ということです。それから対象外の高校２年生以上の部分、これが減額の

１８０万円、これについては１００人を予定していたんですけども、１６名が接種したという

ことで、その部分の当初計上分から実績の部分で残額の部分を減額させていただいております。 
 先ほどの子宮頸ガンワクチンによる副反応が出たという部分でのそれでの減額、受診者が

減って減額ということではありません。 
 あと残りの部分は子育て支援課になりますので、よろしくお願いいたします。 
 以上です。 

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） 
 長澤議員のご質問にお答えします。 
 子育て支援課の部分では、定期予防接種ということで１，１３７万円の減額。それからヒブ

ワクチン接種で３１万８千円の減額。小児用肺炎球菌ワクチンの設置で２３１万２千円の減額

でございます。合計で１，３９３万４千円の減額となっております。 
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 以上でございます。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 長澤議員の質問にお答えいたします。 
 ３月補正でありますから、制度の内容を変えたとかそういうことでなくて、当初はある程度

の見込みをしながら予算計上をさせていただいております。年度末にきて、それぞれの事業の

対象人員が固まってきましたものですから、確定によりということで減額をさせていただいて

いる。この予防接種関係だけではなくて、委託料についても事業費についても、もうこんなに

予算がなくても今年はいけるというところから、確定により減額をさせてもらった。あるいは

国の補助事業であれば、補助決定により減額とか増額とか、そういうものが補正予算には出て

おりますのでよろしくお願いいたします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ２番、長澤健君。 
〇２番議員（長澤健君） 

 今回、ちょっとこの子宮頸ガンの副作用の部分などが心配になったもので、そのへんが影響

ないということであれば特には問題がないんですけども、ただ今後たぶんこういう問題が出て

きたときに、役場のほうでも問い合わせがくると思うんですけども、そのへんの対応もしっか

りしていただきたいなというふうに思います。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ほかに質疑はありませんか。 
 ６番、齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 １点だけお聞きしたいと思います。 
 太陽光発電、小中学校へ置くということで予算が組まれています。見ると内容的には国庫補

助金が約６千万円弱と。残りが起債で１，４００万円余りなんですけども、今回、これを見て

いると基本的には全部、起債で賄うという形になっているんですけども、その理由を一つお伺

いしたいと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 教育総務課長、川手貞良君。 
〇教育総務課長（川手貞良君） 

 齊藤議員のご質問にお答えさせていただきます。 
 今回の太陽光発電の設置につきましては、国の経済対策に基づきます大型補正によっての補

正ということで国庫補助金、それから地方債につきましても補助裏ということで出てきており

ますので、こちらのほうの地方債を充当させていただいております。 
 以上でございます。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ６番、齊藤欽也君。 
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〇６番議員（齊藤欽也君） 
 あと教育関係の起債ということなんですけども、この起債の内容というのはどういう形のも

のか、ちょっと念のためお願いしたいと思います。起債の中身をちょっとお聞きしたい。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 今回の太陽光発電の設置につきましては、先ほど教育総務課長が言ったとおりでありますが、

この学校施設の、太陽光発電についてはこれに対する国庫補助というのはおおむね３，８００万

円ぐらいを見込んでいます。そして残りについては元気臨時交付金を充てております。そして

最後の起債については、義務教育施設の整備費の起債を充当させていただいております。 
 この学校施設についてはそれ以外のものが使えませんので、一般の事業であれば補正予算債

とか、そういうものが一緒に付いてくるんですが、学校の経費は、総額は示されても中身は文

部科学省でちゃんとしておりますので、義務教育施設の整備事業ということになると思います。 
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） 

 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） 
 １点だけお伺いします。 
 ２１ページの母子保健費、不妊治療費助成事業４０万円ですけれども、当初、見込んだもの

より多かったということだと思いますけども、全体で何件ぐらいになったということでしょう。 
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） 

 永井議員のご質問にお答えします。 
 当初は１００万円ということで５件予定しておりましたが、その後２件増えまして４０万円、

今回補正をさせていただきました。 
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） 

 当初予算のときは昨年度の結果をもとにして立てると思うんですけども、昨年より２件増え

たというふうに考えてよろしいんでしょうか。この不妊治療をする方が。昨年と比較して、も

し分かったら教えてください。 
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） 

 そのように考えていただいていいかと思います。 
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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） 
 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。 
 ７番、井上光三君。 

〇７番議員（井上光三君） 
 ２点ほどお願いいたします。 
 一般会計の補正ですけれども、１５ページ、企画総務費ですが、過疎集落等自立再生緊急対

策事業、これは以前３件とお伺いしたんですが、その３件の事業名と金額をそれぞれお伺いい

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、井上議員のご質問にお答えします。 
 全部で３件ということで１件目が事業名、これは平林地区で行うもので、地域資源の再生と

力強い地域づくり事業ということで申請が上がっております。それから２件目が穂積地区の日

出づる郷活性化組合が行うもので、地域資源活用と６次産業による地域活性化事業、これが予

定額で事業費が８６０万円。それから先ほどの平林が１千万円。それからもう１件が中部地区

の中部区活性化プロジェクト会議が行うもので、事業名が中部区の活性化プロジェクトという

ことで、事業費が９８０万円となっております。 
 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） 
 ありがとうございました。 
 この事業、今回の国の補正絡みだと思いますが、これを出した地域の人が心配しているのは、

この国の事業は国全体で１５億円というふうに聞いているんですが、１５億円というと各県に

分けて、また各市町村に分けるとそんなにこないと。今回、町の補正で出してあるので大丈夫

だろうけれども、これが町で通過したとしても実際に上のところで駄目になることがあるのか

という心配をしていますが、そのへんをお伺いいたします。 
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） 

 ご質問にお答えいたします。 
 先ほど全国でということなので、町のほうの全体の予算が５千万円ということで、当初きて

おりましたけども、非常に要望が全国で多いということの中で、ご承知のとおりだんだん、そ

の申請額、事業費が減らされてきたということの中で、現在１事業当たり１千万円というよう

なことになっておりますけども、これは今から県のほうで審査を行いまして、国の一定内示が
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くるということですが、一応この金額がくる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） 
 ７番、井上光三君。 

〇７番議員（井上光三君） 
 ありがとうございました。 
 では、もう１点。２２ページ、中山間地域総合整備事業のところですけれども、補正で８４８万

円の負担金ということでついていますが、ここは具体的にどの場所なのかをお伺いいたします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 農林振興課長、堀口進君。 
〇農林振興課長（堀口進君） 

 井上議員の質問にお答えします。 
 こちらの場所につきましては、穂積地区ということで計画の工事内容につきましては、鳥獣

害を約５キロほど考えております。こちら今回の国の経済対策事業ということで、全部繰越で

予定をさせていただきました。 
 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） 
 いくつか分かれているということなんですね、場所的には。そういう意味ですか。今の。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 農林振興課長、堀口進君。 

〇農林振興課長（堀口進君） 
 今回の経済対策ということで、工事内容につきましては鳥獣害ということで先ほど説明させ

ていただきましたけども、今のところ予定がこういったことになっていますけども、実施になっ

た場合にはまだ地元区と協議させていただいて、工事のほうを進めるということで内容的には

今のところ予定だけです。 
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） 

 この件３回目なんですが、実はこの中山間地域総合整備事業、毎年予定がされて工事をする

けれども、予算が足りなくなったということで少しできていない部分が、２３年度も２４年度

もあったんですよね。それをまた次の年度で続けてやるというようなことがあったので、この

補正でそういう部分、２４年度も実際には私もずっと見てまわりましたけれども、やっていな

い部分があって、これは聞いたら予算が足りなくなったと。そういうところも含めて、今回の

補正でやってくれるのか。最後の３回目ですから、やってくれるのかどうかということを。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 農林振興課長、堀口進君。 
〇農林振興課長（堀口進君） 

 地元との協議によりまして、一番必要なところを選考して今回、やっていきたいと思います。
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これは今回の経済対策ということで、２５の予算の前倒しという考えでいきますので、また

２５年度になりましたら、そちらの予算のほうを承認させていただければ、２５年の予算の中

でまた対応できる部分がありますので、計画していきたいと考えております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ７番、井上光三君。 
〇７番議員（井上光三君） 

 ありがとうございました。 
 ではもう１点だけ、すみません。一般会計、ページでいくと２９ページ。一番下のほうに殿

原公園駐車場整備工事とありますけども、これは何台くらい停められるようになるのか、想定

しているのかお願いいたします。 
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） 

 井上議員のご質問にお答えします。 
 弓道場の隣、旧相撲場でございますが、新たに３４台分の駐車スペースを工事する予定でご

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） 

 ありがとうございました。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２５号から第３３号までの質疑を終わります。 
 これから、議案第２５号から第３３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２５号から第３３号までの討論を終わります。 
 これから日程第２７ 議案第２５号 平成２４年度富士川町一般会計補正予算（第７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、議案第２５号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第２８ 議案第２６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３号）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２６号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第２９ 議案第２７号 平成２４年度富士川町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第３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、議案第２７号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第３０ 議案第２８号 平成２４年度富士川町介護保険特別会計補正予算（第

３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、議案第２８号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第３１ 議案第２９号 平成２４年度富士川町介護サービス事業特別会計補正

予算（第２号）を採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第２９号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第３２ 議案第３０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３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、議案第３０号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第３３ 議案第３１号 平成２４年度富士川町下水道事業特別会計補正予算

（第２号）を採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第３１号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第３４ 議案第３２号 平成２４年度富士川町活性化事業特別会計補正予算
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（第２号）を採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第３２号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第３５ 議案第３３号 平成２４年度富士川町水道事業会計補正予算（第３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、議案第３３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３６ 議案第５３号 平成２４年度富士川町一般会計補正予算（第８号）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５３号の補足説明を求めます。 
 財政課長、田辺明弘君。 

〇財政課長（田辺明弘君） 
 それでは、議案第５３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） 
 以上でございます。 

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。 
 これから、議案第５３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５３号の質疑を終わります。 
 これから、議案５３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５３号の討論を終わります。 
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 これから日程第３６ 議案第５３号 平成２４年度富士川町一般会計補正予算（第８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、議案第５３号は原案のとおり可決されました。 
 ここで、暫時休憩といたします。 

休憩 午前１１時０５分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午前１１時１６分 
〇議長（芦澤益彦君） 

 休憩を解いて、再開します。 
 永井議員の質問に対しまして、子育て支援課長から答弁が求められていますので、それを許

します。 
 子育て支援課長、秋山千秋さん。 

〇子育て支援課長（秋山千秋君） 
 先ほど永井議員より、不妊治療費助成事業についてご質問がございました。 
 ２４年度当初は１００万円で見積もっておりましたが、９月にやはり１００万円補正をして

おります。今回４０万円ということで、今回の４０万円を出す前にすでに８件、支出をしてお

ります。今後の見込みとして３件から４件という見込みがございまして、４０万円の補正をさ

せていただきました。 
 ちなみに２３年度の実績は７件で１５７万６，８８１円支出しています。 
 訂正させていただき、ご説明とさせていただきます。以上です。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第３７ 議案第３４号 平成２４年度富士川町水道事業会計資本剰余金の処分についてを議

題とします。 
 これから、議案第３４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３４号に対する質疑を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第３８ 議案第３５号 平成２５年度富士川町一般会計予算 
   日程第３９ 議案第３６号 平成２５年度富士川町国民健康保険特別会計予算 
   日程第４０ 議案第３７号 平成２５年度富士川後期高齢者医療特別会計予算 
   日程第４１ 議案第３８号 平成２５年度富士川町介護保険特別会計予算 
   日程第４２ 議案第３９号 平成２５年度富士川町介護サービス事業特別会計予算 
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   日程第４３ 議案第４０号 平成２５年度富士川町奨学金特別会計予算 
   日程第４４ 議案第４１号 平成２５年度富士川町簡易水道事業特別会計予算 
   日程第４５ 議案第４２号 平成２５年度富士川町下水道事業特別会計予算 
   日程第４６ 議案第４３号 平成２５年度富士川町営農飲雑用水事業特別会計予算 
   日程第４７ 議案第４４号 平成２５年度富士川町箱原農業集落排水事業特別会計予算 
   日程第４８ 議案第４５号 平成２５年度富士川町鹿島財産区特別会計予算 
   日程第４９ 議案第４６号 平成２５年度富士川町カラマツオ外三十山恩賜林保護財産区特別会

計予算 
   日程第５０ 議案第４７号 平成２５年度富士川町活性化事業特別会計予算 
   日程第５１ 議案第４８号 平成２５年度峡南地区ことばの教室共同設置特別会計予算 
   日程第５２ 議案第４９号 平成２５年度峡南地区充指導主事共同設置特別会計予算 
   日程第５３ 議案第５０号 平成２５年度富士川町水道事業会計予算 

 以上の１６議案は平成２５年度予算案でありますので、一括して議題とします。 
 本案は特別委員会に付託しましたので、質疑は大綱のみに留めてください。 
 これから、議案第３５号から５０号まで一括して質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 １点、確認させていただきたいんですけども、過日の山日新聞だったと思うんですけども、

志村総務課長さんのコメントで退職金のことが出ていたんですけども、退職金に関しては国の

ほうも減額していると。町は今現在、市町村の総合事務組合のほうから退職金がくるから、そ

この議会で議することになると思うと。今年度中ではなくて翌年度に向けていかないと、今年

度、中途退職が出てしまうと行政に補充するのが大変難しいから、支障が出るからそうなると

思うということでそれはそれでいいんですけども、それと併せて国家公務員の給与も現在、特

例で減額されていますよね。地方交付税も国とすれば東北の、東日本大震災の財源としてそれ

は賄いたいということで、国がだからといって交付税を減らすから地方公務員の給与を下げろ

ということは国では言わないと。それは各市町村が条例を制定すべきことだから、国は国家公

務員はそうやっているけども、市町村に対してはそれを押し付けることはしないと。あくまで

も地方自治があるわけだから、自治体で判断してくださいというスタンスですけども、当町は

どういうふうな考えで公務員の給料を削減するのか、それともしないのか、その点についてお

願いします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 総務課長、志村廣文君。 
〇総務課長（志村廣文君） 

 秋山議員のご質問にお答えします。 
 国家公務員の給与を１００とすれば、それはラスパイレスというのがありまして、地方公務

員の給与が１００以上になった場合にということで、今回うちの町も１００を超えていますの

で、その分については減額しろというふうな通知がきております。ただ、これを現状で言いま

すと、これは７月からということになっていますので、もし出すとすれば６月の議会というこ

とになりますけども、方針としてはうちの町だけが減額しないというわけにはいきませんので、
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この近隣の町村だとか、また県の指導を仰いだ中で６月の議会にはどういうふうになるか答え

を出していきたいということであります。 
 ですので、１００以上になったものについては減額しなさいという通知がきていますので、

その形はとっていかなければならないのかなとは思っていますけども、最終的な決断はしてお

りません。 
 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） 
 町長にお伺いしたいんですけども、私ははたして下げる必要があるのかなと思うんです。国

はインフレターゲットで２％の物価上昇を見込んでいますよね。そうすると当然、１０４．６で

すか、ラスパイレス指数。当町の。それを勘案して、当然そういったことも考えていく。それ

から今現在、円安になっていますよね。そうすると灯油、ガソリンからそれを使う工業製品、

すべて上がってきますよね。それも勘案した中で、果たして国が交付税を減らすから、ではイ

コール、国にならって減らすべきなのか、私はその必要性はないんではないかなと思っている

んです。だからそのへんについては、そうやって公務員の給与も下げていくとなると、また民

間のほうは片や上げろといっている、公務員は下げてくる。これは国のやっていることがつじ

つまが合うのかなと思うんです。だからそういう考えもあるということで、町長の見解をお聞

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） 

 秋山議員の、給与費の削減についてのご質問にお答えします。 
 給与費ばかりでなくて、先ほどありましたように退職金も国のほうがそういった指針を出し

ている。県は今年の冒頭から、そして他の市町村も２月からとかやってきて、うちの総合事務

組合の事務局案は２月１日からやっていこうというものがきましたけども、私どもみんなそれ

だとあまりにも唐突に減額がくる。そしてうちの町にも対象者はいますけども、この３月で辞

める人が影響を受ける。そういうことと小さな町村ですからこの３月に向けて、２月末で辞め

られてしまうと、うちの町は影響ないと思いますけども、課長級が５人も辞める町村もありま

す。そうすると、この３月議会はどうしようかという事態がありましたので、総合事務組合の

ほうでは４月１日から適用ということで、今後４月１日以降、辞めていく人については退職金

が減額されていきます。２年間で約４００万円ぐらい退職金が減ることとなります。 
 その後、出てきましたのがこれも昨年の１１月１６日、衆議院が解散するどさくさにまぎれ

てつくった制度でありますので、それと今度は今、質問にあります地方公務員の給与削減です

が、私もこれまで地方は人員削減をやって、そして適正な人員、最小限の職員でもって事業を

やっていますので、国はその間、国会議員の数も減らないし、そして国家公務員の数も減らな

い状況できておりますので、私も秋山議員と同じように給与削減のことは国に同調しなくても

いいんではないかという考えであります。基本的には。 
 ただ、退職金にしてもこの給与削減にしても国に同調しないところは交付税をカットします

という脅しがきていますので、これがやはり自主財源のない町の一番弱いところであります。
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どのくらいの影響額がくるか分かりませんけども、それをもしカットされると、今やっている

事業に停滞を及ぼしますので、先ほど総務課長が言いましたように近隣町村の動向も見ながら、

そして１００を超えている部分については１００以下にもっていかなければ、交付税の削減が

目に見えていますので、それらについては組合の理解もいただく中で応じていかざるを得ない

のかなと。本当は心外です。職員が一生懸命働いている中を給与削減されるのは心外だと思い

ますが、そういった大きな流れの中でやはり町も運営していかなければなりませんから、まわ

りの状況を見ながら今後、検討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） 

 ぜひ、いろんな手立てを尽くして国では、国会では安倍首相もそういうふうに地方自治を尊

重するよと言っているんですから、そうやって言葉と裏腹のような行動をして、地方交付税を

減額させるような、脅しをするようなことはやはり町長もいろんな国会議員さん、それから県

内の市町村長さんたちと協同できるであれば、やはりそういったことはどんどん主張していた

だいて、また住民にも丁寧に説明していただいて、こういう状況であるということで、やはり

物価が上がる分については、最低限でもそこは確保していくということは、ぜひ取り組んでい

ただきたいと思います。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ほかに質疑はありませんか。 
 １２番、望月邦彦君。 

〇１２番議員（望月邦彦君） 
 町長さんにちょっと伺いたいんですが、５８ページでありますけども一般会計、コミュニティ

センターの運営費でございますけども、現在、かじかの湯は指定管理の中で運営をしていただ

いているところであり、大変厳しい状況であるということはお聞きしておりますし、そういっ

た中で、先ほど補正の中で５００万円の補正をつけていただきました。この補正につきまして

の、どういう形で補正をつけたかということの内容を少しお聞きしたいということと、それか

ら今年の２５年度の、今年度予算の中に計上されていないということでございますので、今後

のかじかの湯の運営については、巷から聞こえる声とすれば今年の３月ぐらいで終わるではな

いかとかそういうふうな話も聞こえていますし、そうはいってもこれからどのような形態で指

定管理を運営していくのか、ずっと継続していっていただけるのか、そのへんにつきまして大

綱的なことでございますので、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） 

 望月議員の予算についてのご質問にお答えをいたします。 
 補正予算ですか・・・当初ですか。 
 今回、かじかの湯へ補助金として５００万円、計上させていただいています。これはかじか

の湯は赤字ということで、非常に今、財政的に苦しいという中で今お話がありましたように、

やめるか、やめないかというふうな選択もして検討したところでありますが、私のほうから今
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年はなんとか収支を整えてほしいということで、５００万円、指定寄附がきますので、その

５００万円をかじかの湯へ、指定寄附ですから、そちらのほうに補助をしていくということの

５００万円を補正予算に計上させていただいています。ですから歳入にも指定寄附５００万円、

歳出が補助金で５００万円ということになっております。 
 そして５９ページのほうのかじかの湯への補助金、これは合併したときから、まほらの湯は

入湯税を取っていない。かじかの湯は入湯税を取る。しかし条件的に料金を同じにしてありま

すので、前年分の入湯税を補助金として翌年、交付しますという約束をしております。これは

指定管理に出したときにもそういう話をしていますので、今回は２４年分の入湯税の５００万

円を当初予算には計上させていただきます。 
 そうはいっても、まだまだかじかの湯の経営は苦しいわけであります。また区長さん方もい

ざなくなるとなるとぜひ残してほしいというふうな要望もありますので、今後につきましては

町がというよりもかじかの湯の券を１万２千枚ほど購入をして、それをおおぜいで利用してい

くと。中間販売みたいなことになると思いますけども、町の予算とは関係なく、町が補助金を

出しても、人が行かなければにぎやかさが出てきませんので、人が行ってもらうような方策を

今、考えておりますので、そういう中で指定管理者もそういうことであれば今後、続けていき

たいということですから、かじかの湯の閉鎖というのは検討段階の話であって、実際ではあり

ませんので、そういった混乱が起きないようにぜひお願いしたいと思っています。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 １２番、望月邦彦君。 
〇１２番議員（望月邦彦君） 

 もうすでに補正については決定、採択を受けているところでございますけども、厳しいとい

う中で補正を組んでいる中で、今年度の当初予算の中にはゼロという形がありますね。５８ペー

ジのコミュニティセンター運営費は、これはかじかの湯の補助金だろうと思うわけであります

けども。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 科目を変更しておりますから、前年度ゼロと。９７ページのほうにその分は入っております

けども。９７ページの上段の２行目になりますけども、かじかの湯運営費で５９０万円という

のが入っておりますので、それと比較していただければいいと思います。これまでは福祉保健

のほうで担当しておりましたけども、かじかの湯、まほらの湯もひとつ観光のほうに使ってい

こうということで、所管替えをしておりますのでこういう状況になっています。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 １２番、望月邦彦君。 

〇１２番議員（望月邦彦君） 
 そのへんはたぶん科目の変更かなというような部分であったわけでありますけども、私が一

番心配するのは先ほど言ったように３月で終わりではないかというふうな、いわゆる巷のそう

いうことと、それからなんか聞くところによるとコンサルタントと話をして、１年ぐらいは経

営をしていこうという話もちょっと聞こえていますので、今後だからそういった運営をしっか

 １６１



りやっていただくために、町長さんの考え方を先ほど聞いたわけでありますけども、今後、か

じかの湯の運営について、指定管理でずっと続けていけるのか。それともあるいは今、考えて

いるような第三セクターの道の駅、あるいは塩の華、あるいはつくたべかんと併せている中で

１つの経営的な形でやっていけるのか、そのへんをちょっと聞かせて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） 

 先ほども言いましたけども、指定管理を受けている内部のほうで続けるか、続けないかの検

討はされたことはあると思うんですが、それで町のほうからも、かじかの湯のほうからもやめ

ますという話は私は聞いておりませんので、そのへんは誤解のないようにぜひやっていただき

たい。それと今回、指定寄附を５００万円いただいて、来年以降の方策もお互い考えながら、

今の指定管理者、２７年までありますので、その間はしっかりやっていただけるというご返事

はいただいています。 
 それとその以降はまた指定管理の期限が切れますから、公募をしていくのか。その後もやは

り赤字が続くようであれば、これはまたそのときに検討しなければならない項目だと思います

が、すべて指定管理が駄目ということではなくて施設が本当にそこに必要なのかどうなのか。

利用されないということは、必要性が乏しいということになりますので、区のほうにもファン

クラブでもつくって皆さんにしょっちゅう行ってくださいというお願いもしていますし、また

同じ町の人たちに行っていただく。そしてかじかの湯がこれまでも町の要望といいますか、そ

れをなかなか聞いてくれない部分がありました。今度はその部分を勧告いたしました。例えば

火曜日はまほらの湯が休みです。行きたくても営業時間が短くて、これから行ったではもう

３０分しか入れない。やはり１時間以上の時間がなければ人は行かないと思うんですね。その

へんの営業時間を検討せよとか、いろんな面でもっとサービスをよくしろというふうな勧告も

いたしましたので、今後そういうものに添って、たぶん町民の皆さんが利用しやすい施設とし

てやっていただけるんではないかなと思っています。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 望月議員、３回目です。 
 ほかに質疑はありませんか。 
 ６番、齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 １点だけ、お聞きしたいと思います。 
 プールの件なんですけども、小中学校、鰍沢に造るということなんですけども、そうすると

仮にでき上げれば町民プールが２つ、旧来の鰍沢のプールがあるわけですけども、この件につ

いてはどのようにお考えなのか、１点だけお願いします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 昨日も何人かの一般質問の中でお答えをさせていただきました。旧鰍沢町、旧増穂町が持っ

ていた類似施設、そして重複する施設もありますから、今後公共施設の再配置計画をつくる中

で検討してまいりたいと考えています。 

 １６２



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） 
 大きなプールは維持管理が非常に大変なんですけども、基本的には整理するという考え、方

向で考えているというふうに理解してよろしいでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 まだ結論までは出ておりませんけども、重複する施設の１つだと思っております。５０メー

トルの公認プールが２つもある。県下の市町村を見ても、どの市でも５０メートルのプールを

持っているところはありません。それをこの富士川町は２つも持っているという状況でありま

すので、今後、検討をする中で重複する施設の１つだと考えています。 
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３５号から第５０号までの質疑を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第５４ 認定第１号 富士川町道路線の認定についてを議題とします。 

 これから、認定第１号の質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑なしと認めます。 
 以上をもって、認定第１号の質疑を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第５５ 議案第５１号 峡南北部二病院統合事務組合の設置についてを議題とします。 

 これから、議案第５１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５１号の質疑を終わります。 
 これから、議案第５１号の討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 それでは峡南北部二病院統合事務組合の設置について、反対の立場で討論いたします。 
 その事由は、これまで４回開催した峡南北部二病院統合協議会の議論だけでは新病院の姿を

明確にすることができないからです。開院時の診療体制は企業長が内定後に企業長内定者、両
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病院、山梨大学を含めて今後、具体的に検討されます。 
 今回、作成された財政シミュレーションでは予定されている診療体制に即した医師や看護師

の配置数になっていません。基本構想で示された経営収支予測に病院負債と老健施設を加味し

て使いまわしたものに過ぎないと考えます。 
 実態に合っていない机上の財政計画です。財政計画は正しい前提状況をもとに具体的な数字

で表現し、経営した結果、病院の財政状態がどのようになるのかを事前に教えてくれるべきも

のです。現時点では診療科の方針が示されただけで、必要とされる医師や看護師の確保が不確

実にもかかわらず、夢の財政シミュレーションに立脚した不適切な財務計画と言わざるを得ま

せん。より精度の高い財務計画が必要だと考えます。 
 また、老健施設を含む市川三郷町立病院の短期・長期の借入金総額１３億３，５００万円な

どの財産の管理処分、鰍沢病院買い取り５億円、市川三郷町立病院建て替え２０億円、２病院

の改修や医療機器購入総額１４億１，５００万円などの投資資金繰りの設定についても協議が

始まったばかりです。 
 今回、事務組合を設置してしまうと企業団の基礎が固まるということです。将来にわたる富

士川町の利益を考え、慎重に行動すべきであると考えます。地域医療再生臨時特例交付金の期

限があるから間に合わないという議論の組み立てにはとても納得することができません。今後

の北部二病院統合協議会での協議内容を注視し、さらに議論が進み具体的な病院像が描かれて

から峡南北部二病院統合事務組合の設置を判断すべきと考え、現時点での設置には反対します。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 次に、原案に賛成者の発言を許します。 
 ９番、堀之内美彦君。 

〇９番議員（堀之内美彦君） 
 ただいま秋山議員のほうから反対討論がありまして、議案第５１号 峡南北部二病院統合事

務組合の設置についての条例に対して、賛成の立場で討論いたします。 
 本案件につきましては、峡南北部地域において医療の充実のためにも経営統合により経営安

定を目指し、市川三郷町と富士川町で協議を繰り返し今日に至りました。地域医療再生臨時交

付金を活用しての峡南北部の医療充実のためにも、一部事務組合を設置することは富士川町の

将来にとって有益と考えます。 
 このような観点から、条例制定には賛成いたします。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ほかに討論はありませんか。 
 反対の発言を許します。 
 ６番、齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 それでは、反対の立場から討論したいと思います。 
 この地域医療の問題は、長年にわたって議論をされてきました。最初は鰍沢病院の存続とい

うことでありましたけれども、ＲＦＯの方針によって廃院の危機に晒されたということで、峡

南病院も含む３病院での議論がなされました。その当時、正直それならばなんとかと、１つの

病院に医師を集約してということが大前提の計画でありましたけども、残念ながら民間病院で

 １６４



ある峡南病院が離脱しました。 
 その後、県の主導によって２町による統合計画がされてきました。本議会においても、この

経営内容について基本的な立場は別として、どうすれば病院が地域にとってよりよいものであ

り、経営も安定するかということを巡って、独立行政法人化ということを一生懸命勉強して議

論してきました。 
 しかしながら現在、進められる、あるいは現在大きく形が見えてきた内容というのは、例え

ば職員については非公務員型ではなく公務員型と。そして２病院をそれぞれ充実させると。集

約というよりも２病院それぞれを存続させると。果たしてこのような内容で、今後この地域の

医療が持ちこたえられるのか、大いに疑問があります。 
 そしてまた、それに対して私も責任を果たすと。あるいは住民に対して説明をするというこ

とは、なかなか難しい。そうしたことを踏まえ、現時点での設置については私は反対でありま

す。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 次に賛成者の発言を許します。 
 ７番、井上光三君。 

〇７番議員（井上光三君） 
 私は賛成の立場で意見を申し上げたいと思いますが、この病院問題は長年にわたりましてい

ろんな協議をしてきました。先ほども話がありましたけども、当初は３病院統合という話でし

たけども、これが駄目になったと。２病院、市川三郷町立病院と鰍沢病院を統合してという話

が、これは議会でもまとまって、この方針でいこうということになって、現在２病院統合の協

議会が設置されて、その協議がされているわけです。その協議も非常に細かなところまで検討

項目がなされて協議をしてきました。 
 そして２６年４月の統合に向けての準備が進められているところですけども、２５年４月に

は事務組合を設置して、さらに細かいところまで踏み込んで検討しようということになってい

るわけです。２６年４月の統合に向けて準備をしてきまして、われわれ議会でもそれを認めて

きてここまできたわけですからこれを設置しないと、またこの計画が駄目になってしまうとい

うことがあります。ぜひここはわれわれ地域の医療を守るためにも、この事務組合を設置して、

そしてまたさらに踏み込んだところの検討をしていっていただきたいというふうな思いから、

この設置には賛成の立場で意見を申し上げました。よろしくお願いいたします。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ほかに討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 以上をもって、議案第５１号の討論を終わります。 
 これから日程第５５ 議案第５１号 峡南北部二病院統合事務組合の設置についてを採決し

ます。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
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 （異議あり。の声） 
 異議がありますので、起立によって採決します。 
 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は、起立を願います。 
 （ 起 立 多 数 ） 
 起立多数です。 
 したがって、議案第５１号は原案のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第５６ 議案第５２号 富士川町公共下水道管渠を市川三郷町住民の利用に供させることに

ついてを議題とします。 
 これから、議案第５２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５２号に対する質疑を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第５７ 発議第１号 富士川町議会の議員の定数を定める条例の制定についてを議題としま

す。 
 提出者の３番、秋山貢君は登壇してください。 
 これから、発議第１号の質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 ８番、永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 これまで議会改革があちらこちらでなされていますけれども、議会改革といえばこれまでは

議員定数削減、あるいは報酬減というところが決まり文句の議会改革の項目でした。秋山議員

が提案された、この議案に関してはそういった財政上の問題、これまでの定数削減というのは

町民感情もそうだと思いますけれども、行政改革とかあるいは経費節減というところでの理由

が最も大きかったと思うんですけれども、秋山議員のこの提案理由の中にはそういった文言が

まったくないんですけれども、財政面での経費節減ということは理由ではないというふうに考

えてよろしいでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 そのとおりであります。中には本なんかを読むと議員の削減というものは、その議会の自信

のなさの表れであるとよく言われます。私はそうではなくて、２人減らせばたしかに１人

２５０万円で５００万円ぐらいの削減にはなりますけども、一義的に考えるのはここが経費削

減ではなくて、ここにも、提案理由の中に書かせていただきましたけれども、議員相互の意識

が高まり、ひいては資質向上につながるということで、これはやはり２人減ることによって、

今の議員さんが次に立候補すれば、それだけの競争意識が当然出てこないと、今の現状のまま
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の活動であれば上がれないですね、２人は。だからそこで競争が芽生えて、みんな切磋琢磨し

て自分を磨いて、そうすることによっておのずと議員も議会も資質が上がってくるということ

で、先ほど申しましたとおり経費の削減が一番の目的ではありません。 
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） 

 そうしますとここに書かれている理由では、非常に説明が私はよく分かりません。なぜ削減

しなければならないのかの理由が私にはよく分かりません。これまで１６人だった弊害がどこ

から見えるのでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 私は今、教育厚生の常任委員会をやっています。今、教育厚生のメンバーは５人です。果た

して適正な議員の定数というのは何人なのかというのがよく議論になるんですけども、例えば

江藤先生は議会が本会議中心主義であれば、定数というものは議論できる人数、大体１５人く

らいではないかとおっしゃっています。委員会中心主義の議会であれば、討議できる人数とい

えば最低３人ぐらいだろうと。それが江藤先生の考えでは、委員会とすれば議論できる人数は

６人から１０人だと。委員会が３あれば１８人とか３０人とかということですけども、それに

比べましても私どもの富士川町議会の委員会構成というのは、私どもの委員会も５人、６人で

なくても僕は今、十分、機能を果たしていると思います。議会の役割、議決権を持っている町

の意思決定機関、それから監視機能を持った議会、それから提言とか提案ができる議会という

ものがこの委員会５人であっても、僕は十分に果たしていけると思っています。 
 ですから、この人数が少なくても、例えば５人であっても教育厚生、十分やっています。皆

さん、この点については共有した意識を持っていると思うんですけども、教育厚生というのは

担っている所管事務がほかの委員会よりも多いということは、予算とか決算の審査をするとき

にも、委員会審査するときに、今は分科会ですけども、やはり多いんですね。日程的にもかかっ

てしまいます。その点は議員の皆さん、同じ意識を持っていただいていると思います。人数を

例えば１４人でやっていますので、７人にしていただければ教育厚生は２人増えるんですよね。

ほかの委員会も５人ですけれども、例えば２人増えれば、その機能をもう一度、今回、町のほ

うも役場の組織を見直ししていますよね。当然、委員会の事務分掌というものを見直していか

なければいけないと思いますので、２つの常任委員会の構成にして、そうすれば委員も今５人

のところは２人増えるし、そうすることによって十分に今の議会の役割というものは僕は果た

していけると思います。そういうことをすることによって議員の資質、それから向上心という

ものが、僕は減らすことによって養われていくと考えております。 
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） 

 今のご説明だと、私が最初に申し上げた少なくしなければならないという理由ではないです

ね。少なくてもできるという、そういう理由だったと思います。ですから、きちんと説得する

だけの理由がそこにはないと私は思っています。 
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 先ほど秋山議員は大学の先生のお名前を挙げましたけれども、ほかの大学の先生のおっしゃ

ることは、先ほど少なければ選挙でも競争が芽生えるとおっしゃいましたけれども、ほかの方

のご意見を伺うと競争は芽生えても、この人にはなってほしくないという人は当選すると。そ

ういう人が当選するんだということを言っているんです。つまり多くても少なくても、そこで、

ではふるいにかけられていくか、秋山議員のおっしゃるような議員がふるいにかけられて当選

するかといったらそうではないと。今のシステムはそうなんです。ですから、それ以上は言い

ませんけれども、今のこの内容では私は納得できない。なぜ１４に減らさなければならないか

という理由は、私には納得できないと。ちょっと自分の意見を言ってしまいましたけども。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 永井議員が議会改革の特別委員長さんで、私ども議員になってから３年間、この問題を議論

してきたわけではないですか。当初、議員の定数、それから報酬、費用弁償、それから政務調

査費、今は活動費になっていますけども、これは４点セットで考えていこうよということで、

昨年の９月には議会としての意見を集約して、変えるものは９月定例会で提案していこうとい

うことだったんですけども、それが間に合わなくて、では１２月と言ったけども１２月も意見

集約ができない。もう３月になったけれども、それでも意見集約できない。だから私はせっか

く３年間議論してきたものが、住民の皆さんに分からないまま終わってしまって次の選挙を迎

えるということは絶対避けたいと。ぜひ３年間、どういった議論をして今回１４人というもの

が提案されたんだということは当然、町民の皆さんにも知っていただき、今の議論、永井さん

が改革して、その４点を話し合ってきたというのは、変えるためだと思うんですよ。現状維持

のままだったら、何も議論する必要はなかったと思うんですよ。３年間議論してきたというの

は当然、なんらかの改革をしていくということは、今のままから変えていくということで議論

をしてきたわけではないですか。たしかに変えていかなくてもいいという議論がありました。

でも全然、集約して９月に出そうとか、自分たちで決めたことが全然今までしてこられなかっ

たわけではないですか。だからあえて、こうやって僕は出させていただいて、皆さんに議論を

していただいて、町民の皆さんにもしていただいた中で、議会でどういう動きがあるんだとい

うことで皆さんの意見をいただいて、議長よくおっしゃいますけれども、開かれた議会の一端

を町民の皆さんに見せていきたいという思いでやっております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 永井議員、３回になりました。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 質問はしませんけども、秋山議員がここで提案されたという意義は私も十分に評価したいと

思います。それだけ議会は真剣にこの問題に取り組んできました。変えるためというおっしゃ

り方をしましたけども、その４点セットの中で、私は優先順位として変えなければいけないも

のはこれだということをずっと最初から言い続けてきました。それはまだ変わらないんです。

議員の意識を変えなければ、そこは変わらないと思っています。費用弁償のことですけども。

私は優先順位はもっと先に、ほかにあるのではないかと思いまして質問を終わります。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ほかに質疑はありませんか。 
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 １４番、小林進君。 
〇１４番議員（小林進君） 

 秋山議員にお尋ねしますけども、私は昨日の一般質問でも言いましたけれども、考えが若干

違う。地域の代表として、昔は地区推薦という。地区推薦ではありません。地域の代表として

意思表明をし、地域の方々、また全町の町民の方々のご推挙をいただいて、議員のバッチを付

けさせていただいて、当然われわれは議員として地域のことをしなければいけない。そして町

全体のことを論じるんだけども、この文面を見るとそれは昔の話だよと。しかし今は常勤化し

て仕事も増えているから、そんな時代ではない。県議、市議はたくさんの給料をもらってやっ

ている、市町村の場合も。僕の持論とすれば２、３人いればいいという考えもある。もっと言

えば、区長さんがなればいいんだと。しかし法律でこういうふうに決まっていますから、そう

ばかりもいかないけども、各議員さん１６人が一生懸命、僕やっていると思いますよ。２年前

の一般質問でも言ったんですよ。僕はもう古い人間だから新しい人に託すんだと。しかし、基

本というものをやっぱり持たなければいけない。地域の代表で地域のことを、国会議員だって

同じことですよ。地域の代表として国会で国を論じているんです。しかし地域のことを論じな

かったら、地域の代表ではないんです。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 小林議員、質疑ですので。 
〇１４番議員（小林進君） 

 そういう中で、私は秋山君が提出しなければいけない、定数１６人を１４人、僕は２人減ら

したからどうこうではないんです。そして今、ここで出す問題ではないんだと。僕はここを言

いたいのは、特別委員会の委員長さんに聞きたい。３年間、特別委員会で何をしてきたのか。

委員会の中でも・・・神田議員が現状でいいということで、皆さん了解をして現状でいこうと

いうことは秋山君も知っていると思うんですよ。それをあえてここで出してくるということが

僕はおかしいと。質疑になるかあれですけども、僕はそういうことで終わりますけども。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 ３人でもいいとおっしゃったんですけども、たしかに小林議員は日ごろ、町長の応援団がい

いんだよとおっしゃっているので、町長の応援団だけだったら僕も３人でいいと思うんですよ。

でもやはりさっき建前と本音と、僕は同じなんですけども、やはり監視機能という町民から負

託された役割も持っているんですよ。ですから、さっき地域の代表は古い議員さんだなんて、

僕はそんなことは、もしそこの文面でそういう誤解は生じるんだったら僕の文章能力がないか

らそう受け止められたと思うんですけども、当然、地域の代表を務めていただく、その上でプ

ラスより大きな視点でということで僕は書かせていただいておりますので、ぜひその点は誤解

ないようにしていただきたいと思います。 
 それから、私どもの議会の年齢別の構成というのを若干、調べたんです。５０歳以上６０歳

未満、私どもですけどもこれは４人なんです。６０歳以上の議員さん、これは１０人なんです。

５０歳以下は２人なんです。ではほかの県下の町村というと、ほとんど同じ人数割合になって

いるんですね。例えば１４町村ですか、１７６人中３人しかいないんです。５０歳未満は。こ

れはパーセントでいくと２％ぐらいなんですね。では、市はどうなっているかというと、５０歳
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未満の方が２６４人中３２人いるんですね。１２％いらっしゃるんです。６倍多いんです。市

の場合には。やはりそれは、さっき永井議員がこの意味がなかなか分からないとおっしゃって

いましたけども、これだけ市の平均報酬というのが大体３５万円くらいなんですね。そして町

村というのは大体１５万円くらいなんです。これだけの報酬もあるから、それだけが要因では

ないんですけども、やはり若い世代が町村の議員さんよりも７倍出ているということはあるん

です。だから私は各世代の代表が、当然小林議員は７０代の代表として出てきていただく、そ

れからやっぱり２０代、３０代、４０代、５０代、万遍なく出ていただいて各代表の意見が政

策に反映されるようにという思いもありますので、ご理解をいただきたいと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 １４番、小林進君。 
〇１４番議員（小林進君） 

 長く言わないけども、秋山君、これは１４にしたらまた若い人は出られないですよ。出られ

ない。数が多ければ若い人が出る、僕は３０で出た。１６年間、誰も僕の跡継ぎが出てこなかっ

た。そして新津君という議員さんが出てきた。３０から１６年間といえば４６ですよ。それま

で出てこなかった。それが現状なんですよ。それをあえてまた、人数を減らすとなったらもっ

と出てこられなくなってしまう。違うことが僕はあるような気がする。それよりも特別委員会

の中で、改革の中でこれだけ論じてきたんですよ。先ほど秋山君はまとまらないと言ったけど

も、僕は永井委員長に聞きたいのは、その中でも論じたことだから、あえてここで言う必要は

ないんではないかなということで僕はその１４に対しては反対して、質疑はこれで終わります。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 さっきも永井議員がおっしゃっていましたけども、私は費用弁償という問題もあったと。僕

も費用弁償というのは、議員の報酬との二重取りという解釈を多くの町民がなさっていると・・・。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 議長、今、質疑応答の時間だと思いますけども、この２人のやり方はどう思いますか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山貢君、質疑に対して簡略に答えてください。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 いいですよね、質疑ではないと・・・。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山議員、質疑ですが討論のようになっていますので、ここで議論を停止します。 
 ほかに質疑はありませんか。 
 ５番、市川淳子さん。 

〇５番議員（市川淳子君） 
 秋山議員にお伺いしますけれども、この間いろんな話し合いをしてきました。いろんな意見

があって当然だと思います。ここで出されたことに対して、私は全然問題がないんではないか

と思っています。 
 １つお聞きします。提案理由の中では、ちょっとよく分からなかったので。 
 秋山議員さんはここで、この１４という定員をお出しになりましたけれども、１４で十分で
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きるという裏づけ。今まで３年間やってきて、十分、１４でもこの議会はまわっていくではな

いかという裏づけをここでお話しください。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 永井議員の質問にも答えさせていただいたんですけども、私どもの現在、教育厚生は５人で

す。５人でやっております。ではその５人で十分に機能を果たしていないのかというと、僕は

果たしていると自負しております。そしてほかの委員会も５人ずつで十分、機能を果たしてい

ると思います。でもここで２人減らしても、委員会構成を再編することによって、委員会の議

論する人数は逆に増えるわけです。７人に。７人増えることによって、今よりも２人増加の議

論というものはできるわけですから、たしかに委員会の事務分掌というものは増えることは出

てくると思いますけども、負担は増えると思いますけれども、より十分な議論ができると私は

考えています。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ５番、市川淳子さん。 
〇５番議員（市川淳子君） 

 できる理由は今、常任委員会が４つありますけども、その常任委員会、広報は抜かして３つ

ありますよね。その３つの常任委員会を２つに減らして、それでも十分やっていけると。その

２つの委員会でやっていけるから、それに対しては定数を２名減らしてもいいではないかとい

うことで、ここでお出しになったということでよろしいですね。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 そのとおりです。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ほかに質疑はありませんか。 
 ９番、堀之内美彦君。 

〇９番議員（堀之内美彦君） 
 では、秋山議員に質問します。 
 今回、秋山議員が提出者ということで提出されまして、本当に町のため、また町民のためを

思って提案されたことだと思います。その中の６行目なんですけれども、提案理由の６行目の

ところに従来の地区代表性格から脱却しとあるんですけども、この地区代表のマイナス面はど

のように考えていますか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 やはり当然、その地区代表という地元から推されて議員になったというのを僕も自覚してお

ります。当然、地域のことは一生懸命それをやるわけです。でもそれだけに留まってしまうと、

町全体の施策に思いを馳せない、見えていかないという面が僕は実際あると思うんです。ここ

にいる議員さんはそんなことはないと思うんですけども、やはりそういった地区だけのしがら
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みの中で活動するんではなくて、そこは当然、一生懸命やるんだけども、その枠を超えて広い

視野で町全体のことを考えていこうということを、その地域の弊害といえばそれが当たるのか

なと考えています。 
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、秋山さんのほうから説明があったんですけれども、今はこうやって１６人いるわけです

けれども、うちの町の場合は１６ある中で、やはりこうやって、例えば隅から隅まで責任持つ

というのが議員だということは自覚してはいるんですけども、では一般の町民にした場合、ま

るっきり離れたところで、誰なのか顔も分からないような人になんの相談ができるのかという

ことになれば、やはりこうやってある程度、地元の人が話しやすいと思うんです。そういうこ

とから考えてみれば、ただ単に町全体を考えなくてはいけないということも大事なんですけれ

ども、それ以上にやっぱり地域の代表ということも１つは大事かなと思っているんです。その

へんはどうでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 さっき小林議員おっしゃっていたんですけども、地域の代表というと区長さんがいると。小

林議員は区長が議員さんになってもいいんではないかとおっしゃっていましたけども、やはり

区長さんという地元のことを考える中心、リーダーがいるわけですね。それから昨日も一般質

問にあったんですけども、職員地域担当制、富士川町では地域支援職員という制度をやってい

ますよね。その縦割りの行政に横糸を編むように職員を張りつけて、それらを政策的に反映し

ていこうという取り組みも徐々に始まっています。 
 だからその地域の意見というのは、さっきもありましたけども、総合計画のときにまちづく

りワークショップですよね、ああいったこともやっているし、町の行政でも地域支援職員、こ

ういったこともやっている、区長さんたちも頑張っている。やはり多様な地域の意見集約とい

うのは、そういったことで補完できていると思うんです。だからといって、議員がやらなくて

もいいということではないんですけども、やはり議員もやるんだけれども、そういった行政の

中でも取り組みをして補完的な制度ができているということで、僕はその地域の意見が吸い上

げられやすいシステムづくりというのは今、徐々にできていると考えています。 
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、区長さんとそれから議員の話が出たんですけども、区長さんの役目というのと議員の役

目というのは別だと思うんです。このへんはどうでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 当然、それは地区をまとめている区長さんと議員というものは当然、役割が違うことであっ

て、やはり議会というものは町の議事機関として当然立法もあるし、政策を提言することもあ
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る、チェック機能もある。そして町の意見を表明する、集約して物事を進めていくという、大

事な役目がありますから、それは当然に役割は違ってくると思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 堀之内美彦君。３回目です。終わりました。 
〇９番議員（堀之内美彦君） 

 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、発議第１号の質疑を終わります。 
 ３番、秋山貢君は自席にお戻りください。 
 以上で、本日の日程は全部終了しました。 
 本日は、これにて散会とします。 
 ご苦労さまでした。 

 
散会 午後１２時２１分 
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平成２５年第１回富士川町議会定例会（４日目） 

 
平成２５年３月２６日 
午前１０時００分開議 
於 議 場 

 
１．議事日程 

 
日程第１ 諸般の報告 
日程第２ 承認第１号 専決処分の承認を求めることについて（平成２４年度富

士川町一般会計補正予算（第６号）） 
日程第３ 議案第１号 富士川町地域コミュニティ施設整備費貸付基金条例の制

定について 
日程第４ 議案第２号 富士川町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及

び運営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３号 富士川町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、

設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに

係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

を定める条例の制定について 
日程第６ 議案第４号 富士川町道の道路構造に関する技術的基準を定める条例

の制定について 
日程第７ 議案第５号 富士川町道に設ける道路標識の寸法を定める条例の制定

について 
日程第８ 議案第６号 富士川町準用河川管理施設等の構造の技術的基準に関す

る条例の制定について 
日程第９ 議案第７号 富士川町行政組織条例の一部を改正する条例について 
日程第１０ 議案第８号 国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国

有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する等の

法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例について 
日程第１１ 議案第９号 富士川町税条例の一部を改正する条例について 
日程第１２ 議案第１０号 富士川町税条例の一部を改正する条例について 
日程第１３ 議案第１１号 富士川町手数料条例の一部を改正する条例について 
日程第１４ 議案第１２号 富士川町公の施設における指定管理者の指定の手続き等

に関する条例の一部を改正する条例について 
日程第１５ 議案第１３号 富士川町地域福祉基金条例の一部を改正する条例について 
日程第１６ 議案第１４号 富士川町地域健康福祉センター条例の一部を改正する条

例について 
日程第１７ 議案第１５号 富士川町敬老祝金条例の一部を改正する条例について 
日程第１８ 議案第１６号 富士川町介護保険条例の一部を改正する条例について 
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日程第１９ 議案第１７号 富士川町増穂ふるさと自然塾条例の一部を改正する条例
について 

日程第２０ 議案第１８号 富士川町都市公園条例の一部を改正する条例について 
日程第２１ 議案第１９号 富士川町水道事業の設置等に関する条例及び富士川町簡

易水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

について 
日程第２２ 議案第２０号 富士川町町営バス基金条例を廃止する条例について 
日程第２３ 議案第２１号 富士川町ふれあい基金条例を廃止する条例について 
日程第２４ 議案第２２号 富士川町人づくり基金条例を廃止する条例について 
日程第２５ 議案第２３号 富士川町環境整備基金条例を廃止する条例について 
日程第２６ 議案第２４号 富士川町営住宅整備基金条例を廃止する条例について 
日程第２７ 議案第３４号 平成２４年度富士川町水道事業会計資本剰余金の処分に

ついて 
日程第２８ 議案第３５号 平成２５年度富士川町一般会計予算 
日程第２９ 議案第３６号 平成２５年度富士川町国民健康保険特別会計予算 
日程第３０ 議案第３７号 平成２５年度富士川町後期高齢者医療特別会計予算 
日程第３１ 議案第３８号 平成２５年度富士川町介護保険特別会計予算 
日程第３２ 議案第３９号 平成２５年度富士川町介護サービス事業特別会計予算 
日程第３３ 議案第４０号 平成２５年度富士川町奨学金特別会計予算 
日程第３４ 議案第４１号 平成２５年度富士川町簡易水道事業特別会計予算 
日程第３５ 議案第４２号 平成２５年度富士川町下水道事業特別会計予算 
日程第３６ 議案第４３号 平成２５年度富士川町営農飲雑用水事業特別会計予算 
日程第３７ 議案第４４号 平成２５年度富士川町箱原農業集落排水事業特別会計予算 
日程第３８ 議案第４５号 平成２５年度富士川町鹿島財産区特別会計予算 
日程第３９ 議案第４６号 平成２５年度富士川町カラマツオ外三十山恩賜林保護財

産区特別会計予算 
日程第４０ 議案第４７号 平成２５年度富士川町活性化事業特別会計予算 
日程第４１ 議案第４８号 平成２５年度峡南地区ことばの教室共同設置特別会計予算 
日程第４２ 議案第４９号 平成２５年度峡南地区充指導主事共同設置特別会計予算 
日程第４３ 議案第５０号 平成２５年度富士川町水道事業会計予算 
日程第４４ 認定第１号 富士川町道路線の認定について 
日程第４５ 議案第５２号 富士川町公共下水道管渠を市川三郷町住民の利用に供さ

せることについて 
日程第４６ 発議第１号 富士川町議会の議員の定数を定める条例の制定について 
日程第４７ 同意第１号 富士川町公平委員会委員の選任につき議会の同意を求め

ることについて 
日程第４８ 同意第２号 富士川町固定資産評価審査委員会委員の選任につき議会

の同意を求めることについて 
日程第４９ 同意第３号 富士川町固定資産評価審査委員会委員の選任につき議会

の同意を求めることについて 
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日程第５０ 同意第４号 富士川町固定資産評価審査委員会委員の選任につき議会
の同意を求めることについて 

日程第５１ 同意第５号 富士川町教育委員会委員の任命につき議会の同意を求め
ることについて 

日程第５２ 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５３ 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５４ 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５５ 議会運営委員会の閉会中の継続調査申出書について 

 
 

２．出席議員は次のとおりである。（１５名） 
 

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

 
 

３．欠席議員 
 

１３番  井 上   勝 
 
 

 １７７



 
４．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

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

 
 

５．職務のため出席した者の職氏名（３名） 
 

議会事務局長 矢 﨑  仁 
書    記 原 田 和 佳 
書    記 齋 藤  靖 
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開会 午前１０時００分 
〇議長（芦澤益彦君） 

 本日は、第１回富士川町議会定例会第４日の本会議に議員各位には大変お忙しいところ、ご

出席いただきまして誠にありがとうございます。 
 また本会議、委員会にと慎重にご審議をいただきまして、第１回定例会も本日が最終日とな

りますが、ご審議のほどよろしくお願いします。 
 ただいまから、平成２５年第１回富士川町議会定例会第４日の会議を開きます。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（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、先の会議で一覧表として配

布しておきましたとおりです。 
 なお本日、追加案として人事案５件、閉会中の継続調査申出書４件が提案されています。 
 よろしくご審議くださいますよう、お願いします。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第２ 承認第１号 専決処分の承認を求めることについて（平成２４年度富士川町一般会計

補正予算（第６号））を議題とします。 
 これから、承認第１号の討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 以上をもって、承認第１号の討論を終わります。 
 これから日程第２ 承認第１号 専決処分の承認を求めることについて（平成２４年度富士

川町一般会計補正予算（第６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１号は原案のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第３ 議案第１号 富士川町地域コミュニティ施設整備費貸付基金条例の制定についてを議

題とします。 
 本案は、去る３月１２日に総務常任委員会へ付託しました。 
 議案第１号の委員長の報告を求めます。 
 ４番、齊藤正行君。 
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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） 
 以上で、総務常任委員長の報告が終わりました。 
 齊藤議員、しばらくここでお待ちください。 
 これから、議案第１号の質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 すみません、委員長にちょっと確認させていただきたいんですけども、例えば具体的に言い

ますと最勝寺区で町から貸し付けを受けて、１千万円の農地を取得して駐車場にしたいといっ

たときに当然、農地転用の許可を取らなければならないと思うんですけども、そのときには個

人の方が譲渡人で、譲受人がこの場合、例えば最勝寺区は地縁団体の登記がないので最勝寺区

としては取得できないので、誰か個人で取得する格好になると思うんですけども、そういった

ケースの場合にはどなたが譲り受け人として対象となるんでしょうか。そういったことは委員

会で質問等、出たでしょうか。 
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） 

 お答えいたします。 
 小林区においても同様に農地を取得して、現に駐車場にしております。その経過の中で町の

ほうへその土地を移管するというような形の中で、町が引受人になっていただくと、そういう

ふうな話し合いをいたしまして、そういう答えをいただきました。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 たぶん個人で取得した格好にして、そして最終的に駐車場になった段階で町へ寄附して、町

で受け取ってもらうということだと思うんです。 
 聞くところによると、鰍沢のところでは箱原区が地縁団体といって登記して法人格を取得し

ている区もあるらしいですね。そうすると例えば最勝寺区も地縁団体の登記をして、そうすれ

ば町が協力してくれればそんなに法人格を取得することは難しくないので、最勝寺区というも

のを登記して、各町内の区が。そして実態と合うようにあくまでもその土地は最勝寺区の区民

がお金を出して町から融資を受けて、返済も区民がするんだから最勝寺区でそれは取得すると。

そういうふうに法人格を取得するようなことを町は指導していくべきだと思うんです。そうす

れば実態と管理が一致してくると思うんですよね。小林区もそうですよね。例えば土地はそう

やって町の名義になっていますけども、本来的には区民の財産だと思うんです。建物もそうやっ

て法人格を取得すれば、小林区で登記できるので管理とその実態も合う。そして町の財産、公

共用財産、公民館が類似施設となっていますけども、それをすべてやはり地元で管理してほし

いというふうに、今回、公共用の施設も重複しているものを見直すということになっています

ので、町で持つんでなくて区へ、やはりそういった財産は区で管理してほしいということで、
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区へ移譲してそして区で管理してもらうということをやっていくほうが実態と、その管理とが

僕は一致すると思うので、ぜひそんなことも考えていただきたいなと思っ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 ） 
 齊藤議員、ご苦労さまでした。 
 以上をもって、議案第１号の委員会審査報告に対する質疑を終わります。 
 これから、議案第１号の討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 以上をもって、議案第１号の討論を終わります。 
 これから日程第３ 議案第１号 富士川町地域コミュニティ施設整備費貸付基金条例の制定

についてを採決します。 
 お諮りします。 
 議案第１号に対する委員長の報告は、可決するものです。 
 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１号は委員長の報告のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第４ 議案第２号 富士川町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する

基準を定める条例の制定について 
   日程第５ 議案第３号 富士川町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営

並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果

的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定について 
 以上の２議案は去る３月１２日に教育厚生常任委員会へ付託しましたので、一括して議題と

します。 
 議案第２号および第３号の委員長の報告を求めます。 
 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
―――― 委 員 会 審 査 報 告 書 の 朗 読 ―――― 

〇議長（芦澤益彦君） 
 秋山委員長、しばらくお待ちください。 
 以上で、教育厚生常任委員長の報告が終わりました。 
 これから、議案第２号および第３号の質疑を行います。 
 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、議案第２号および第３号の委員会審査報告に対する質疑を終わります。 
 秋山委員長、お戻りください。 
 これから、議案第２号および第３号の討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 以上をもって、議案第２号および第３号の討論を終わります。 
 これから日程第４ 議案第２号 富士川町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び

運営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２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２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３号 富士川町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、

設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の

方法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３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３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６ 議案第４号 富士川町道の道路構造に関する技術的基準を定める条例の制定について 
   日程第７ 議案第５号 富士川町道に設ける道路標識の寸法を定める条例の制定について 
   日程第８ 議案第６号 富士川町準用河川管理施設等の構造の技術的基準に関する条例の制定に

ついて 
 以上の３議案は去る３月１２日に産業建設常任委員会へ付託しましたので、一括して議題と

します。 
 議案第４号から第６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。 
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 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４号から第６号までの質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑なしと認めます。 
 以上をもって、議案第４号から第６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。自席へお戻りください。 
 これから、議案第４号から第６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４号から第６号までの討論を終わります。 
 これから日程第６ 議案第４号 富士川町道の道路構造に関する技術的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４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４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７ 議案第５号 富士川町道に設ける道路標識の寸法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５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５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８ 議案第６号 富士川町準用河川管理施設等の構造の技術的基準に関する

条例の制定についてを採決します。 
 お諮りします。 
 議案第６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６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９ 議案第７号 富士川町行政組織条例の一部を改正する条例について 
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   日程第１０ 議案第８号 国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管

理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関

係条例の整理に関する条例について 
   日程第１１ 議案第９号 富士川町税条例の一部を改正する条例について 
   日程第１２ 議案第１０号 富士川町税条例の一部を改正する条例について 
   日程第１３ 議案第１１号 富士川町手数料条例の一部を改正する条例について 
   日程第１４ 議案第１２号 富士川町公の施設における指定管理者の指定の手続き等に関する条

例の一部を改正する条例について 
   日程第１５ 議案第１３号 富士川町地域福祉基金条例の一部を改正する条例について 
   日程第１６ 議案第１４号 富士川町地域健康福祉センター条例の一部を改正する条例について 
   日程第１７ 議案第１５号 富士川町敬老祝金条例の一部を改正する条例について 
   日程第１８ 議案第１６号 富士川町介護保険条例の一部を改正する条例について 
   日程第１９ 議案第１７号 富士川町増穂ふるさと自然塾条例の一部を改正する条例について 
   日程第２０ 議案第１８号 富士川町都市公園条例の一部を改正する条例について 
   日程第２１ 議案第１９号 富士川町水道事業の設置等に関する条例及び富士川町簡易水道事業

の設置等に関する条例の一部を改正する条例について 
 以上の１３議案は条例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７号から第１９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７号から第１９号までの討論を終わります。 
 これから日程第９ 議案第７号 富士川町行政組織条例の一部を改正する条例についてを採

決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第７号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第１０ 議案第８号 国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国

有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係条例の整理に関

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８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９号 富士川町税条例の一部を改正する条例についてを採決し

ます。 
 お諮りします。 
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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９号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第１２ 議案第１０号 富士川町税条例の一部を改正する条例についてを採決

します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第１０号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第１３ 議案第１１号 富士川町手数料条例の一部を改正する条例についてを

採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第１１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１２号 富士川町公の施設における指定管理者の指定の手続き

等に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第１２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１３号 富士川町地域福祉基金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１３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１４号 富士川町地域健康福祉センター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１４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１５号 富士川町敬老祝金条例の一部を改正する条例について
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を採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第１５号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第１８ 議案第１６号 富士川町介護保険条例の一部を改正する条例について

を採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第１６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１７号 富士川町増穂ふるさと自然塾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１７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１８号 富士川町都市公園条例の一部を改正する条例について

を採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第１８号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第２１ 議案第１９号 富士川町水道事業の設置等に関する条例及び富士川町

簡易水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第１９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２０号 富士川町町営バス基金条例を廃止する条例について 
   日程第２３ 議案第２１号 富士川町ふれあい基金条例を廃止する条例について 
   日程第２４ 議案第２２号 富士川町人づくり基金条例を廃止する条例について 
   日程第２５ 議案第２３号 富士川町環境整備基金条例を廃止する条例について 
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   日程第２６ 議案第２４号 富士川町営住宅整備基金条例を廃止する条例について 
 以上の５議案は条例廃止案件でありますので、一括して議題とします。 
 これから、議案第２０号から第２４号まで一括して討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 以上をもって、議案第２０号から第２４号までの討論を終わります。 
 これから日程第２２ 議案第２０号 富士川町町営バス基金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２０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２１号 富士川町ふれあい基金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２１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２２号 富士川町人づくり基金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２２号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第２５ 議案第２３号 富士川町環境整備基金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２３号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第２６ 議案第２４号 富士川町営住宅整備基金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） 
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 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第２４号は原案のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第２７ 議案第３４号 平成２４年度富士川町水道事業会計資本剰余金の処分についてを議

題とします。 
 これから、議案第３４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３４号の討論を終わります。 
 これから日程第２７ 議案第３４号 平成２４年度富士川町水道事業会計資本剰余金の処分

についてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第３４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２８ 議案第３５号 平成２５年度富士川町一般会計予算 
   日程第２９ 議案第３６号 平成２５年度富士川町国民健康保険特別会計予算 
   日程第３０ 議案第３７号 平成２５年度富士川町後期高齢者医療特別会計予算 
   日程第３１ 議案第３８号 平成２５年度富士川町介護保険特別会計予算 
   日程第３２ 議案第３９号 平成２５年度富士川町介護サービス事業特別会計予算 
   日程第３３ 議案第４０号 平成２５年度富士川町奨学金特別会計予算 
   日程第３４ 議案第４１号 平成２５年度富士川町簡易水道事業特別会計予算 
   日程第３５ 議案第４２号 平成２５年度富士川町下水道事業特別会計予算 
   日程第３６ 議案第４３号 平成２５年度富士川町営農飲雑用水事業特別会計予算 
   日程第３７ 議案第４４号 平成２５年度富士川町箱原農業集落排水事業特別会計予算 
   日程第３８ 議案第４５号 平成２５年度富士川町鹿島財産区特別会計予算 
   日程第３９ 議案第４６号 平成２５年度富士川町カラマツオ外三十山恩賜林保護財産区特別会

計予算 
   日程第４０ 議案第４７号 平成２５年度富士川町活性化事業特別会計予算 
   日程第４１ 議案第４８号 平成２５年度峡南地区ことばの教室共同設置特別会計予算 
   日程第４２ 議案第４９号 平成２５年度峡南地区充指導主事共同設置特別会計予算 
   日程第４３ 議案第５０号 平成２５年度富士川町水道事業会計予算 

 以上の１６議案は平成２５年度の予算案でありますので、一括して議題とします。 
 なお、本予算案につきましては去る８日の本会議で予算特別委員会に付託しましたので、委

員長から審査報告をお願いします。 
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 質疑は、審査報告が終わったあとにお願いします。 
 予算特別委員長の報告を求めます。 
 １２番、望月邦彦君。 

〇１２番議員（望月邦彦君） 
―――― 委 員 会 審 査 報 告 書 の 朗 読 ―――― 

〇議長（芦澤益彦君） 
 望月委員長、しばらくお待ちください。 
 以上で、予算特別委員長の報告が終わりました。 
 これから、予算特別委員長の報告に対して質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑なしと認めます。 
 以上をもって、議案第３５号から第５０号までの予算特別委員長の報告に対する質疑を終わ

ります。 
 望月委員長、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３５号から第５０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３５号から第５０号までの討論を終わります。 
 これから日程第２８ 議案第３５号 平成２５年度富士川町一般会計予算を採決します。 
 本案に対する委員長の報告は、可決です。 
 お諮りします。 
 本案は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第３５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２９ 議案第３６号 平成２５年度富士川町国民健康保険特別会計予算を採

決します。 
 本案に対する委員長の報告は、可決です。 
 お諮りします。 
 本案は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第３６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３０ 議案第３７号 平成２５年度富士川町後期高齢者医療特別会計予算を

採決します。 
 本案に対する委員長の報告は、可決です。 
 お諮りします。 
 本案は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 
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 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第３７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３１ 議案第３８号 平成２５年度富士川町介護保険特別会計予算を採決し

ます。 
 本案に対する委員長の報告は、可決です。 
 お諮りします。 
 本案は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第３８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３２ 議案第３９号 平成２５年度富士川町介護サービス事業特別会計予算

を採決します。 
 本案に対する委員長の報告は、可決です。 
 お諮りします。 
 本案は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第３９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３３ 議案第４０号 平成２５年度富士川町奨学金特別会計予算を採決しま

す。 
 本案に対する委員長の報告は、可決です。 
 お諮りします。 
 本案は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第４０号は委員長の報告のとおり可決されました。 
 これから日程第３４ 議案第４１号 平成２５年度富士川町簡易水道事業特別会計予算を採

決します。 
 本案に対する委員長の報告は、可決です。 
 お諮りします。 
 本案は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第４１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３５ 議案第４２号 平成２５年度富士川町下水道事業特別会計予算を採決

します。 
 本案に対する委員長の報告は、可決です。 
 お諮りします。 
 本案は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 
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 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第４２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３６ 議案第４３号 平成２５年度富士川町営農飲雑用水事業特別会計予算

を採決します。 
 本案に対する委員長の報告は、可決です。 
 お諮りします。 
 本案は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第４３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３７ 議案第４４号 平成２５年度富士川町箱原農業集落排水事業特別会計

予算を採決します。 
 本案に対する委員長の報告は、可決です。 
 お諮りします。 
 本案は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第４４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３８ 議案第４５号 平成２５年度富士川町鹿島財産区特別会計予算を採決

します。 
 本案に対する委員長の報告は、可決です。 
 お諮りします。 
 本案は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第４５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３９ 議案第４６号 平成２５年度富士川町カラマツオ外三十山恩賜林保護

財産区特別会計予算を採決します。 
 本案に対する委員長の報告は、可決です。 
 お諮りします。 
 本案は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第４６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４０ 議案第４７号 平成２５年度富士川町活性化事業特別会計予算を採決

します。 
 本案に対する委員長の報告は、可決です。 
 お諮りします。 
 本案は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 
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 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第４７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４１ 議案第４８号 平成２５年度峡南地区ことばの教室共同設置特別会計

予算を採決します。 
 本案に対する委員長の報告は、可決です。 
 お諮りします。 
 本案は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第４８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４２ 議案第４９号 平成２５年度峡南地区充指導主事共同設置特別会計予

算を採決します。 
 本案に対する委員長の報告は、可決です。 
 お諮りします。 
 本案は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第４９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４３ 議案第５０号 平成２５年度富士川町水道事業会計予算を採決します。 
 本案に対する委員長の報告は、可決です。 
 お諮りします。 
 本案は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第５０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４４ 認定第１号 富士川町道路線の認定についてを議題とします。 

 認定第１号の討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 これから日程第４４ 認定第１号 富士川町道路線の認定についてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、認定第１号は原案のとおり可決されました。 
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  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第４５ 議案第５２号 富士川町公共下水道管渠を市川三郷町住民の利用に供させることに

ついてを議題とします。 
 議案第５２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４５ 議案第５２号 富士川町公共下水道管渠を市川三郷町住民の利用に供

させ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５２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４６ 発議第１号 富士川町議会の議員の定数を定める条例の制定についてを議題としま

す。 
 発議第１号の討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 まず、原案に反対者の発言を許します。 
 ４番、齊藤正行君。 

〇４番議員（齊藤正行君） 
 富士川町議会の議員の定数を定める条例の制定について、反対の立場で意見を言わせていた

だきます。 
 まず合併して３年が経過したわけですが、合併時、旧増穂町が１４人、旧鰍沢町が１０人で

合計２４人の議員でありました。合併のときの法定数は２２人以内と定められているところ、

合併当時、人口１千人に１人ということの中で定数を１６人に削減し、ここまできております。

それがまた昨日、齊藤欽也議員が議会報告をされたことにより町民の皆さんからの意見を聞く

ことができました。これは議会中にチラシを出したということに対しては、私も遺憾でありま

すけども、たまたまその中で町民の皆さんから意見を聞きましたので、ちょっと報告させてい

ただきます。 
 議員定数は議会で決めること、議会中になぜこんなチラシを出すのか。病院問題は解決した

のだろう、最後に書いてあった野となれ山となれ、なんだ、ふざけるな。議員削減ならお前が

辞めろという言葉をいただきました。また別の人からは、地域の医療を守ることは行政の責任

である。地域の医療が今どうなっているか分からないような議員は、辞職して議員削減に協力

しろ。また別の人は富士川町に住んでいる人が議員になれるわけなので、地域代表的な議員が

必要ないとあったが、何か別の目的があってチラシを議会中に出したのではないかといったよ

うな意見がありました。 
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 提案理由の中に従来の地区代表的性格から脱却し、広い視野で町全体の課題を討議する議会

になることが望まれているとあります。今、町民の皆さんから定数削減ということの中で、今、

例を申しましたように削減を望んでいる方の声を私は聞いておりません。地区から推薦される

ことこそ当然だと思っております。地区のことだけしている議員という方は、どうみてもどこ

にもいないとそんなふうに感じております。 
 ２人削減したらどうして専業化になれるかということでございますけども、専業化した議員

でなければ十分な活動はできないと提案理由にあります。しかし２人削減をしたから専業化に

なれるという、まったく意味が分からない。そこには報酬という言葉がなければおかしいでは

ありませんか。報酬を上げ専業化し、町のために働きたいというのであれば本当のところであ

ろうと私は思います。そういうことであるならば来たる選挙において議員定数を削減し、議員

報酬を上げますと公約されて選挙に立候補し当選され、そしたらすぐそこでこの問題を議論す

る、これが本来の姿であると私は思っております。 
 よって、冒頭申したとおり４年での削減には反対いたします。 
 以上で終わります。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 次に、原案に賛成者の発言を求めます。 
 １番、鮫田洋平君。 

〇１番議員（鮫田洋平君） 
 賛成の立場から討論させていただきます。 
 ２０００年の地方分権一括法が施行されてから、今日まで地方公共団体の自己決定権は拡大

し、住民の代表であり住民自治の根幹をなす機関である地方議会の果たすべき役割の重要性が

これまで以上に高まっています。 
 住民を幅広く代表する議会は住民と行政の結束点であり、町の施策の策定、または決定する

自治機関としての機能および執行機関の監視機関としての機能をこれまで以上に強化しなけれ

ばなりません。地方分権は今後も進展していきます。その受け皿として、しっかりとした基礎

自治体をつくるためには、二元代表制である執行部と議会とか相互にその機能を十分に発揮す

ることが大切であり、そのためには議会の構成員である議員がみずからの判断と責任において

自主的、かつ自立的に活動できる環境をさらに整え、議会と地域住民との信頼関係を確立する

ことが必要だと考えます。 
 従来の議会体制から進化すべく、この富士川町議会でも議会改革特別委員会を設置し、改革

の糸口を探ってきたものの、いまだ具体的な行動は起こせず、議会が改革されたとは言い切れ

ません。議会をさらに機能させることは喫緊の課題であり、時代の要請に対応できる議会とな

るためには、徹底した熟議を透明性を持って行うこと、議案の審議と調査能力をより向上させ

ること、合わせて幅広い層からの人材を確保するための経済的なビルドアップが必要だと私は

考えております。 
 しかしながらその反面、町の財政は今後さらに逼迫していくと予想される昨今、緊縮財政を

余儀なくされる現実の中で議会改革という大義があったとしても、議会費の増大は住民の理解

を得ることは難しいのではないでしょうか。ならば議会みずからが改革のために身を切る覚悟

で議員定数の削減という姿勢を町民にお示しし、みずからが変革するという強い意思表示をす

ることが重要であると考えます。 
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 さらに町村議長会が平成２４年７月に実施した町村議会実態調査を引用しますと、富士川町

と同規模の人口２万人未満１万５千人以上の自治体は１３６団体あり、議員数は２，０３４人、

１団体での議員数の平均は１４．９人となっております。現在１万６千人台であるわが町の現

状と今後の人口の推移予測を勘案すれば、当然この議員定数削減は時代の趨勢であり、提出さ

れた議案の根拠としても的を射ているものと考えます。 
 以上のことから、私はこの条例案に賛成いたします。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ほかに討論ありませんか。 
 反対討論を求めます。 
 ９番、堀之内美彦君。 

〇９番議員（堀之内美彦君） 
 私は発議第１号 富士川町議会の議員定数を定める条例の制定について、反対の立場で討論

いたします。 
 議会改革は、全議員の合議をもって推進すべきものと考えます。二元代表制による議会と町

長が緊張感を保ち、それぞれの立場で富士川町の現在、未来に責任を持つ政治を行うことが町

民に求められています。地方分権改革の推進は、地方に責任と裁量権を求めたもので議員の削

減だけが議会改革と住民に答えることにはなり得ないと考えるところであります。 
 提案理由には定数１６人から１４人とする具体的根拠が示されていない。附則においては公

布の日時が明確ではなく、現実的に理解ができない。本来ならば次の一般選挙から適用すると

明記すべきと考える。提案理由および議案には説明不足と不備があり、提案者および賛成者の

議員として、資質と見識を疑問に思うところであります。さらに次の町議会一般選挙を意識し

てか、新聞折り込みに議員が発行責任者となり定数を２削減すれば５００万円以上も削減され

ますと定数削減と経費削減を訴えておりますが、提案理由の中に専業化した議員でなければ十

分な活動ができない時代になってきたとありますが、これは現在１８万５千円の報酬を上げる

ことを意味していると解釈すべきであり、議員間の協議を十分に行い、議論を深め全会一致で

議員発議により議員定数および報酬等も議員間討論や質疑も尽くし、推し進めていくことが町

民憲章、人の絆とぬくもりを大切に共に働き学び合い、互いを認め合う笑顔溢れる町をつくり

ます。まちづくりを推進することを鑑みる以上の理由によって、発議第１号 富士川町議会の

議員定数を定める条例の制定について、反対いたします。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 次に、原案に賛成者の意見を求めます。 
 ２番、長澤健君。 

〇２番議員（長澤健君） 
 私は、定数削減条例に賛成いたします。 
 僕はもっと減らしてもいいと思っているんですけども、今回この２名削減ということで賛成

したいと思います。 
 山梨県内の町村議会議員の構成１７６人中３０代が１人、４０代が２人と全体の１．７％と

偏っています。その原因の１つというのは、全国でも最低レベルの山梨県の報酬だと思います。

子育て中の人が、また生活がかかっている人が議員になるということはなかなかできないのが
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現状であります。実際多くが年金生活の議員さんです。若くて、もっと将来を見据えることが

できる議員が出てくるためにも、少しでも報酬を上げることを僕は望んでおります。その手法

として２人削減してその分、報酬に充てる。また扶養手当、子育て手当など若い議員が出やす

い環境づくりもしようと考えています。ということで、この定数削減条例に賛成します。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ほかに討論はありませんか。 
 ８番、永井寛子さん。反対発言をお願いします。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 私は、この条例に反対の討論をいたしたいと思います。 
 先ほど鮫田議員、あるいは長澤議員の発言にありましたけれども、例えば時代の趨勢でこう

なるんだとか、それから議員の中で年金生活者も多いではないかと、だから削減する、なんの

理由にもなっていないと思っています。私の知る限りでは、議員定数削減条例が提出されると

いうのは財政難からくる経費削減、あるいは住民からの強い要求があると、この２つではない

かと思っています。今回もこの条例には、財政難とか経費削減というものは１つも入っていま

せんね。私はそこで質疑のときにそれを質問しました。財政的な問題は、この文言が１つも入っ

ていないんですけれども、なぜですかと伺いましたら提案者からの答弁はいや、今回の理由に

はそれはありませんと。財政的な問題は１つもないという、そういう答弁でした。そうなると

この提案そのものがなんのためにやっているのか、私にはよく分からないんです。 
 ここの提案理由の中で、議員定数にかかる部分は最後の２、３行しかないですね。どういう

理由かというと、議員定数を削減することにより議員相互の意識が高まり、ひいては資質向上

につながると考えます。私は先ほど、鮫田議員が発言した大半の部分は大賛成です。賛成なん

です。ここも賛成です。でもこれによって、なぜ削減しなければいけないのかというのはまっ

たく分かりません。私は、いたずらに議員定数を削減することには反対なんです。先ほど鮫田

議員がおっしゃったように地方分権が進んでいます。そして議会の役割はますます大きくなっ

て重要なものになってきています。だからこそ議会はしっかり踏ん張っていかなくてはいけな

いんですね。だから削減ではないんです。議会は住民を代表して、その意思を反映しています。

それから重大な役割には行政の監視能力をしっかり持っていかなくてはいけないと。これには

時代の趨勢だからといってそれを削減していけばできるのか、私はそう思いません。近年、全

国どこでも財政難の折から定数削減の動きが止まりません。どこまでいくのかと私は危惧して

います、実は。このままでは議会の機能が低下し、議会の存在そのものが軽視されかねないと

私は思っています。 
 一方で、住民からは議会への根強い不信感があるというのは全国のいろいろな調査で出され

てきています。議会への不信感があるからといって、それに迎合して定数を削減すればいいの

か、質が高まるのか、そうは思いません。議員はみずからを改革していく中でしか信頼を回復

することはできないと思っております。 
 今こそ真の地方分権を実現していく議会を確立するためにも、私は議会改革に真剣に立ち向

かい、議会の資質を向上させ住民の信頼に応えられる議会を目指すことこそ、今、私たちに求

められているものだと思っています。住民とともに、みんなでまちづくりに汗を流す議会を確

立するためにも、ここで定数を削減すべきではないと思い、今回のこの条例案には反対いたし
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ます。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 次に、原案に賛成者の意見を求めます。 
 ５番、市川淳子さん。 

〇５番議員（市川淳子君） 
 私は、今回の議員発議の提案には賛成いたします。 
 私は質疑のときに、なぜ１４名にするのかということを発議された秋山議員に聞いたところ、

１４人で十分ではないかと。自分の経験、教育厚生常任委員会に入っていて、いろんなことを

やったけども、この人数で十分できるんではないかという発言でした。私はそうだと思います。

今、私たちは３年間やりました。もちろん合併して３年間という短い期間ですが、私たちが議

会の中身を先ほど齊藤議員さんがおっしゃいましたけども、議会の中は議会の中の人たちしか

分からないと、たしかにそう思います。議員の人たちがどのくらいの仕事量をしているかとい

うことは、なかなか一般の町民の中には分かりません。それをすべて表に出すということもか

なり大変な作業になります。私は実際、自分が３年間やってみて２人減らすということになん

の支障もないでないかと私は思っているから減らしてもいいと思っています。 
 先ほど永井議員はいたずらに削減をすることはよくない、私も言っていることは非常によく

分かります。鮫田議員の言っていることも非常によく分かります。問題は今のこの富士川町議

会が何人がいいのかということを私は考えたときに、１４人でもできる、私はそういうふうに

思ってこの議員定数の削減には賛成いたします。 
 それから先ほど堀之内議員さんがいつから施行するのかも書いていないと言いましたが、こ

の附則にちゃんと書いてあります。別にこれに不備はないと思いますけども、たしかに秋山議

員のおっしゃった報酬と定数で、報酬がなければ削減ということはおかしいではないかという

ことを何人かの議員がおっしゃいましたが、報酬は報酬で別の考え方をしたほうが私はいいと

思います。なぜなら作業的に必要な作業がたくさんあって、それがやりきれなければ定員は減

らすべきではないんです。一人ひとりが一生懸命やってもやりきれなければ、当然減らすべき

ではないです。でも今、私たちがこれだけのことをやってやり切れるという自信があるから、

私は定数を減らしてもいいと思います。賛成いたします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ほかに討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 これから日程第４６ 発議第１号 富士川町議会の議員の定数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。 
 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。 
 （異議あり。の声） 
 異議がありますので、起立によって採決します。 
 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は、起立を願います。 
 （ 起 立 少 数 ） 
 起立少数です。 
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 したがって、発議第１号は否決されました。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第４７ 同意第１号 富士川町公平委員会委員の選任につき議会の同意を求めることについ

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

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

〇議長（芦澤益彦君） 
 以上で、提案理由の説明が終わりました。 
 この議題については、質疑と討論を省略したいと思います。 
 ご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、同意第１号については質疑と討論を省略します。 
 これから日程第４７ 同意第１号 富士川町公平委員会委員の選任につき議会の同意を求め

ることについてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、同意第１号は原案のとおり同意することに決定しました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第４８ 同意第２号 富士川町固定資産評価審査委員会委員の選任につき議会の同意を求め

ることについて 
   日程第４９ 同意第３号 富士川町固定資産評価審査委員会委員の選任につき議会の同意を求め

ることについて 
   日程第５０ 同意第４号 富士川町固定資産評価審査委員会委員の選任につき議会の同意を求め

ることについて 
 以上の３議案は固定資産評価審査委員選任の同意でありますので、一括して議題とします。 
 町長から、本案について提案理由の説明を求めます。 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
―――― ３議案の提案理由朗読説明 ―――― 

〇議長（芦澤益彦君） 
 以上で、町長の提案理由の説明が終わりました。 
 この議題については質疑と討論を省略したいと思いますが、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、同意第２号から第４号までについては質疑と討論を省略します。 
 これから日程第４８ 同意第２号 富士川町固定資産評価審査委員会委員の選任につき議会

の同意を求めることについてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、同意第２号は原案のとおり同意することに決定しました。 
 これから日程第４９ 同意第３号 富士川町固定資産評価審査委員会委員の選任につき議会

の同意を求めることについてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、同意第３号は原案のとおり同意することに決定しました。 
 これから日程第５０ 同意第４号 富士川町固定資産評価審査委員会委員の選任につき議会

の同意を求めることについてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、同意第４号は原案のとおり同意することに決定しました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第５１ 同意第５号 富士川町教育委員会委員の任命につき議会の同意を求めることについ

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

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

〇議長（芦澤益彦君） 
 以上で、町長の提案理由の説明が終わりました。 
 この議題については質疑と討論を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、同意第５号については質疑と討論を省略します。 
 これから日程第５１ 同意第５号 富士川町教育委員会委員の任命につき議会の同意を求め

ることについてを採決します。 
 お諮りします。 
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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、同意第５号は原案のとおり同意することに決定しました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第５２ 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５３ 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５４ 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５５ 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なご審議をいただき、

ここに無事閉会できますことを厚く御礼申し上げます。 
 また町長以下、町の執行部の皆さまにおいては議案説明、答弁、委員会の出席にご協力いた

だき、ありがとうございました。 
 議員各位におかれましては残された任期を全うし、住民の代表としてその重責を果たします

ようお願い申し上げ、平成２５年第１回富士川町議会定例会を閉会します。 
 ご苦労さまでした。 

 
閉会 午前１１時２０分 

 

 ２００



 
 
 
 

この会議の経過を記載して、その内容が相違ないことを証するためにここに署名する。 
 
 

平成   年   月   日 
 
 
 
 

富士川町議会議長 
 
 
 
 
 
 
 

会議録署名議員 
 
 
 
 
 
 
 

会議録署名議員 
 
 
 
 
 
 
 

 ２０１


