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平成２５年笛吹市議会第１回定例会 
 

１．議 事 日 程（第１号） 
平成２５年２月２２日 
午後 １時３０分開議 
於 議 場 

 
 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 
日程第 ２ 会期の決定 
日程第 ３ 議会関係諸般の報告 
日程第 ４ 市長行政報告ならびに提出議案要旨説明 
日程第 ５ 議案第１号 笛吹市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 ６ 議案第２号 笛吹市道の構造基準等を定める条例の制定について 

日程第 ７ 議案第３号 笛吹市移動円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を

定める条例の制定について 

日程第 ８ 議案第４号 笛吹市景観条例の制定について 

日程第 ９ 議案第５号 笛吹市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関

する基準を定める条例の制定について 

日程第１０ 議案第６号 笛吹市水道法施行条例の制定について 

日程第１１ 議案第７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ついて 

日程第１２ 議案第８号 笛吹市職員給与条例の一部を改正する条例の一部改正について 

日程第１３ 議案第９号 笛吹市手数料条例の一部改正について 

日程第１４ 議案第１０号 笛吹市若者定住促進市単住宅条例の一部改正について 

日程第１５ 議案第１１号 笛吹市道路法施行条例及び笛吹市公共物管理条例の一部改正

について 

日程第１６ 議案第１２号 笛吹市都市公園条例の一部改正について 
日程第１７ 議案第１３号 笛吹市下水道条例の一部改正について 
日程第１８ 議案第１４号 笛吹市生涯学習コーディネーター条例及び笛吹市青少年育成

コーディネーター条例の一部改正について 
日程第１９ 議案第１５号 平成２４年度笛吹市一般会計補正予算（第８号）について 
日程第２０ 議案第１６号 平成２４年度笛吹市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）

について 
日程第２１ 議案第１７号 平成２４年度笛吹市介護保険特別会計補正予算（第４号）に

ついて 
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日程第２２ 議案第１８号 平成２４年度笛吹市介護サービス特別会計補正予算（第２号）

について 
日程第２３ 議案第１９号 平成２４年度笛吹市後期高齢者医療特別会計補正予算（第

４号）について 
日程第２４ 議案第２０号 平成２４年度笛吹市公共下水道特別会計補正予算（第４号）

について 
日程第２５ 議案第２１号 平成２４年度笛吹市農業集落排水特別会計補正予算（第２号）

について 
日程第２６ 議案第２２号 平成２４年度笛吹市簡易水道特別会計補正予算（第３号）に

ついて 
日程第２７ 議案第２３号 平成２４年度笛吹市黒駒山恩賜県有財産保護財産区管理会特

別会計補正予算（第３号）について 
日程第２８ 議案第２４号 平成２４年度笛吹市水道事業会計補正予算（第４号）について 
日程第２９ 議案第２５号 平成２４年度笛吹市営春日居地区温泉給湯事業会計補正予算

（第４号）について 
日程第３０ 議案第２６号 平成２５年度笛吹市一般会計予算について 
日程第３１ 議案第２７号 平成２５年度笛吹市国民健康保険特別会計予算について 
日程第３２ 議案第２８号 平成２５年度笛吹市介護保険特別会計予算について 
日程第３３ 議案第２９号 平成２５年度笛吹市介護サービス特別会計予算について 
日程第３４ 議案第３０号 平成２５年度笛吹市後期高齢者医療特別会計予算について 
日程第３５ 議案第３１号 平成２５年度笛吹市公共下水道特別会計予算について 
日程第３６ 議案第３２号 平成２５年度笛吹市農業集落排水特別会計予算について 
日程第３７ 議案第３３号 平成２５年度笛吹市簡易水道特別会計予算について 
日程第３８ 議案第３４号 平成２５年度笛吹市黒駒山恩賜県有財産保護財産区管理会特

別会計予算について 
日程第３９ 議案第３５号 平成２５年度笛吹市大積寺山恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計予算について 
日程第４０ 議案第３６号 平成２５年度笛吹市稲山恩賜県有財産保護財産区管理会特別

会計予算について 
日程第４１ 議案第３７号 平成２５年度笛吹市牛ヶ額恩賜県有財産保護財産区管理会特

別会計予算について 
日程第４２ 議案第３８号 平成２５年度笛吹市大口山恩賜県有財産保護財産区管理会特

別会計予算について 
日程第４３ 議案第３９号 平成２５年度笛吹市崩山恩賜県有財産保護財産区管理会特別

会計予算について 
日程第４４ 議案第４０号 平成２５年度笛吹市名所山恩賜県有財産保護財産区管理会特

別会計予算について 
日程第４５ 議案第４１号 平成２５年度笛吹市春日山恩賜県有財産保護財産区管理会特

別会計予算について 
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日程第４６ 議案第４２号 平成２５年度笛吹市兜山外五山恩賜県有財産保護財産区管理

会特別会計予算について 
日程第４７ 議案第４３号 平成２５年度笛吹市水道事業会計予算について 
日程第４８ 議案第４４号 平成２５年度笛吹市営春日居地区温泉給湯事業会計予算につ

いて 
日程第４９ 議案第４５号 甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合規約の変更について 
日程第５０ 議案第４６号 市道廃止について 
日程第５１ 議案第４７号 市道認定について 
日程第５２ 議案第４８号 公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市ふれあい

の家） 
日程第５３ 議案第４９号 公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市御坂花鳥

の里スポーツ広場・笛吹市御坂体育館・笛吹市御坂テニスコー

ト・笛吹市御坂テニス＆キッズ広場） 
日程第５４ 議案第５０号 公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市いちのみ

や桃の里スポーツ公園・笛吹市一宮スポーツ広場） 
日程第５５ 議案第５１号 公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市若彦路ふ

れあいスポーツ館・笛吹市八代中央スポーツ広場・笛吹市八

代中央水泳プール・笛吹市八代東部水泳プール・笛吹市八代

南部スポーツ広場） 
日程第５６ 議案第５２号 公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市石和中央

テニスコート・笛吹市石和農村スポーツ広場・笛吹市石和清

流館） 
日程第５７ 議案第５３号 公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市御坂中央

弓道場・笛吹市御坂成田弓道場） 
日程第５８ 議案第５４号 公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市境川総合

会館・笛吹市境川スポーツセンター） 
日程第５９ 議案第５５号 公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市境川弓道

場） 
日程第６０ 発議第１号 笛吹市議会政務調査費の交付に関する条例の一部改正について 
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２．出席議員は次のとおりである。（２１名） 

 
 １番 神 澤 敏 美 ２番 神 宮 司 正 人 
 ３番 荻 野 謙 一 ４番 古 屋 始 芳 
 ５番 岩 沢 正 敏 ６番 梶 原  清 
 ７番 保 坂 利 定 ８番 中 村 正 彦 
 ９番 海 野 利 比 古 １０番 野 澤 今 朝 幸 
 １１番 北 嶋 恒 男 １２番 志 村 直 毅 
 １３番 中 川 秀 哉 １４番 川 村 惠 子 
 １５番 渡 邉 清 美 １６番 亀 山 和 子 
 １７番 上 野   稔 １８番 渡 辺 正 秀 
 １９番 大 久 保 俊 雄 ２０番 小 林  始 
 ２１番 前 島 敏 彦 
 
 

３．欠席議員 
 

 （ な し ） 
 
 

４．会議録署名議員 
 
 ９番 海 野 利 比 古 １０番 野 澤 今 朝 幸 
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５．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名（１８名） 

 
 市 長 倉 嶋 清 次 副 市 長 久 保 田 克 己 
 教 育 長 坂 本 誠 二 郎 総 務 部 長 山 下 真 弥 
 経営政策部長 風 間 和 仁 会 計 管 理 者 芦 澤  栄 
 市民環境部長 河 野  修 保健福祉部長 荻 原 明 人 
 福祉事務所長 鶴 田 一 二 美 産業観光部長 豊 角 英 人 
 建 設 部 長 斉 藤  寿 公営企業部長 松 岡 利 明 
 教 育 部 長 仲 澤 和 朗 総 務 課 長 雨 宮 寿 男 
 財 政 課 長 成 島 敦 志 消 防 長 中 込 富 美 雄 
 教 育 委 員 長 早 川 公 仁 農業委員会会長 赤 岡 勝 廣 
 
 
 ６．職務のため議場に出席した者の職氏名（３名） 
 
 議会事務局長   鈴 木 幸 弘 
 議 会 書 記   霜 村 和 也 
 議 会 書 記   矢 野  洋 
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開会  午後 １時３０分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（前島敏彦君） 

 ただいまの出席議員は２１名であります。 
 定足数に達しておりますので、ただいまから平成２５年笛吹市議会第１回定例会を開会いた

します。 
 開会にあたり、一言ごあいさつを申し上げます。 
 議員各位には公私ともご多忙のところご出席を賜り、厚く御礼を申し上げます。 
 世界に目を向けますとロシア、ウラル地方に落下した約１万トンにも及ぶ隕石の落下は広島

型原爆の約３０倍以上にも相当する約５００キロトンものエネルギーが放出され、その衝撃で

破損したガラスなどで、１，２００名もの方々が負傷されました。心よりお見舞いを申し上げ

ます。 
 スポーツ界では女子の活躍が目立ち、昨年のなでしこジャパンに続きノルディックスキージャ

ンプ女子の高梨沙羅さんがワールドカップで今期８勝目を挙げ、総合優勝を決められました。

高梨さんの１６歳４カ月という記録は、ワールドカップ史上最年少優勝という快挙を成し遂げ

ました。最近では、男子に負けないくらい女子スポーツ界が日本全体を明るくしていただいて

おります。 
 また明日２月２３日は富士山の日でありまして、東京で世界文化遺産登録に向けまして大き

なイベント等が開催されます。私も参加の予定でありますが、観光を主幹とする県内、本市に

とりましても必ずしや恵みをもたらしてくれるものと期待をし、本年が登録元年になりますよ

う願うところでもあります。 
 さて、本定例会に提出される諸議案につきましては倉嶋市長から説明がありますが、議員各

位におかれましては円滑に議事を進められ、適正・妥当な議決に達せられますよう切望してや

まない次第でございます。 
 いまだ寒さ厳しい折、皆さま方にはご健勝の上ご精励賜りますようお願い申し上げ、開会の

言葉とさせていただきます。 
 本日、傍聴と撮影の申請があり、これを許可しましたので報告をいたします。 
 傍聴人に申し上げます。 
 傍聴人は議事について可否を表明し、または騒ぎ立てることは禁止されておりますので静粛

に願います。 
 また携帯電話の電源は切るか、マナーモードに設定していただくようお願いいたします。 
 なお、議長の命令に従わないときは、地方自治法の規定により退場を命じますので念のため

に申し添えます。 
 本日の会議を開きます。 
 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりであります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（前島敏彦君） 
   日程第１ 「会議録署名議員の指名」を行います。 
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 会議規則第７９条の規定により 
 議席第９番 海野利比古君および 
 議席第１０番 野澤今朝幸君 
の両名を会議録署名議員に指名いたします。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（前島敏彦君） 
   日程第２ 「会期の決定」を議題といたします。 

 お諮りします。 
 本定例会の会期は、本日から３月１９日までの２６日間といたしたいと思います。 
 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。 
 よって、本定例会の会期は本日から３月１９日までの２６日間と決定いたしました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（前島敏彦君） 
   日程第３ 「議会関係諸般の報告」を行います。 

 今定例会より飯田代表監査委員の後任として、古屋代表監査委員に説明員として出席をいた

だいておりますのでご報告をいたします。 
 本日までに受理した請願はお手元にお配りしました請願文書表のとおりでありまして、建設

経済常任委員会および教育厚生常任委員会に付託をいたします。 
 次に監査委員から平成２４年１１月から平成２５年１月の例月出納検査の結果について、報

告がありました。お手元に配布してあります報告書により、ご了承を願いたいと思います。 
 次に地方自治法第１２１条の規定により、市長ならびに行政委員会の長に出席を求めたとこ

ろ、お手元の名簿のとおり説明員の出席の通知がありましたのでご承知ください。 
 なお、議会関係の出席状況等については、お手元に配布した活動報告のとおりであります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（前島敏彦君） 
   日程第４ 市長より市政方針ならびに日程第５ 議案第１号から日程第５９ 議案第５５号まで

の５５案件を一括議題とし、提出議案に対する要旨説明を求めます。 
 市長、倉嶋清次君。 

〇市長（倉嶋清次君） 
 それでは提出した案件につきまして、その概要をご説明申し上げるとともに私の所信の一端

を申し述べ、議員各位ならびに市民の皆さまのご理解を賜りたいと存じます。 
 本題に入る前に、この場をお借りしてお詫び申し上げなければなりません。甲斐国分寺跡等

土地買い上げ事業において事業執行が不適正に行われ、多額の国および県からの補助金を返還

する事態となりました。 
 行政を預かる者にあるまじき行為に深く恥じ入るとともに、市民の皆さまに多大な財政上の

負担を掛けることとなる事態を惹き起こしたことに対し、深くお詫び申し上げます。 
 ２月１９日に、学識経験者と市民代表を交えた調査委員会を設置いたしました。客観的かつ

公正な調査を迅速に行ってまいります。 
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 先月発覚した職員による不祥事の件と併せ、市政への信頼を失墜させた責任を厳粛に受け止

め、市民の皆さまに心より深くお詫び申し上げるとともに、信頼回復と再発防止に全力で取り

組んでまいります。 
 さて、中央道笹子トンネル天井板崩落事故から２カ月が経過しましたが、去る２月８日に復

旧工事が完了し、当初の予定より数週間繰り上げての全面開通となりました。本市の基幹産業

である観光、農業などへの影響が憂慮されていましたが、この復旧により一日も早く地域のに

ぎわいが取り戻せるものと期待いたします。 
 それでは、平成２５年度施政方針について申し述べます。 
 私の市政運営の基本的な姿勢は「開かれた市役所、公平・公正で透明性の高い市政」であり

ます。情報公開を積極的に推し進め、市民の誰もが知りたい情報を容易に得ることができ、市

民の声が届く開かれた市役所を目指します。 
 情報公開については市役所が市民に知らせたい情報はもちろん、市民が知りたいであろう情

報をすべての市民に届くよう工夫します。フェイスブックなども含め、さまざまなツールも活

用します。 
 市民の声が届く市役所に関しては、これまでの市民ミーティングのような大きな括りだけで

はなく、きめ細かな単位や分野で、例えば希望する行政区単位での開催、文化、スポーツ、女

性、高齢者、職業別等々各種団体との会合など、膝を交えた談義を重ねる中で皆さまの思いを

伺い、市の将来像を語り合いたいと考えております。 
 特に市政において大きな取り組みを始めるとき、あるいは大きく舵を切るときには、幅広く

いろいろな人たちに集っていただき、率直な議論を交わし市民合意のもとで進めたいと考えて

おります。 
 公平で公正な視点を欠かすことなく、市民の声が届く市政運営を目指してまいります。 
 以上、申し述べた基本姿勢の上に立って、本市の主たる取り組み方針として５つの施策の柱

を掲げ、市政を運営してまいります。 
 １つ目は「観光、農業を中心に地域経済を活性化し、にぎわいのまちをつくる」ことであり

ます。 
 厳しい経済情勢のもとではありますが、本市の基幹産業である観光、農業を活性化すること

が何よりも重要です。 
 まず観光でありますが、本市の中心市街地でもある石和・春日居温泉のにぎわいを取り戻す

ことが喫緊の課題です。恒常的・安定的な集客、四季を通じての集客が重要で、そのための新

たな工夫が必要です。この点につきましては、個人あるいはいくつかの団体からご提案をいた

だいております。例えば病院が多く立地しているという点に着目して、スポーツや医療・介護・

健康等と結びつけた温泉観光の展開についてであり、検討に値すると考えております。 
 また、全国を見渡しても本市ほど桃源郷を謳いあげるにふさわしいまちはありません。機会

を見て桃源郷宣言を行い、市民の皆さまに幅広く参画していただきながら桃源郷プロジェクト

といったものを立ち上げ、四季を通して花が咲き乱れる彩りに満ちたまちづくりを推進してま

いりたいと考えております。 
 昨日、ボランティアガイドの皆さんと意見交換する機会がありましたが、こうした皆さんの

奮闘も重要です。人的資源は、観光における最大の資産であります。ガイドの皆さんからは、

文化財等をさらに磨き上げて観光資源にしていく意気込みが語られ、頼もしく感じるとともに
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発破をかけられたところでございます。 
 情報の発信も重視しなければなりません。フェイスブックなど新たなツールを活用して、私

自身の言葉で積極的な情報発信を図るなど、今できることはすぐに取り組んでまいります。 
 農業の振興につきましては若者が喜んで就農できる農業を目指し、観光と農業の連携・融合、

体験型農業、通年型農業、６次産業化等をテーマに将来像を描くことが必要です。このため農

業関係者の意向や要望を汲み上げ、農業者や関係者がみずから展望を切り開くための組織を設

け、笛吹市農業ビジョンといったものをとりまとめ、それに基づきできるところから関係者へ

の支援を行ってまいります。 
 商工業の振興も重要な課題です。市内に立地する多種多様な商工業者の横のネットワークを

つくり要望をお伺いするなどアンテナを高くして新たな施策展開を探求したいと考えています。 
 次に２つ目といたしまして、災害に強い安全・安心のまちづくりであります。 
 南海トラフ地震など大規模地震の発生が推測され、大きな被害が懸念されております。現在、

国・県の防災計画の見直しに合わせ、市の地域防災計画も見直しているところです。 
 「震災時ひとりの犠牲者も出さない」をスローガンに、家屋の倒壊対策、家具の転倒防止な

どに努める必要があると考えていますが、限られた予算の中でこうした取り組みを進めるには、

自主防災組織を強化し地域単位での防災マップ、防災計画づくりが重要です。 
 また災害時要援護者支援登録につきましても、制度の実効性を高めるよう検討します。通学

路の安全対策も喫緊の課題です。今後も警察や地域と密接に協議・連携し、優先的に取り組ん

でまいります。 
 次に３つ目といたしまして安心して生き生きと暮らせ、住みたくなるまちづくりであります。 
 高齢者、障がい者、子育て世代の暮らしを支え、みんなが安心して生き生きと暮らせる環境

をつくり、住みたくなるまちづくりを進めてまいります。 
 特に子育て環境の整備、子どもの健康づくりに資するために、平成２５年度からは子どもす

こやか医療費助成を小学６年生から中学３年生まで拡大し、さらには県内の他市に先駆けロタ

ウイルス、水ぼうそう、おたふくかぜのワクチン接種の助成を行う等、各種予防接種助成事業

も拡充してまいります。 
 環境政策におきましても、ごみの分別・減量化を推進するとともに太陽光発電や小水力発電

等の再生可能エネルギーの検証を進め、市のエネルギー政策についての検討を深めてまいりた

いと考えております。 
 次に４つ目といたしまして、文化を育みスポーツを楽しむ環境と魅力ある学校づくりでござ

います。 
 本年は特に国民文化祭が開催されます。文芸祭俳句大会をはじめとする各事業を、笛吹市を

全国にアピールする絶好の機会と捉え、盛り上げていきたいと考えております。 
 平成２６年度には、インターハイが山梨県を含む１都３県により合同開催されます。本市は

自転車競技の開催予定地となっており、その準備に向け万全を期してまいります。毎年開催し

ております桃の里マラソン大会、桃の花まつり全国ゲートボール大会などの開催によりスポー

ツを通じた交流促進など、スポーツの振興も引き続き図ってまいります。 
 学校教育に関しては教育関係者との議論・検討を進め、知・徳・体のバランスのとれた児童

生徒を育てるよう努めます。 
 学校教育のこれまでの成果と課題を振り返り、学校が抱える諸課題の解決につなげ、魅力あ
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る学校づくりを進めるため、策定から５年目となる学校教育ビジョンを見直してまいります。 
 最後に５つ目としまして、親しみやすく機能的な市役所と安定した行財政基盤づくりであり

ます。 
 市民の皆さまに安心して市役所に来庁していただくため、本庁舎の耐震改修を進めるととも

に窓口の利便性の向上に努めます。支所機能のあり方についても検討を重ねてまいります。 
 平成２５年度には公共施設白書を完成させ、施設の現況を詳細に把握し、その先には再配置

も含めた長期的維持管理計画を策定します。 
 また、さらなる行財政改革を推進するとともに第２次行財政改革大綱をしっかりと検証した

上で、平成２６年度からスタートする第３次行財政改革大綱を策定し、安定した行財政基盤づ

くりに努めます。 
 財政事情の厳しい状況ではありますが市役所職員一丸となり、その能力を最大限発揮できる

ような効率的な業務運営に努めてまいります。 
 続きまして、大型施設整備事業につきましての方針をご報告申し上げます。 
 昨年１２月１８日から７回にわたり開催した市民ミーティングの場におきまして、各事業の

現在の状況と私の考えを説明させていただき、それに対する市民の皆さまからのご意見を承り

ました。その上で事業の進捗に応じて、修正できるものは可能な限り見直すとともに、不必要

であると判断したものは、中止の措置をとりたいと考えております。 
 はじめに多機能アリーナ建設事業につきましては中止以外の選択肢はないと表明し、関係機

関との協議や業務委託先との変更契約締結、委託金の支払いを完了させております。大変ご迷

惑をお掛けしております地権者を含む周辺の皆さまに対しましても昨年、今年と２回ご説明申

し上げたところであります。 
 地権者をはじめ、ご協力いただいた建設委員会やワークショップの皆さまに感謝申し上げる

とともに、いただいた貴重なご意見は今後の市政運営の参考として活用してまいりたいと考え

ております。 
 次に、砂原橋架け替えおよび周辺道路整備事業についてであります。 
 現在、橋脚６基のうち笛吹川左岸の橋脚３基の下部工および上部工製作が完成し、残りの橋

脚３基も今渇水期に完成する予定であります。 
 平成２５年度は上部架設工を施工する予定であり、取り付け道路を含む周辺道路整備につき

ましては地権者のご理解をいただきながら橋梁周辺から用地買収を進め、工事に着手したいと

考えております。 
 次に、石和温泉駅周辺整備事業についてであります。 
 本事業につきましては、平成１８年度から検討委員会において検討を重ねてきたものであり、

本市の主要な交通拠点として通学・通勤者、観光客、身体障がい者にとって利便性が向上する

ばかりでなく、石和温泉街の活性化にも寄与するものと捉えております。 
 本事業は多額の経費を要することから、今後も市民の声ができるだけ反映されるよう、また

コスト縮減が図られるよう、ＪＲ東日本との協議をしっかり行ってまいります。事業の継続に

あたっては、事業期間の制約から本年３月にＪＲ東日本と工事施行協定を締結する必要がござ

います。このため、これに関わる議案を本議会に上程する予定でおります。 
 次に、ふるさと公園拡張整備事業についてであります。 
 本事業につきましてはすべての用地買収を終え、すでに全体の９割以上に相当するエリアの
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造成工事等を進めているところであります。今後は本市の秋から冬にかけての観光資源として

周辺施設とも連携を図る中、県の指定文化財である岡・銚子塚古墳の大きな魅力を積極的に活

用してまいりたいと考えております。このため本事業は平成２５年度の完成を目指し、継続し

て実施してまいりたいと考えております。 
 次に、バイオマスセンター建設事業についてであります。 
 これまで、地元の石和町砂原区および八代町増田区での意見交換会や市民ミーティングを行っ

てまいりました。 
 今後、バイオマスセンターのあり方について検討を行う組織を早急に立ち上げ、できるだけ

早い時期に方向性を示したいと考えております。 
 バイオマスセンター建設構想においては生ごみ、果樹剪定枝および浄化槽汚泥を微生物菌に

より堆肥化する事業を考えておりましたが、今後、収集エリア・収集方法などについて市民の

皆さまの協力体制や費用対効果等も考え、検討してまいります。 
 以上、大型施設整備事業について報告させていただきました。議員各位をはじめ、市民の皆

さまのご理解とご協力を賜りたく、よろしくお願いいたします。 
 続きまして、第一次笛吹市総合計画の施策体系に沿った主要事業をご説明申し上げます。 
 最初に、実り多い産業と人々の集うまちづくりについてであります。 
 まずはじめに、笛吹市景観条例の制定についてであります。 
 本市では平成１６年に制定された景観法に基づき平成２１年に景観行政団体となり、同年よ

り市民アンケート、風景づくり市民懇談会、景観計画策定委員会、パブリックコメントを順次

実施し、笛吹市景観計画案を策定いたしました。 
 今後、景観施策をしっかりと進めるため、景観計画の策定に合わせ、本議会において景観条

例の制定を行い、本市にふさわしい景観づくりと地域の特性を生かした景観形成を推進してま

いります。 
 次に仮称、笛吹スマートインターチェンジ周辺道路整備事業についてであります。 
 中央道八代バス停付近に計画しております仮称、笛吹スマートインターチェンジは、昨年４月

に国土交通大臣から連結許可をいただき、地元説明会を開催し、道路詳細設計調査を行ってお

ります。 
 平成２５年度は用地測量を行い用地買収に着手し、平成２８年３月の供用開始を目指し、山

梨県をはじめ関係機関と整備に向けての協議、調整を進めてまいります。 
 次に、橋梁の長寿命化についてであります。 
 橋梁の長寿命化は調査・点検を行い、計画的修繕を行うことで長寿命化を図ることを目的と

しております。平成２１年度より市内の市道橋の調査を実施し、平成２３年に橋梁長寿命化修

繕基本計画を策定しております。 
 点検につきましては平成２４年度ですべてが完了し、平成２５年度からは基本計画に基づき、

修繕工事にかかる実施設計を行う予定でおります。 
 次に、市営バス運行事業についてであります。 
 デマンドタクシーにつきましては、公共交通空白地域における高齢者や障がい者など、いわ

ゆる交通弱者の日常生活の足を確保する観点から、みさかルートとふじみルートの２路線で運

行を行っておりますが、利用者からの要望を受け、４月から１日の運行便数を増やすこととい

たしました。 
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 今後も効率的で持続可能な公共交通を目指し、他の市営バス路線も含めた市内公共交通網の

再編整備に取り組んでまいります。 
 次に、観光事業についてであります。 
 石和・春日居温泉果実郷周辺への入り込み人数および宿泊者数は、近年減少しております。

この状態を打開するため、現状を再度検証し、まだまだ埋もれている本市の魅力を発掘しつつ、

また四季を通して観光客を誘客できる方法を模索し、本年開催の国民文化祭や富士山の世界遺

産登録にも期待しながら各観光関連団体と連携を図り、さらなる発展的な観光施策に取り組ん

でまいります。 
 本市の春の観光は、今月１４日から始まったハウス桃宴がＮＨＫで全国放映されるなど好調

なスタートを切っております。４月の花まつりも市内随所で多彩なイベントを開催し、誘客を

図ってまいります。 
 これからも笛吹市の素晴らしさを積極的に大手旅行会社に売り込み誘客につなげ、首都圏を

中心に新聞、雑誌、電子媒体等をフル活用する宣伝ＰＲや精力的な商談会への参加など、フッ

トワークのよいアピール活動に努力してまいります。 
 次に、農業振興についてであります。 
 農業従事者の高齢化や後継者不足などの担い手対策として、３０歳未満の後継者を対象とし

た新規就農農業後継者支援事業、４５歳未満のＩターンやＵターンの方を対象とした新規就農

者支援事業を核として、国の青年就農交付金事業などを活用しながら新規就農者の育成・定着

を推進してまいります。 
 また消費宣伝・販路の拡大につきましては、引き続きＪＡと連携して市長トップセールスを

行い、東京や大阪などの大消費地はもとより海外へも積極的に売り込みを図ってまいります。 
 鳥獣被害の対策につきましては、近年増えてきたシカによる被害防止のため、既設の獣害侵

入防止柵の嵩上げを計画的に進め、国・県の補助事業を活用し地域の方と連携し積極的な対策

を講じてまいります。 
 次に、商工業の振興についてであります。 
 企業等を取り巻く情勢は株価の上昇が見られ、円安傾向に移行するなど日本経済は活気を取

り戻す方向へと振れつつあるものの、中小企業の経営や景気情勢は依然として厳しい状況にあ

ります。 
 これらの状況を踏まえ、昨年に引き続き商工振興災害対策資金の借入者に対する利子補助を

行うとともに、就職希望者と市内企業を対象とした就職ガイダンスの開催や市内企業経営者の

皆さまとの意見交換会、企業訪問を行い、地域経済の活性化と雇用の安定に努めるとともに企

業誘致にも積極的に取り組んでまいります。 
 続きまして環境にやさしく、安心してすこやかに暮らせるまちづくりについてであります。 
 はじめに、災害対策事業についてであります。 
 近い将来、南海トラフ地震の発生が推測され、巨大地震による大きな被害が懸念されている

ところであります。こうしたことから国・県の防災計画の見直しに併せて本市においても昨年

７月から東海地震発生時の災害規模や被害想定、予防、応急計画など地域防災計画の全体的な

見直しを進めているところであります。 
 東日本大震災の教訓から自助・共助の重要性が指摘されており、自主防災組織、自主防災リー

ダーの育成・強化、地域防災力の向上を図り、災害時には迅速かつ的確な対応ができ、被害を



 １７ 

最小限に留められるよう防災・減災体制の充実・強化に取り組んでまいります。 
 次に、本庁舎耐震補強・改修事業についてであります。 
 政府の地震調査委員会によりますと、市役所付近で３０年以内に震度６弱以上の地震が発生

する確率は５３．４％と高く、災害発生時の防災拠点となる庁舎の早急な耐震補強が必要となっ

ております。そのため市民の皆さまが安全・安心に来庁でき、利用しやすい庁舎を目指し、平

成２５年度に本庁舎の耐震補強と設備改修工事を実施してまいります。 
 工事期間となる本年５月から１年間は総務部・経営政策部が分室で、産業観光部・建設部が

春日居仮庁舎での仮の執務となり、市民の皆さまにご不便をお掛けいたしますがご理解・ご協

力をお願いいたします。 
 なお、本庁舎の１階で行っている戸籍・住民票・国民健康保険・税務等、住民窓口系の業務

につきましては、本年５月から南館２階で執務を行ってまいります。 
 次に、交通安全対策事業についてであります。 
 交通事故発生件数や交通事故死亡者数は全国では減少しておりますが、山梨県においては増

加傾向にあります。また、交通事故死亡者数に占める高齢者の割合は、山梨県は昨年５０％と

高く、多くの尊い命が犠牲となっております。高齢者の交通事故防止を最重点目標とし、高齢

者の意識啓発や実践を伴う交通教室を関係機関・団体等と連携を図りながら開催し、安全・安

心なまちづくりを目指してまいります。 
 次に、消防救急無線デジタル化等整備事業についてであります。 
 この事業は電波法改正に伴い、現在使用している消防救急アナログ無線をデジタル化し、ま

た通信指令室も同時に高機能指令センターに更新するものであります。平成２５年度には実施

設計に着手し、平成２７年４月の運用開始を目指し事業を進めてまいります。 
 次に、消防施設整備管理事業についてです。 
 消防署出張所の耐震化については現在、市内の３出張所とも築４０年を経過し老朽化が進ん

でおりますので、近年懸念されている大規模災害時には拠点施設として有効利用できるよう、

高い耐震性能を備えた施設整備に向け取り組んでまいります。 
 次に、上水道事業についてです。 
 御坂浄水場・配水場の建設につきましては、昨年１１月に浄水場の造成工事に着手いたしま

した。この浄水場・配水場は広瀬ダムの水を水源とし、高度浄水処理の膜ろ過方式により１日

８千トンの水を浄水いたします。御坂地区の水不足解消をはじめ、石和および一宮地区の一部

にも配水を行うなど、より安全で安心な水道水の供給が可能な本市の基幹施設となります。引

き続き建設工事にも着手し、平成２６年３月の完成を目指して進めてまいります。 
 次に、ごみ減量化推進事業についてであります。 
 現在、生活系可燃ごみの５３％減量に向け取り組んでおり、これまでの減量率は約２８％で

あります。 
 今後も可燃ごみの減量を目指し、資源ごみの分別収集の徹底を重点課題として、地区説明会

や市内大型スーパーでの分別推進キャンペーンに取り組んでまいります。 
 また組成割合の高い生ごみの減量を促進するため、ＥＭぼかしの製造やダンボール箱、生ご

み堆肥づくり等の普及拡大を図り、市民みずからがごみの減量を意識し実践していただけるよ

う啓発活動に努めてまいります。 
 次に、地球温暖化防止対策事業についてであります。 
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 再生可能エネルギー普及への取り組みとして、住宅用太陽光発電システム設置に対する補助

金の交付や小学生を対象とした環境教育の実施、また地球温暖化防止の取り組みをさらに普及

拡大するため、市役所が率先して二酸化炭素の排出抑制を実践し、笛吹市地球温暖化対策実行

計画に基づく地球温暖化防止対策を推進してまいります。 
 次に、甲府・峡東地域ごみ処理施設整備事業についてであります。 
 平成２５年度には、埋蔵文化財調査や搬入道路の改良工事および中間処理施設の造成工事等

が予定されており、平成２９年度の供用開始に向け一部事務組合とともに着実な事業推進を図っ

てまいります。 
 次に、特定健診・特定保健指導事業についてであります。 
 国の医療制度改革により、生活習慣病の減少を目的に平成２０年度から特定健診・保健指導

の実施が義務付けられ、平成２５年度から始まる第２期計画では５年後の平成２９年度の目標

値として受診率６０％、保健指導実施率６０％が掲げられました。 
 今後もさらに医療機関との連携を密にし、健診受診率と保健指導率の向上に取り組んでまい

ります。 
 次に、健康づくりについてであります。 
 病気の早期発見や早期治療だけでなく、生活習慣を改善して一次予防、健康の保持増進に重

点を置いた施策を推進してまいります。 
 母子保健では任意の予防接種でありますロタウイルス、水ぼうそう、おたふくかぜのワクチ

ン接種につきまして、公費助成を平成２５年度より開始いたします。 
 成人保健では、生活習慣病予防への取り組みとして歯周病疾患検診の全額公費負担を継続し

てまいります。温泉活用健康づくり事業、シルバー体操指導員養成事業も引き続き実施してま

いります。 
 次に、子育て支援についてであります。 
 子どものすこやかな成長と子育て家庭の経済的負担の軽減を図るため、現行小学６年生まで

である子どもすこやか医療費助成金支給事業の助成対象年齢を本年４月より中学３年生までに

拡充いたします。 
 また、子育てと仕事の両立を支援するための病児・病後児保育事業の充実を図るほか、地域

での子育ての相談・支援を行う子育て支援センター事業、放課後児童健全育成事業など子育て

支援環境の充実に努めてまいります。 
 次に、保育所運営事業についてです。 
 安心して産み育てられる環境づくり構築のため、仕事と子育ての両立を支援し、安心して子

育てができるよう、時代に即した保護者のニーズを把握しながら、一時預かり保育や延長保育

など特別保育事業のさらなる充実と公立・民間保育所施設における児童の受け入れ体制の拡充

を図ってまいります。 
 芦川へき地保育所につきましては新聞報道にもありましたとおり、いくつかの課題はござい

ますが、芦川の地域活性化に取り組んでいる現状、保護者や地域からの強い要望などを総合的

に判断いたしまして、存続していくことを決定いたしました。市民の皆さまには、ご理解をよ

ろしくお願い申し上げます。 
 次に、介護保険事業についてであります。 
 第５期介護保険事業計画の中間年度にあたり、健全な介護保険事業の運営とともに市民の方々
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が住み慣れた地域で安心して介護サービスを受けられるよう、小規模多機能型居宅介護施設や

入所待機者解消に向けた小規模特別養護老人ホームおよび認知症対応型共同生活施設の地域密

着型サービス施設の整備に向け事業者を公募してまいります。 
 次に、高齢者福祉についてであります。 
 高齢化が一段と進む中、すべての高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できるよう、介護

予防事業・家族介護支援事業・高齢者社会活動支援事業・認知症予防活動等に積極的に取り組

んでまいります。 
 また、地域包括支援センターにおいては高齢者が在宅生活を続けられるよう、医療・介護の

包括的な支援体制の構築を進めてまいります。 
 社会福祉についてであります。 
 平成２５年度より地域主権一括法に伴い、社会福祉法人の許認可事務ならびに社会福祉法人

の指導監査事務に加え、行政処分に関する事務が権限委譲されます。現在、本市には１９の社

会福祉法人がございます。社会福祉法人の公益性に鑑み、監査指導の状況を市民の皆さまにお

伝えするとともに社会福祉の向上に努めてまいります。 
 次に、障がい者福祉についてであります。 
 平成２５年度より障害者自立支援法が障害者総合支援法に改正され、共生社会を実現するた

め、社会参加の機会の確保や社会的障壁の除去に資することを新たに法律理念とし、福祉サー

ビスの対象や障がいの多様な特性、心身の状態に対応した障害支援区分に改められることとなっ

ております。 
 制度改正への対応といたしまして利用者への周知、各種サービスの提供に努めるとともに利

用者の視点に立った事業推進を図り、障がい者の社会生活を支援してまいります。 
 次に、国民健康保険適正運営事業についてであります。 
 被保険者の高齢化や医療の高度化に伴う医療費の増大と景気の低迷による収納率の落ち込み

などにより、国民健康保険の財政運営は極めて厳しい状況にあります。こうしたことから国民

健康保険の健全な運営に向け、医療機関の適正受診、ジェネリック医薬品の普及、運動の進め

などによる医療費の抑制、さらに収納体制強化による収納率の向上等に努めてまいります。 
 続きまして、個性輝く人々が育ち活躍するまちづくりについてであります。 
 はじめに、笛吹市学校教育ビジョンの見直しについてであります。 
 平成２０年１０月に策定し、平成２１年度より運用を始めた学校教育ビジョンも５年目を迎

えることとなり、ここで見直す計画となっております。市内全小中学校で取り組んでいる「あ

いさつ・聞き方・言葉遣い運動」の展開、学力向上研究委員会の実践、さらに保幼小中高の連

携等、多くの成果を挙げてまいりました。 
 このビジョンは、本市の学校教育の今後５年間の基本となるものであります。これまでの成

果と課題をしっかり振り返ると同時に、今、学校が抱える諸課題の改善に向けた具体的な取り

組みも提示してまいりたいと考えております。 
 次に、教育施設の整備についてであります。 
 石和中学校校舎等の改築につきましては、平成２５年度から本格的に事業に着手いたします。

まず給食棟の改築を行い耐震化・ドライシステム化を図り、生徒がより充実した学校生活を送

ることができるよう、本事業を進めてまいります。 
 また、芦川小学校につきましては、平成２５年度に屋内運動場の改築を行ってまいります。
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さらには、浅川中学校校庭の散水施設整備やスコレーセンター図書館の空調設備整備等、教育

施設の整備を積極的に進めてまいります。 
 次に、国民文化祭事業についてであります。 
 第２８回国民文化祭・やまなし２０１３、冬のステージが本年１月１２日に開幕いたしまし

た。全国初の通年開催として、３０３日間の会期で県内各地において催されます。本市におき

ましても、独自事業として７月のいさわ鵜飼を皮切りに１０月、甲斐国千年の都の文化財巡り、

「いにしえの華・やまなしの縄文展」の３事業を行います。 
 また継続事業として１０月に「いのちのきずな 詩のきずな」をテーマに現代詩の祭典を、

さらに本市の国民文化祭を締めくくる事業として１１月に「見つけよう『四季の彩り』ようこ

そ蛇笏・龍太の里」へと題して文芸祭俳句大会を開催いたします。 
 次に、史跡整備事業についてであります。 
 本市には甲斐国分寺跡および甲斐国分尼寺跡をはじめ寺本廃寺跡、岡銚子塚古墳、竜塚古墳

など、国・県・市指定の史跡が数多くございます。史跡甲斐国分寺および同甲斐国分尼寺跡に

ついては、現在までに史跡指定地のうち、およそ７０％の公有化が進んでおります。また併せ

て主要建物跡部分の整備に向けた発掘調査も進み、多くの成果が得られております。 
 今年度はこれまでの成果をもとにどのように保存・整備し有効に活用していくのか、文化面

や観光面を含めて計画・実施していくための作業を市民の皆さまとともに進めてまいります。

また寺本廃寺跡や岡銚子塚古墳、竜塚古墳等につきましても同様に本市の貴重な宝であります

ので保存・活用に向けて検討してまいります。 
 続きまして、将来像実現に向けた取り組みについてであります。 
 はじめに、まちづくり推進事業についてであります。 
 市民の自主的な活動を支援するため、地域振興基金運用益を活用した地域振興促進助成事業、

市民ボランティア・ＮＰＯ助成事業の周知と活用を図ってまいります。 
 また地域づくりポータルサイト よっちゃばるネット笛吹やよっちゃばる通信による情報発

信、市民活動促進のためのワークショップや市民活動支援講座の開催、地域で活動する団体へ

の支援なども行い、市民・事業者・行政の協働による新しい公共の実現を目指してまいります。 
 次に、住基カードの普及促進事業についてであります。 
 住基カードの普及促進につきましては、平成２３年３月からコンビニエンス・ストアでの住

民票の写しや印鑑証明書の交付をスタートさせ、市民サービスの向上を図っております。 
 本年１月末現在の総交付枚数は２万２，７００枚、交付率は３１．８％となっています。住

基カードの発行手数料の無料化を１年延長するなど、今後も住基カードの取得しやすい環境づ

くりに努め、多目的利用なども検討してまいります。 
 次に、市税等徴収事業についてであります。 
 税負担の公平性を確保する観点から、差し押さえ等の滞納処分の強化や地方税法に基づく執

行停止処分に努めてまいりました。本市の徴収率は依然として低い状態にありますが、年々向

上の傾向にあり、平成２４年度は山梨県地方税滞納整理機構に２名の職員を併任派遣し、県税

事務所には１名を６カ月間派遣するなど、県と協力し滞納整理を実施いたしました。 
 本年度も昨年度と同様に派遣が実現できるよう体制を整え、引き続き県と共同して徴収率向

上と自主財源の確保に努めてまいります。 
 続きまして本日、提出させていただきました案件につきまして、ご説明申し上げます。 
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 提出させていただいた案件は条例案１４件、平成２４年度補正予算案１１件、平成２５年度

当初予算案１９件、指定管理者の指定案件８件など合わせて５５案件であります。主なるもの

につきまして、概略をご説明申し上げます。 
 まず、条例案についてご説明申し上げます。 
 はじめに、笛吹市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であ

ります。 
 地域主権一括法による河川法の一部改正に伴い、準用河川に係る河川管理施設等の構造の技

術的基準について定める必要があるため、条例を制定するものであります。 
 次の笛吹市道の構造基準等を定める条例の制定についても、地域主権一括法に伴い条例を制

定するものであります。 
 次の笛吹市移動円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例の制定について

も、同じく地域主権一括法に伴うものであります。 
 次に、笛吹市景観条例の制定についてであります。 
 笛吹市景観計画における景観施策を総合的に推進していくため、必要事項を定める必要があ

るため、条例を制定するものであります。 
 次の笛吹市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例の制

定についても、地域主権一括法に伴うものでございます。 
 次の笛吹市水道法施行条例の制定についても、同じく地域主権一括法に伴うものであります。 
 次に、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ついてであります。 
 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が施行されることに伴い、所要の改正を行うものであります。 
 次に、笛吹市職員給与条例の一部を改正する条例の一部改正についてであります。 
 一般職の国家公務員における経過措置額、いわゆる現給保障の廃止等に鑑み、所要の改正を

行うものであります。 
 次に、笛吹市手数料条例の一部改正についてであります。 
 住民基本台帳カードを普及促進するため、交付手数料の無料化を延長することとし、所要の

改正を行うものであります。 
 次に、笛吹市若者定住促進市単住宅条例の一部改正についてであります。 
 若者定住促進市単住宅の入居者の収入基準を定めるため、所要の改正を行うものであります。 
 次に、笛吹市道路法施行条例及び笛吹市公共物管理条例の一部改正についてであります。 
 道路法施行令の一部改正および山梨県道路法施行条例の一部改正に鑑み、道路の占用料およ

び公共物の使用料について、所要の改正を行うものであります。 
 次の笛吹市都市公園条例の一部改正についても、地域主権一括法に伴い所要の改正を行うも

のであります。 
 次の笛吹市下水道条例一部改正についても、同様に地域主権一括法に伴い所要の改正を行う

ものであります。 
 次に、笛吹市生涯学習コーディネーター条例及び笛吹市青少年育成コーディネーター条例の

一部改正についてであります。 
 生涯学習コーディネーターおよび青少年育成コーディネーターの任務形態の見直しに伴い、
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所要の改正を行うものであります。 
 続きまして、補正予算案につきまして概略をご説明申し上げます。 
 はじめに平成２４年度笛吹市一般会計補正予算（第８号）でありますが、既定の予算額に歳

入歳出それぞれ１億２千万円を追加し、総額を３３９億８千万円とするものであります。さら

に繰越明許費、債務負担行為および地方債の補正を行うものであります。 
 歳入の主なものにつきましては、国の補正に伴い地域経済活性化・雇用創出臨時交付金など

国庫支出金４億円を増額する一方、市債について１億４千万円、公共施設整備等基金など１億

５００万円、市税においてたばこ税１，８００万円をそれぞれ減額するものであります。 
 また、歳出の主なものにつきましては国の補正に伴い、２５年度に計画しておりました石和

温泉駅周辺整備事業や県営畑地帯総合整備事業の前倒しなどに対応するほか、多機能アリーナ

建設事業の中止による一般財源への振り替えや甲斐国分寺跡整備事業における補助金不適正執

行に伴う国県補助金の返還金などの追加、その他、バイオマスセンター建設事業の凍結や平成

２４年度各種事業確定に伴う減額が主な内容であります。 
 次に、特別会計の補正予算案であります。 
 国民健康保険特別会計、介護保険特別会計、介護サービス特別会計、後期高齢者医療特別会

計、公共下水道特別会計、農業集落排水特別会計、簡易水道特別会計、黒駒山恩賜県有財産保

護財産区管理会特別会計の８会計につきまして、合計で５，２００万円の減額を行うものであ

ります。 
 次に、公営企業会計の補正予算案であります。 
 笛吹市水道事業会計では収益的収入及び支出において４３０万円を減額し総額を１４億８千

万円に、資本的収入において１千万円を減額し総額を２１億８千万円に、資本的支出において

は１千万円を減額し総額を２７億２千万円とするものであります。 
 また笛吹市営春日居地区温泉給湯事業会計では、収益的収入及び支出において８０万円を追

加し、総額を６，７００万円とするものであります。 
 続きまして、平成２５年度当初予算案につきまして概略をご説明申し上げます。 
 平成２５年度当初予算につきましては、最小のコストで最大の効果を上げるという行政運営

の基本理念のもと、事業の有効性を厳しく見極める中、必要不可欠な事業に重点的に予算配分

を行ったところであります。 
 本市の当初予算の特徴といたしましては、新市の基盤整備を推進する中で、引き続き大型建

設事業費が増大しておりますが、多機能アリーナ建設中止やバイオマスセンター建設を凍結す

る一方、市民の生命・財産を守るため公共施設や通学路の安全対策、維持管理に配慮するとと

もに災害危険地域への防災行政無線戸別受信機の整備など、防災対策にも積極的に取り組んで

まいります。 
 また福祉・保健面では子育て支援として、子どもすこやか医療費助成事業の対象を中学生ま

で拡大したほか、医療費抑制の観点から、新たにロタウイルス、水ぼうそう、おたふくかぜの

予防接種への助成を他市に先駆け拡充したところであります。 
 さらに教育・文化面においては、子どもたちが安心して教育を受けることができるよう、石

和中学校校舎等改築事業など教育環境の整備を進めるとともに、開催中の国民文化祭において

市主催事業である俳句大会などの開催経費や全国高校総体への準備経費など、文化面における

ソフト事業においても重点配分したところであります。 
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 平成２５年度笛吹市一般会計予算でありますが、総額を３４１億円と定めるものであります。

前年度当初予算との比較では６．１％、１９億７千万円の増額となっており、これは石和温泉

駅周辺整備事業や本庁舎等耐震改修事業などの普通建設事業や御坂浄・配水場建設等に伴う水

道事業への出資など、投資的な事業や子どもすこやか医療費助成事業の拡充などによる増加が

主な要因であります。 
 歳入では市税が前年度比１．８％減の８４億７千万円、地方交付税９２億３千万円、国県支

出金６２億２千万円、地方債６６億８千万円などを見込む中で減債基金、公共施設整備等基金

などからの繰入金を１０億円としております。 
 また歳出では人件費、扶助費、公債費などの義務的経費が１４２億８千万円、投資的経費は

７２億５千万円となっております。 
 このうち主な事業予算として総務費の３８億４千万円は全般的な管理事務費、庁舎管理費、

電算システムの維持管理費などのほか、本庁舎等耐震改修事業として６億６千万円、参議院議

員選挙事務に３千万円を予定しております。 
 次に民生費の９８億７千万円は社会福祉費、児童福祉費、生活保護費などであり、このうち

子どもすこやか医療費助成事業は対象を中学３年生まで拡充し３億４千万円、児童手当１２億

５千万円、生活保護費１１億３千万円を予定しております。 
 次に衛生費の３２億２千万円は保健衛生費、環境衛生費、清掃費などであり、特に子どもの

予防接種事業においてはロタウイルス、水ぼうそう、おたふくかぜの３種を拡充し１億８千万

円、太陽光発電システム設置補助として３千万円を予定しております。 
 次に農林水産業費１４億３千万円は樹園地内の農道、水路改修など農業施設整備事業に４億

１千万円、県営畑地帯総合整備事業に１億８千万円、新規就農者支援事業に１千万円を予定し

ております。 
 商工費の３億４千万円は商工関係団体への補助事業３千万円、観光宣伝ならびに観光イベン

ト事業に１億１千万円、商工振興災害対策資金利子補給に３千万円を予定しております。 
 次に土木費６７億８千万円は道路河川の維持管理及び新設改良費、都市計画費などであり、

このうち橋梁長寿命化や通学路整備などの道路維持管理費に４億６千万円、道路新設改良費に

４億４千万円、境川中間処理施設取り付け道路整備事業に１０億円のほか砂原橋架替事業１１億

４００万円、八代ふるさと公園整備事業５千万円、石和温泉駅周辺整備事業に７億２千万円、

公共下水道特別会計への繰出金１７億７千万円を予定しております。 
 次に消防費の１２億８千万円は常備消防費９億２千万円、非常備消防費１億２千万円などで

消防救急無線デジタル化等整備事業２億４千万円や災害危険地域への防災無線戸別受信機設置

を予定しております。 
 次に教育費の２７億６千万円は、芦川小学校屋内運動場改築事業を含む小学校費に５億１千

万円、石和中学校校舎等改築事業を含む中学校費に７億５千万円、国民文化祭事業や平成２６年

度全国高校総体準備経費などを含む社会教育費および保健体育費に７億６千万円を予定してお

ります。 
 なお、公債費につきましては今までに借り入れを行いました地方債の元金及び利子の償還費

など４２億８千万円を予定しており、石和中学校校舎等改築事業については継続費として２カ

年の設定をしたものです。 
 そのほか芦川小学校屋内運動場改築事業など４件について債務負担行為を設定させていただ
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き、地方債については臨時財政対策債１５億７千万円、合併特例債４９億４千万円、過疎対策

事業債１億５千万円を予定し、地方債の借入限度額を６６億８千万円に定めるものであります。 
 次に笛吹市国民健康保険ほか、６特別会計の平成２５年度予算であります。 
 国民健康保険特別会計は総額を８６億１千万円、介護保険特別会計は総額を５３億１千万円、

介護サービス特別会計は総額を１，６００万円、後期高齢者医療特別会計は総額を１３億４千

万円、公共下水道特別会計は総額を３１億４千万円、農業集落排水特別会計は総額を４，７００万

円、簡易水道特別会計は総額を１，８００万円とするものであります。 
 黒駒山ほか８件の財産区特別会計につきましては、総額を４，３００万円とするものであり

ます。 
 平成２５年度笛吹市水道事業会計につきましては、収益的収入及び支出をそれぞれ１４億９千

万円、資本的収入を２８億１千万円、同支出を３３億円とするものであります。 
 平成２５年度笛吹市営春日居地区温泉給湯事業会計につきましては、収益的収入及び支出を

それぞれ６，７００万円、資本的支出を７００万円とするものであります。 
 続きまして、指定管理者の指定案件につきまして概略をご説明申し上げます。 
 公の施設に係る指定管理者の指定であります。 
 新規公募施設１施設、指定期間満了に伴う再公募施設１１施設、非公募８施設の合計２０施

設について、平成２５年４月以降の指定管理団体を指定するものであります。 
 これらの施設については公募などにより、あらかじめ指定管理者候補団体を選定しておりま

すので、市と候補団体との協定に基づき平成２５年度以降の管理を行わせるため、地方自治法

２４４条の２第６項の規定に基づき、ご議決をお願いするものであります。 
 その他の案件につきましては、その末尾に提案理由を付記しておりますので、それによりま

してご了承をお願いいたします。 
 以上、今定例会に上程いたしました案件につきまして、提案理由をご説明させていただきま

した。よろしくご審議の上、ご議決を賜りますようお願い申し上げます。よろしくどうぞお願

いいたします。 
 以上です。 

〇議長（前島敏彦君） 
 市長の説明が終わりました。 
 これより、議案第１号から議案第５５号までを一括議題として質疑を行います。 
 この際、申し上げます。 

 議案第１号から議案第５５号までは、所管の常任委員会に付託することになっておりますの

で、大綱的な質疑に留めたいと思います。 

 それでは、ただいまから大綱質疑の発言を許します。 

 質疑はありませんか。 

 （ な し ） 

 質疑を終結します。 

 ただいま議題になっております議案第１号から議案第５５号までの５５案件につきましては、

お手元に配布してあります議案付託表のとおり所管の常任委員会に付託をいたします。 
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〇議長（前島敏彦君） 

   日程第６０ 発議第１号を議題といたします。 

 提出者より提案理由の説明を求めます。 

 志村議員。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 それでは、説明を申し上げます。 

 発議第１号 

 平成２５年２月２２日 提出 

 笛吹市議会議長 前島敏彦殿 

提出者 

笛吹市議会議員 志村直毅 

賛同者 

笛吹市議会議員 北嶋恒男 

   〃    海野利比古 

 笛吹市議会政務調査費の交付に関する条例の一部改正について 

 笛吹市議会政務調査費の交付に関する条例の一部改正する条例を次のように定める。 

 内容につきましては、お手元の議案書のとおりでございます。 

 提案理由 

 地方自治法の一部改正する議会関係規定の一部が改正されたことに伴い、政務調査費の交付

に関して所要の改正を行う必要があるためでございます。 

 以上です。 

〇議長（前島敏彦君） 

 これより、発議第１号の質疑を行います。 

 質疑はありますか。 

 （ な し ） 

 質疑を終結します。 

 お諮りします。 

 本案件について、会議規則第３６条第３項の規定により委員会付託を省略したいと思います。 

 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。 

 よって、発議第１号は委員会付託を省略することに決定いたしました。 

 次に発議第１号の討論を行います。 

 まず、反対討論を許します。 

 １８番、渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 政務活動費の条例改正について、反対討論を行いたいと思います。 

 政務調査費については、全国都道府県議長会など３議長会が使途の拡大を求める一方、全国

で税金の使い方としてはふさわしくない支出事例が続発したことから、市民の見る目は極めて
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厳しいものがございます。 

 国会でも公明党の西議員の事実上、地方議員の第２の報酬となっているのではと批判されて

いる現状にお墨付きを与え、不適正な使い方を是認するための法改正だといった疑問をどのよ

うに払拭するのかという質問に対して、改正案提案者は政務活動費として使える範囲は条例で

定めるとしたところがポイントで、議会での審議、その審議の課程に対する住民の監視等によ

り適正な使途が決められると考えていると答えております。 

 執行部のお金の使い方は議会が監視します。しかし議会のお金の使い方を監視する仕組みは

ございません。ともすればお手盛りとの批判を受けるゆえんでございます。それ故に政務活動

費の使途範囲の拡大については、市民への周知を行った上で決められなくてはなりません。 

 笛吹市議会ではどうであったか。旧政務調査費の使途範囲については、市民への周知は不十

分でございましたが、繰り返し繰り返し議論し税金の使い方として不適切との批判を受けない

基準をつくってまいりました。 

 今回の使途基準の改定については、議長会の例示をそのまま引き写し、議論もまともに行う

ことはありませんでした。笛吹市議会が検討してつくってきた政務調査費の使途基準と、議長

会が例示した政務活動費の使途基準の比較検討も行っておりません。 

 笛吹市議会がこの間、行ってきた政務調査費の検討について、これをしっかりやってきたと

いう点について、誇りというものはないのかと私は指摘したいと思います。 

 日本共産党議員団は使途まで含め、一挙に改正することについては反対です。今議会で条例

改正する場合であっても、使途についてはしっかり議論し、市民に周知したのちに改正すべき

だと思います。 

 条例の中身については第１０条第２項、閲覧の請求は情報公開条例よりも請求できる方々が

狭く規定されております。情報公開条例と同じように何人も閲覧の請求ができるとすべきだと

考えます。 

 ２つ目に事務機器の購入など財産になるものについては会派の解散、分裂等に際し、どのよ

うに扱うかなど具体的な検討が必要なものもございます。これらもなんら検討がされていない

ということでございます。十分な検討ののちに使途を変更するならば変更するということが必

要ではないでしょうか。 

 これをもって、反対討論とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 

 ほかに討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結します。 

 発議第１号の採決を行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の方の起立を願います。 

 （ 起 立 多 数 ） 

 起立多数。 

 よって、発議第１号は原案のとおり可決されました。 

 以上で、本日の議事はすべて終了いたしました。 

 お諮りします。 

 週明け２５日は議案審査のため、休会といたしたいと思います。 



 ２７ 

 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。 

 よって、２５日は休会とすることに決定しました。 

 次の本会議は２月２６日、午前１０時から再開いたします。 

 本日は、これにて散会といたします。 

 大変ご苦労さまでした。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

散会  午後 ２時５３分 
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再開  午前１０時００分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（前島敏彦君） 

 改めまして、おはようございます。 
 ただいまの出席議員は２１名であります。 
 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 
 本日、傍聴と撮影の申請があり、これを許可しましたので報告いたします。 
 傍聴人に申し上げます。 
 傍聴人は議事について可否を表明し、または騒ぎ立てることは禁止されておりますので静粛

に願います。 
 また携帯電話の電源は切るか、マナーモードに設定していただくようお願い申し上げます。 
 なお、議長の命令に従わないときは、地方自治法の規定により退場を命じますので念のため

に申し添えます。 
 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりであります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（前島敏彦君） 
   日程第１ 「代表質問」を行います。 

 念のために申し上げます。 
 質問については申し合わせ事項を遵守され、簡単明瞭に願います。 
 なお、当局の答弁も質問者の趣旨を十分把握され、簡明率直にされまして議事進行にご協力

を願いたいと思います。 
 まず、笛新会の代表質問を行います。 
 北嶋恒男君。 

〇１１番議員（北嶋恒男君） 
 おはようございます。笛新会の北嶋恒男です。 
 私は笛新会を代表し、市政全般について質問させていただきます。 
 まずその前に感動した、うれしい話題を１つ申します。 
 スキージャンプ、ワールドカップ個人総合優勝の最年少記録をつくった高梨沙羅選手の活躍

にはほのぼのとした気分になりました。精悍な表情で前を見つめ、美しいフォームで滑空して

いく、貫禄すら漂うその姿はとても高校１年生の少女には見えません。来年のソチ五輪にまた

１つ、楽しみが出てきました。 
 その高梨選手と同じ北海道出身の倉嶋市長には就任して早３カ月余が経過しましたが、今日

まで大変な激務をこなされ、お元気でご活躍されていること誠にうれしく思います。倉嶋市長

には地元出身者ではないために、この峡東地域の政治風土や住民感情など地元の慣習には大な

り小なり戸惑われたことと思います。その上、周囲からはいわゆる箸の上げ下ろしまで世話を

焼かれながらも大きい懐で包み込み、いよいよ笛吹市の顔になりつつあると私は感じています。 
 倉嶋市長は若いころに旅行で訪れてから、ずっとこの桃源郷のイメージが強烈に忘れられな

かったと言われております。そして市長になって改めて認識したこととして、この笛吹市は四

季折々、彩りに満ちた風光明媚な地であること。人々に生業の憂いがなく、穏やかな笑顔を絶

やすことがないこと。静かではあるが活気があること。よそから見ると誠にうらやましいまち
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であり、住んでみたくなるまちですといつも語っております。 
 このように笛吹市が大好きな倉嶋市長ですので、笛吹市が発展することならなんでも聞く耳

を持ってくれると思います。職員にとっても根気よく働けばやりがいを感じて、新しい市政が

進められると思います。 
 最初からうまくいくことなんてありません。職員は伸び伸びと失敗を恐れずに新しいことに

挑戦し、いつでも夢のある笛吹市を市長と一心同体で頑張ってほしいと思います。それに負け

じと議会も対抗意識で政策立案、政策提言してまいります。 
 われわれ笛新会は８人の同志がまとまり、この夢のある笛吹市をつくっていくために何をし

ていったらよいかを常に考えながら行動する会派です。この仲間はいろいろな分野で専門的視

野を持っている者ばかりですので、いろいろな課題を討論するのが楽しみです。何度も討論を

重ねれば、だんだんと１つの方向が定まってまいります。いかに討論によって物事を決めると

いうことが重要なことであるかと痛感しております。 
 市民から頼られる議会にならなければ議員の価値はないでしょう。議会と行政がよく議論を

し、切磋琢磨しながら常に市民のためを思って公平・公正に透明性の高い市政運営を推進しな

ければなりません。今は夢のような話であっても、一歩一歩努力を重ねていけば何事も不可能

はないと思っていますので、よろしくお願いいたします。 
 さて、自民党政権になってアベノミクスとかいって経済政策を進めようとしておりますが、

これはご承知のようにケインズが提唱している経済政策だそうですが、分かりやすく言えば今、

日本は行き先の見えない経済、デフレの渦中にあって政府が考えることは政府が先導してお金

を使えば需要が生まれるので景気がよくなり、景気がよくなれば税収が増えるのでそのあとの

景気回復後に今度は増税して、政府が使ったお金を税金で回収するというものだそうですが、

うまくいくのも、いかないのも国民一人ひとりの努力が必要でありましょう。必ず明るい方向

に向かうことを期待しまして、以下、質問に入ります。 
 最初に笛吹市の財政問題について、お伺いいたします。 
 ２月１６日の山日新聞には２５年度予算が発表され、３４１億円で「過去最大の規模」とい

う見出しでありました。 
 そこで１としまして２５年度予算編成の中、重点施策についてですが、少子高齢化が進み社

会保障費をはじめ各種サービスの増加傾向の中、山積する諸課題に対してどのよう基本方針で

取り組まれるか、お伺いいたします。 
 ２としまして、過去の合併特例債事業の活用状況と今後の計画についてですが、過去８年間

の活用実績と残された２年間、延長５年間を含めましての活用計画、さらに特例期間終了後の

財政見通しについてお伺いいたします。 
 ３としまして総選挙後、打ち出されました緊急経済対策事業による本市の財政と経済効果に

ついてですが、１５カ月補正予算が組まれると思いますが公共事業については今後一定して、

毎年の事業を偏らずに維持していくためにどのような対応を図られるおつもりか。そして前倒

しはどの程度あるのか、お伺いいたします。 
 次に２番目の八千蔵・高家用地への新しい民活構想についてでありますが、今まで４市合同

で考えてきている現構想案であります災害廃棄物ストックヤードについて、私は批判するつも

りであります。このような構想にしては用地は狭いし、平らな面積を確保するには建設費も莫

大になり、非常に効率が悪く、また何よりも第一に考えなければならない周辺環境への影響、
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河川の水質問題等、大変問題がありと考えています。 
 そのような現実を鑑みて、なんとかほかの道を考えざるを得ません。そこで新たに笛新会と

して検討してみたいと考えていることがあります。地域の皆さんにできるだけ喜ばれて、経費

も少なくして自然の地形を最大限生かしてやっていける分野や農業しかないと判断して頭に浮

かべております。 
 その概要ですが、現地形を最大限生かせるように畑総事業を取り入れて、農道や区画整理を

施して整備をする。運営は農家の意向や農業法人などと連携し、笛吹市の特徴であります温泉、

農業、自然の景観などを重点にアピールできるような６次産業化も図って、特に首都圏居住者

には宿泊、滞在してもらえるような価値をつくっていくというものでございます。笛吹市の長

期ビジョンの１つとして進めていきたいと思うが、この八千蔵用地の将来構想をどう思うか、

お伺いいたします。 
 次に３番の障がい者、高齢者福祉については。３点について、お伺いいたします。 
 １としまして重度心身障害者医療費助成制度についてですが、この制度は発足まで２０年以

上も県議会や市議会に陳情を繰り返して、やっと横内県政発足と同時に事業化されたものであ

ります。 
 なぜ、この制度が必要なのかは、医療機関や市町村の手続きが煩雑であり、なお重度障害者

の年間所得水準が１００万円にも満たず、平均的な生活を営むのに困窮している状況を補うた

めにつくられた制度ですので、ぜひ現行のままで窓口無料化を維持してほしいと運動している

ものであります。市長の見解をお伺いいたします。また、もしこのまま無料化を廃止し、自動

償還払いになった場合は事務処理的に市の負担はどの程度、増えるのか。併せてお伺いいたし

ます。 
 ２番目としまして、笛吹市障害者福祉計画に掲げてあります内容ですが、障害者基幹相談支

援センターの設置を早急に要望するものです。 
 子どもから高齢者まで障がい者やその家族が増えていますので、正しい情報を早く得て、よ

りよい過ごし方ができるよう幅広い相談に対応できるワンストップ拠点として、センターの設

置は急務と考えます。いかがお考えでございましょうか。 
 ３としまして、以上のような上記の内容の基幹相談支援センターも含めまして、現在バラバ

ラの場所で行っているわけですが、市民にとっては非常に分かりにくいために、できれば１カ

所にまとめて障がい者、高齢者、また市民の皆さまの生涯学習や交流の場となるように新規に

総合福祉会館のようなものを造ったらどうかと考えますが、市長の見解をお伺いいたします。 
 次に４番の学校教育について、２点お伺いいたします。 
 １点目は、障がいのある児童生徒が地域の子どもたちと一緒に勉強できる機会を持ちたいと

いう希望が多くなっておることから、普通学級で学べる環境整備の現状はどうなっているのか。

また学校施設の環境は満たされているか。教師の専門性はいかばかりか。また、全校生徒の交

流する機会はどの程度あるのか、お伺いいたします。 
 ２点目はいつも話題になる体罰・いじめ撲滅への取り組みですが、その実態として学校と生

徒との信頼関係を損ないかねないために、実行していることは何かお伺いいたします。 
 次に５番としまして、国補事業へのチェック体制について。 
 先般の教育委員会関係での会計検査では大きな不正行為が分かりましたが、これは明らかに

上司の怠慢が否めず、十分組織が機能していなかったことが最大の問題だと思います。そこで
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以下の２点について、お伺いいたします。 
 １．現時点で会計検査対象の国補事業は笛吹市全部局でどのくらいあるか、お伺いいたしま

す。 
 ２としまして、これらの物件に対して役所内ではどのようにチェック対応しているのか。ま

た今後はどのように強化していく考えか、お伺いいたします。 
 次に６としまして、支所機能の充実に向けて支所長の権限についてお伺いいたします。 
 市民にとりましては、市制８年目でもまだまだ旧町村への愛着が強くあります。現在は本所

決裁が原則ということでありますが、内容によっては支所長決裁の予算枠があれば住民サービ

スもよくなって、支所の職員もより活発に動くこともできると思います。今後、検討・改善す

る意思があるかどうか、お伺いいたします。 
 最後に７としまして地区公民館、集会所の増改築等の必要性について、お伺いいたします。 
 地区公民館は地域のコミュニティ、防災拠点になくてはならない施設ですが、まだまだ不備

な建物が多くあります。今後、予算を継続的にとっていただいて、それぞれ地域の要望を直接

聞き取りして、順次改善する必要があると考えます。古い建物もありますので、特にトイレ問

題については高齢者には大変不満が出ていますので、まず第１に改善してほしいと思います。 
 以上、ご見解をお伺いいたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 当局の答弁を求めます。 
 市長、倉嶋清次君。 

〇市長（倉嶋清次君） 
 笛新会、北嶋恒男議員の代表質問にお答えします。 
 その前にうれしいお話として高梨沙羅選手の活躍のお話がございました。今朝の新聞では混

合団体戦で日本が金メダル、その中で高梨選手もまたも大活躍をしたと、こういう報道が出さ

れております。私も高梨選手の、また日本のジャンプ陣の今後のますますの活躍に心から期待

をするところでございます。 
 また北嶋議員からは北海道出身の私がこの桃源郷の風景に魅せられて、こちらにやってきた

というお話がございました。施政方針の中でも触れたつもりでございますけども、文字どおり

日本一、この笛吹市だけがと言っていいのではないでしょうか。桃源郷という言葉をしっかり

名乗ることのできる資格を持つ最有力のまちだというふうに思っております。 
 ぜひこの桃源郷という旗印を高く掲げて、今後のまちづくりを進めていきたいと考えており

ます。 
 それでは北嶋議員の代表質問、まず笛吹市の財政についてお答えを申し上げます。 
 はじめに、平成２５年度予算編成の重点施策についてであります。 
 北嶋議員のご質問のとおり、地方自治体の行政需要は年々高まるばかりであり、もろもろの

課題も山積している状況でございます。 
 本市としましては、普通交付税の優遇措置を受けることのできる期間もあと残り２年間とな

り、新市としての基盤基礎をしっかりと固めていかなければならない時期に入ったと認識して

いるところでございます。 
 そこで平成２５年度の予算編成方針としましては、大型普通建設事業を中心に、事業の有効

性を厳しく見極めた上で必要不可欠な事業に重点的に予算配分することを基本的な方針として
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編成作業を進めてまいりました。 
 当初予算の主な特徴および重点事項としましては多機能アリーナの建設中止、バイオマスセ

ンター建設事業を凍結とし、一方で新市の基盤整備として砂原橋架け替え事業、石和温泉駅周

辺整備事業等の大型建設事業につきましては必要性があると判断し、引き続き進めていくこと

としました。 
 また市民の生命・財産を守るための防災対策としまして、緊急時に災害対策拠点となる本庁

舎の耐震・改修事業、消防救急無線デジタル化等整備事業、ならびに災害危険地域への防災行

政無線、戸別受信機整備などにも積極的に取り組んでまいります。さらに笹子トンネル天井板

崩落事故を教訓としまして、公共施設や通学路の安全対策、維持管理面についても重点的に予

算措置をしております。 
 福祉・保健施策においては医療費抑制の観点から他市に先駆けてロタウイルス、おたふくか

ぜおよび水ぼうそうの予防接種を新たに助成項目として追加するとともに、子育て支援の追加

支援として子どもすこやか医療費助成事業を中学生までに拡大します。 
 教育・文化面においては、教育環境整備の一環としまして石和中学校校舎等改築事業を２カ

年の継続事業として実施するほか、スコレーセンターの大規模改修も行ってまいります。また

本年開催の国民文化祭における開催費用など、文化・スポーツにおけるソフト事業においても

重点配分をしております。 
 次に過去の合併特例債の活用状況と今後の計画についてでありますが、合併特例債は基金造

成を含めて多種多様な事業に活用しており、平成２３年度末までに総額１３８億７千万円を発

行しております。 
 平成２４年度には予算ベースで６１億６千万円を発行する予定であり、平成２５年度当初予

算においても４９億４千万円を歳入予算として計上しているところであります。 
 平成２６年度以降の合併特例債の計画としましては、発行期間が５年間延長となったことか

ら、現在策定中である総合計画の後期計画に沿った中で、財政計画策定立案時に再度事業を精

選したいと考えております。 
 次に緊急経済対策事業による本市の財政と経済効果についてでありますが、現在、国会で審

議中の平成２４年度補正予算に関わる概要は示されているところでありますが、特に地方自治

体には通称、地域の元気臨時交付金として１兆４千億円規模で配分され、地方の公共事業に充

当することとなっております。 
 しかしながら、本交付金については平成２４年度において前倒しして実施する国庫補助事業

費の地方負担分のうち、自治体の財政力に応じて約８割を交付することとなっておりますが、

各自治体の交付限度額など詳細な点については不明確な状況であります。 
 現在、国の計画によると交付金の交付限度額の決定、ならびに実施計画の提出時期は２５年

度に入ってからとされており、事業対象については建設地方債対象事業と限定されております。 
 今後とも国の情報に注視しつつ早い時期に事業選定を行い、交付金の有効活用を図るととも

に地域経済の活性化につなげたいと考えております。 
 なお、この補正に関わり３月補正に前倒して予算計上した事業は石和温泉駅周辺整備事業、

道路ストック点検および県営畑地帯総合整備事業など全部で６事業あり、前倒し分総額で６億

９，２００万円を計上しております。 
 続きまして、御坂町八千蔵・八代町高家用地への新しい民活構想についてお答えします。 



 ３６ 

 ４市で構成する八千蔵地域等対策協議会より、昨年１０月にごみ処理施設の建設予定地の変

更に伴う旧予定地の活用について、知事に要望書を提出したところでございます。現在、県に

おいて、第１に災害廃棄物ストックヤードの整備、第２に県施設等用地としての活用について

ご検討をいただいております。 
 このような状況から現段階での新たな活用については検討しておりませんが、北嶋議員ご提

案の本市の特長であります温泉・農業・自然資源の活用は重要課題と認識しておりますので、

貴重なご意見として参考にさせていただきたいと存じます。 
 今後は県からの回答に基づきまして、議会ならびに地域の皆さまへご説明をさせていただき、

ご意見を伺いたいと考えております。 
 続きまして障がい者、高齢者福祉についてお答えします。 
 はじめに、重度心身障害者医療費助成制度の窓口無料化の維持と自動償還払いに変更された

場合の市の負担についてでありますが、山梨県では平成２０年度より重度心身障害者医療費助

成制度の窓口無料を実施してまいりました。 
 重度心身障害者助成事業など、地方公共団体が実施する窓口無料化が国民健康保険財政に与

える影響に対し、国から交付金返還が求められる、いわゆるペナルティの金額が平成２３年度

には県全体で８億５千万円となっており、年々増加しております。 
 このことから山梨県では制度の趣旨を堅持しながらも、この経費を他の障害者福祉施策に生

かしていくための措置として、窓口無料の助成方式を自動償還方式に変更する提案がされてい

るところであります。 
 実施時期につきましては、全市町村の同意に至っていないことから未定となっております。 
 本市におきましては、平成２３年度のペナルティ分の金額は６，３００万円、うち３，１５０万

円が県補助金でありました。 
 窓口無料方式から自動償還方式への転換は、利用者である重度障害者やその家族の方々の負

担を一時的であれ増加させることになります。重度障害者の負担軽減のための医療費無料化制

度は重要でありますが、ペナルティにかかる経費を年々拡大する障がい者の施策、扶助費等の

財源に充当できることを考えると変更もやむを得ないものと考えます。 
 なお、自動償還払い方式が実施された場合の市の負担でありますが、システム改修等に関わ

ります経費が６００万円ほど見込まれ、変更後は国保連合会や医療機関等への事務負担金など

が毎年２，３００万円ほど見込まれております。 
 業務量としては更新時の振込先口座確認と低所得者貸付に関する事務、レセプト確認と本人

口座振り込み業務などの事務が増加します。 
 次に障害者基幹相談支援センターの設置についてでございますが、基幹相談支援センターは

地域の相談支援の拠点として、障がい者の総合的な相談業務や成年後見利用支援事業を実施す

ることとされております。また、地域の実情に応じて自立支援協議会の運営、虐待防止センター

の業務を行うことができるとされております。 
 本市では、障害者相談支援センターを市内２カ所の事業所に委託しております。そのうち笛

吹市社会福祉協議会に委託しております支援センターふえふきでは、地域自立支援協議会の運

営事務局を担当し、相談支援体制の強化を図っております。 
 基幹相談支援センターにつきましてはその必要性、形態も含め、地域自立支援協議会におい

て協議を継続してまいります。また、総合相談の視点では高齢者の総合相談窓口としての地域
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包括支援センターも設置しておりますので、今後の市の総合相談のあり方を見直す中で機能の

強化、統合も含めて検討してまいります。 
 次に障がい者、高齢者、市民の生涯学習、交流の場としての仮称、総合福祉会館整備につい

てであります。 
 市の公共施設には住民福祉の向上や健康の保持増進など、それぞれの目的により各地域に福

祉センターや保健福祉センターが設置されております。また、市民の生涯学習の場や社会教育

の増進の施設として、公民館条例に定められた施設などがあります。利用形態は社会情勢や時

代の変化に伴い複雑かつ多様化しており、市民ニーズや市民活動の利用に合わせ、公共施設の

あり方も見直す時期にきているのではないかと考えております。 
 ご質問の仮称、総合福祉会館の役割がワンストップ的な総合相談と生涯学習、交流の場とし

ての複合的な目的を持つものといたしますと総合相談のあり方や生涯学習拠点のあり方、交流

の場としての福祉センターの活用方法、地域の特性や規模に沿った施設のあり方等の課題があ

ると考えます。 
 なお、現在策定中の公共施設白書は、公共施設の再編整備と有効活用の契機になるものと考

えております。 
 続きまして、国補事業のチェック体制についてお答えします。 
 会計検査対象の国庫補助事業についてでありますが、平成２５年度一般会計当初予算におけ

る国庫補助対象事業につきましては社会資本整備総合交付金、障がい者地域生活支援事業費補

助金、道整備交付金など計３３事業で総額１５億７千万円、特別会計・企業会計では１２億３千

万円を見込んでおります。 
 国庫補助事業における取り組みにつきましては、関係法令や市の財務規則等に基づいた適正

な事業執行、会計処理に努めてきたところであります。しかし、甲斐国分寺跡等整備事業にお

ける不適切な事業執行により、市民の皆さまにご迷惑をお掛けすることになってしまいました。

この原因としては事務処理を担当者一人に任せきりにし、組織としてのチェック機能が働かな

かったことなどが挙げられます。 
 このような事態を二度と起こさないよう調査委員会を設置したところであり、事実確認、原

因究明、再発防止に徹底的に取り組み国庫補助事業のみならず、すべての事務事業の適正執行

に努めてまいります。 
 続きまして、支所機能の充実についてであります。 
 町村合併から８年が経過し、現在も行財政改革大綱により人員削減、組織機構の見直しを進

めているところであります。また今後、地域主権の流れの中で基礎自治体が行う仕事は質・量

ともにさらに多様化し、増大することが予想されます。 
 職員の減少と事務量の増大という相反する厳しい条件のもとで、行政サービスを維持・向上

させていくためには組織機構の再編、事務事業の見直しを進めていく必要があります。 
 合併以降、支所機能は縮小を続けてまいりましたが、地域づくりのために必要なもの、支所

に求められているものを見つめ直す中で、これからの支所のあり方について、支所の予算枠の

必要性等も含め検討してまいります。 
 続きまして地区公民館、集会所の増改築等の必要性についてでありますが、地区公民館等は

地域住民にとって身近な集会施設であり、地域の財産として行政区等が所有し、管理・運営を

行っているところであります。 
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 市内１３２行政区の公民館等の約半数は昭和５６年以前に建築され、老朽化が進み耐震性能

も十分ではないと思われます。市では地区公民館等の建て替え、ならびに下水道接続経費の一

部を補助金として平成１９年度から制度化し、国のコミュニティ助成金と併せて、これまで１２行

政区で活用していただいております。 
 施設の改修等については補助対象となっていないのが実情でありますが、地域コミュニティ、

防災上の拠点施設としての重要性は十分認識するところであり、国・県の動向を見ながら検討

させていただきたいと考えております。 
 以上、答弁といたします。 
 なお、学校教育についてのご質問につきましては教育長が答弁いたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 続いて、教育長より答弁を求めます。 
 教育長、坂本誠二郎君。 

〇教育長（坂本誠二郎君） 
 笛新会、北嶋恒男議員の代表質問、学校教育についてお答えいたします。 
 はじめに障がいのある児童生徒が普通学級で学べる環境整備についてでありますが、笛吹市

内の小中学校における特別支援学級入級者の数は平成２２年度１０７名、平成２３年度１０５名、

平成２４年度１１６名で推移してきております。 
 一方で普通学級に注意欠陥、多動性障害など発達障害のある児童生徒が６．５％在籍してい

ると推定されるとの文科省の調査結果もあり、実際に学校現場で担任教師一人では一斉授業を

展開することが困難な場合も出てきているのが現状であります。 
 さて北嶋議員のご質問についてでありますが、障がいのあるお子さんが普通学校に入学する

ことになった場合、そのお子さんが安全・安心に学校生活を送ることができるように、玄関や

トイレをバリアフリーに改修する等の教室環境の整備とともに、サポーターと呼ばれる介助員

を配置しており、障がいの状況に応じ学習理解がしやすいような教材教具を準備するなど、で

きる限りの対応をしているところでございます。 
 また、教職員の専門性を高めるために県教育委員会や市教育委員会は大学や特別支援学校の

先生を講師にした研修会の開催や、ふえふき教育相談室の相談員による事例研究会を行ってお

ります。さらに学校現場からの要請に応じ、県から専門家チームや巡回相談を依頼できる制度

もあり、積極的に利用しているところでもあります。 
 また市役所内においては保健福祉部と連携をとりながら、担当者によるケース会議を実施す

るなど、さまざまな角度から障がいのあるお子さんへの対応について研修しております。特別

支援学級の子どもたちには一人ひとりの障がいの状況に応じて、きめ細かな学習が行われてお

りますが、おおぜいの友達と交わることも大切であることから、給食や掃除等については同学

年の児童生徒と一緒に行動しております。また運動会や遠足、校外学習等についても共に活動

し、将来の自立や友だちとのつながりを大切にした生活を送っております。 
 次に体罰・いじめ撲滅へ今後どのように取り組んでいくかについてでありますが、体罰・い

じめはいかなる理由があろうとも絶対に許されることではありません。子どもたちの人権、人

間性を否定する暴力・いじめは決してあってはならず、教育の場である学校こそ子どもたちの

人権が守られなくてはなりません。これまで教育委員会では校長会等の機会を捉え、服務規律

の確保や体罰防止について指導を行うと同時に体罰・いじめ事件が報道されるたびに指導を徹
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底する通知も出してまいりました。体罰・いじめへの対応につきましては教職員と児童生徒、

学校と保護者との信頼関係づくりが最も大切であります。そのために学校は子どもの居場所の

ある学校・学級づくり、分かる授業づくり、楽しい学校づくりに努力しているところでありま

す。折しも来年度は、笛吹市学校教育ビジョンの見直しの作業が始まります。その見直しの中

で教職員一人ひとりの子どもの人権に対する意識改革をはじめ、多くの教育課題につきまして

どのように解決していったらよいのか、具体的な対応策を議論してまいります。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 再質問を行います。 
 北嶋恒男君。 

〇１１番議員（北嶋恒男君） 
 それでは１番のほうから順次、再質問をさせていただきます。 
 まず最初の財政問題の中で２番の特例債についてでございますが、特例債が５年間、延長に

なったわけですけども、当時は延長になってよかったなと思われたのはアリーナの事業だけだっ

たと私は思っております。今になってきますと他の事業も、余裕が出てまいりましたので砂原

橋の関連事業、当時は２６年度末には完成するという計画で進めておりました。そういったこ

とで、先ほどの市長のほうのご答弁の中で、５年間の延長、そういう余裕を持ちながらという

か、そういう計画もあるということですけども、このへんについて砂原橋の関連事業も含めま

して、この延長の理由とこれから実際の行程計画、現時点はどのようになっているかをお伺い

いたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、斉藤建設部長。 
〇建設部長（斉藤寿君） 

 北嶋議員の再質問の砂原橋の工事の工程はどうなっているかについて、お答えしたいと思い

ます。 
 当初の予定どおり平成２６年度の完成を目指して今現在、進んでいるところであります。工

事担当部局といたしましては、それに向かって努力していきたいというふうに考えております

のでよろしくお願いいたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 北嶋恒男君。 
〇１１番議員（北嶋恒男君） 

 分かりました。それは、では頑張っていただきたいと思います。 
 次に３番の緊急経済対策事業でございますが、これは補正でして１、２年の間に集中して、

また国庫の補助率も８割だというような有利な予算でありますけども、安倍政権もどんどん何

兆円も使えといって景気をよくしようということを言っているわけで、攻められているわけだ

と思いますが、実施する場所がたくさんあれば問題ないんですけども、笛吹市の公共事業の実

際はいかがか。前倒しをどんどんしてしまいますと、また来年度予算もまいりますので、あと

になってなくなってしまうということになりますと、企業のほうもいろいろの雇用の計画も立

たなくなるということもありますけども、そのへんはいかがでしょうか。 
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〇議長（前島敏彦君） 
 答弁を求めます。 
 成島財政課長。 

〇財政課長（成島敦志君） 
 経済対策に関わる今後の対応をというところでございますけども、今回１．３兆円というよ

うな国の緊急経済対策の中の通称、元気交付金といわれるものが対策としてとられるというこ

とでございますけども、今回、補正予算のほうには国のほうの国庫事業等を含めた中で、対応

できるものについて、まずはじめに申請をしていくという状況になっておりますけども、具体

的にまだ金額等が実際にどの程度、笛吹市になるのか、そのへんもまだ示されておりません。

これにつきましては答弁の中でも申し上げましたとおり、２５年度に入ってからそのへんの金

額、それから申請等に入っていくということで、できれば２５年度の予算の中で措置しており

ます部分につきましては、そこへ財源としてできるだけ充てていきたいというふうに考えてお

ります。 
 以上です。 

〇議長（前島敏彦君） 
 北嶋恒男君。 

〇１１番議員（北嶋恒男君） 
 たしかに急な話ですから、なかなか職員も少なくなっておりますし、ましてや企業のほうも

人員が削減してこういった状況の中ですので、なかなか下部のほうは思うようにはいかないと

思いますけども、そのへんが今も言いましたように笛吹市としても基本的な計画に沿って、あ

まり政府の言いなりにならないように私が言うわけではありませんが、そういうふうに思いま

す。 
 ２番目の八千蔵・高家用地への民活構想につきまして、今、市長のほうからもご答弁をいた

だきまして、こういった分野についてもまた並行しながら検討されるというお話でございまし

た。そんなことで農業は非常に見直されるといいますか、これからの成長産業だということで

過日、首相もそんなコメントを出しておりましたのでちょっと読ませてもらいますが、首相も

農業を成長産業にしていこうと表明をされました。従来の発想を超えた大胆な対策を講じてい

きたいと力説されました。そしてまた若い人たちに魅力的な分野にしていきたいと。農業と流

通、ＩＴ情報技術など多様な業種との事業提携を政府が後押しする考えを示しました。 
 農家の高齢化に伴って、耕作放棄地は増えるばかりです。そのような背景の中、積極的に検

討する必要があると思いますので、市長のほうからも担当職員にこういったことをぜひ、この

場所に限らず研究の指示を出してほしいなと思いますが、このような農業の今後の成長産業を

見越して、市としましてまた倉嶋市長の今までの経験から申しましていかがお考えか、見解を

述べていただきたい。農業につきましての、これからの将来計画につきまして。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を求めます。 
 倉嶋市長。 

〇市長（倉嶋清次君） 
 笛吹農業の活性化という括りはちょっと大きすぎますので、当面ちょっと１つ考えていると

いうか、ホットな話題ということで、いわゆる６次産業化、市として加工部門の評価、別の言
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葉で言えば川下へ手を伸ばすといいますか、そういったことで先週の土曜日にこういう方面で

活動しているＮＰＯ法人の、いわば発表会がございました。ブドウを乾燥させる。それをさら

にお菓子に作り変える。そういった地道な活動がしっかりと地域に根ざしているというふうに

感じまして、またそこには大手食品企業の方も見えておりました。こういった取り組みをぜひ

ビジネスにしたいと、このような意欲もお聞かせいただいたところでございます。 
 またおとといは、これもまたある場所で大学の先生とお話をする機会がございました。発酵

学の先生で、ぜひ桃を使った加工をやりたいので笛吹市の農業関係者の協力を得たいと、この

ようなうれしい話もございました。 
 地域の中ではかなり新しい動き、いわゆる６次産業化を目指す農業関係者、あるいは農業外

の関係者の動きが高まっている。さまざまな動きが出てきているということに大変心強く思っ

ているところでございます。 
 こうした動きを汲み上げ、結びつけて良い成果が上がりますように、私も先頭に立って努力

してまいりたいというふうに考えております。 
 答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 北嶋恒男君。 

〇１１番議員（北嶋恒男君） 
 どうもありがとうございました。本当に大変これから夢のある話で、また実現性のあるとい

うことで、われわれ会派のほうもいろいろなことを勉強しまして視察をしたりして、そしてま

たそういった農業の分野の活躍する場所を検討してまいりたいと思います。その節には、また

提言をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 
 次に障がい者、高齢者福祉についての再質問をさせていただきます。 
 １の重度心身障害者医療費助成制度についての再質問でございますが、市長のほうからの答

弁もいただきました。ただ全般的に市民や当事者、患者さんですね、その思いがほとんど感じ

られないようなものだったなというように思います。新聞等で報道されております償還払いあ

りきの貸付制度につきましては、医療機関で支払いをしても貸付制度でお金を借りても３割負

担を払うということには変わりありません。経済的な負担は重く圧し掛かってまいりまして、

県下で２万８千人もの重度障がい者が現在、苦しんでいるわけでございます。 
 県は財政負担が大きいというペナルティを課せられているという、このペナルティ自体が、

国の施策が非常に冷たい施策で、本来は山梨県の福祉の施策としては素晴らしい、一番の政策

だったんですけども、そういったことで財政的な負担が大変だということで、こんな形になっ

たわけですけども、そういったことを大きな理由にしまして障がい者に、その負担を押し付け

ていることであります。 
 各市町村もいろいろな事務的負担がかかるわけですけども、われわれ障がい者の団体の中へ

行きますと、市町村でもそういったことを一丸となって本来であれば元へ戻すということでもっ

て請願行動をしていくべきではないかということも言っておりますけども、なかなか市町村も

弱い立場ということで、そういうこともできなくて、このままの状態で進んでいるわけですけ

ども、そういうことにつきまして、今、当事者への思いが少ししか感じられなかったというこ

とですけども、市長のこのへんにつきましての見解をもう一度お願いしたいと思います。 
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〇議長（前島敏彦君） 
 答弁を求めます。 
 荻原保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（荻原明人君） 
 笛新会、北嶋恒男議員の再質問にお答えいたします。 
 重度医療費助成制度の窓口無料化の現状維持について、県に対しても要請をしていくべきと。

市としての考えをというご質問でありますが、重度心身障害者の医療費助成制度につきまして

は、県の単独事業といたしまして昭和５８年に創設されて以来、実施されております。そして

平成２０年度にはそれまでの長年の懸案でありました窓口無料化が実施され、いったん医療費

の立て替えをして領収書等を市町村に請求して、医療費の返還を受ける償還払いから窓口で支

払いの必要がない、窓口無料化方式になったという経過がございます。 
 山梨県が現在、変更を検討しております自動償還方式につきましては、毎回の受診時には医

療保険の自己負担分の支払いを行いますが、市町村への申請手続き、請求手続きをすることな

く、医療機関や国保連合会の協力を得ながら、あらかじめ市に登録されたご本人の口座へ窓口

で支払った分を自動的にお戻しをすると。自動償還をするというそういう方式でありまして、

保険診療分の医療費につきましては、最終的には無料化されるというものであります。 
 ペナルティ分につきましては、国へも従来から要望等をしてまいりましたけども、なかなか

現状では実現に至らないという状況でございます。本市といたしましては、今後も増大し続け

るペナルティ分の負担といったことを考えますと、まず医療費の実質無料化のほうを堅持する

ことが重要であると、優先であるというふうに考えております。 
 したがいまして、県が全市町村の同意のもとにこの実施方式の変更を行うということになっ

た場合には、やはり同意せざるを得ないものというふうに考えております。ご理解をお願いし

たいと思います。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 北嶋恒男君。 

〇１１番議員（北嶋恒男君） 
 了解いたしました。それでは、２についての再質問をさせていただきます。 
 障害者基幹相談支援センターの設置でございますが、現在、身体・精神の相談は社協の支援

センター笛吹で行っております。また知的障がい者につきましては、民間施設で相談事業を行っ

ております。もう１つ、発達障害を含めた障がい児への相談支援とか生活環境整備というもの

がバランス上、まだ必要だということで児童相談事業を新設して、トータル３事業でバランス

を保ってほしいという、家族会とかそういったところの要望がございます。そんなことで市と

しまして、そういった実施の予定はあるのか。また、いつごろからそういう計画をされますか

ということで、ご答弁をお願いしたいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を求めます。 
 荻原保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（荻原明人君） 
 北嶋恒男議員の再質問にお答えいたします。 
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 障がい者の相談支援体制の中で、児童相談事業の実施の予定はあるかどうかというご質問で

ありますが、地域自立支援協議会の児童部会というのがございまして、その中で実施いたしま

したアンケート調査によりますと、障がいをお持ちの子どもさん、障がい児の相談につきまし

ては保護者の方の多くがより身近な支援者ということでサービス事業者、通所サービスなんか

を受けているサービス事業者や通っている学校等に相談するケースが多く見られると、そうい

う実態がございます。 
 それから障がい児の相談支援体制につきましては、この平成２４年度からサービス利用計画

の作成というのが義務付けられまして、それと併せまして各事業者が基本的な相談業務も役割

を請け負っております。 
 今後、相談支援事業者の指定がますます進んでまいります。そうしますとサービス利用計画

の作成等も定着してまいりました。相談支援の窓口というのも拡大してまいりますので、障が

い児の相談支援の必要性というものは十分認識しております。 
 こうしたことから、障がい児の相談支援体制をどうするかということにつきましても今後の

課題でありまして、市長の答弁の中にもございましたように基幹相談支援センター、そういっ

たものを検討する中で、この障がい児の相談体制についても併せて検討をしていきたいという

ふうに考えております。 
 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 北嶋恒男君。 

〇１１番議員（北嶋恒男君） 
 どうぞよろしくお願いいたします。 
 それでは３につきまして総合福祉会館、仮称でございますが、要するにいわゆる福祉関係の

子どもから大人、ご老人、障がい者まですべての方が一堂に集える場所ということで、今まで

はアリーナの構想が出ておりました。そんなことでそういったこともできたわけですけども、

そういったことでそれが駄目になりましたので、総合福祉会館の構想について再度、質問させ

ていただきます。 
 今、支援センターとかそれぞれの場所で、それから民間の施設ということでやっているわけ

ですけども、できたらそれが一括、市民にそこへ行けばみんな相談できるんだよと。総合的に

できるというような施設が必要ではないかなということで、将来的な構想ですけども要望して

いるわけでございます。急速に進んでいます障がい者や超高齢化社会への備えに本市ではぜひ

設置してもらいたいと。 
 これは必ずしも新しいところに建設するんではなくて、幸いといいますか石和温泉街、そう

いったところで、今、石和温泉のホテルを一部改装して使えればということで買収をして、よ

ければそういったことも選択肢の中に入れてしていったらどうかなということで。とにかくこ

れは中心になる石和町の駅の周辺にぜひ、構想にしてもらえたらということでございます。 
 そういった夢の実現をしてほしいと思いますけども、再度このへんにつきましてご見解をい

ただきたいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を求めます。 
 荻原保健福祉部長。 
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〇保健福祉部長（荻原明人君） 
 北嶋恒男議員の再質問にお答えいたします。 
 総合福祉会館構想についてということでありますが、先ほどの市長の答弁にもございました

ように現在、策定中の公共施設白書を契機といたしまして、既存の施設の有効利用また目的整

理による利用の再構築、そういったことを検討してまいります。こういった中で検討していく

ものというふうに考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 北嶋恒男君。 

〇１１番議員（北嶋恒男君） 
 よろしくお願いいたします。 
 次に学校教育につきまして、再質問させていただきます。 
 今、教育長さんのほうから実態、素晴らしいいろいろの取り組みをされているお話をお聞き

しました。われわれの教育厚生常任委員会も先般、視察をさせていただいて石和西小のそういっ

た学童保育の施設とか学校の先生がどういう対応をされているか、マンツーマンの様子、それ

から中のバリアフリーの施設、説明を受けまして本当に感動をいたしました。普通学校へそう

いった子どもさんたちが増えてきたということは、むしろ私は喜ぶべきことだということで、

障がい者も健常者もみんな一体となって一緒に生活するというのが基本でありますので、大変

もろもろとうれしく思っているところであります。 
 １の再質問でございますが、全校の先生はいかに障がい児教育の意味を理解して子どもたち

に伝えていくかがこれから成熟した社会をつくっていく礎になると思っております。障がいを

持っても生きる力の火種をともすことを大事にして、教師は生きることを伝える哲学を持って

ほしいと思います。 
 以前にも質問しましたが、福祉講話を聞くとか車イス体験など、今かなり努力をして行って

いるように思います。大人になっても、一人ひとり会ってみますとやさしい心を持っているよ

うに思います。ですので小中学校のときの教育が一番肝心だなと思うので、さらに先生方には

福祉の心をいっぱい体験していただいて、子どもたちに実践してよい教育をしてほしいと思っ

ております。そんなちょっと偉そうなことを言いましたけども、それにつきましてご見解をお

願いしたいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を求めます。 
 答弁を、坂本教育長。 

〇教育長（坂本誠二郎君） 
 北嶋議員の再質問にお答えをいたします。 
 過日は今、お話がありましたように教育厚生常任委員会の議員の皆さん方には３つの学校と、

それから一宮の給食の共同調理場を視察していただきまして、学校現場の校長はもとより職員

も大変喜んでおりました。改めまして、ここでお礼を申し上げます。ありがとうございました。 
 今の北嶋議員の再質問でございますが、各学校には特別支援教育コーディネーターという担

当がおりまして、その担当が例えば本市におきましては、特に笛吹教育相談室との連携等を密

にしながら各学校で教育活動を展開しております。また各校にはどこの学校にも、すでに車イ
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ス等が体験用に用意をしてございまして、子どもたちがいろんな機会に障がいのある子どもた

ちと一緒に生活していくために、自分たちも身をもって体験していくというふうな活動もして

おりますし、あるいは盲導犬等に触れる機会等を設けながら実際にお話を聞くというふうなこ

ともしておりまして、今後ますますそういう体験等を増やしていきたいというふうに思ってお

ります。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 北嶋恒男君。 

〇１１番議員（北嶋恒男君） 
 先般、学校の施設の勉強の状況を見させていただいたわけですけども、例えば全校生徒の交

流を図る意味で子どもたちの遠足とか修学旅行とかあるわけですけども、そういったときには

その子どもさんたちは全校生徒と行動を一緒にされるのか。それとも独自のそういった行事を

されるのか、ちょっとお伺いします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を求めます。 
 坂本教育長。 

〇教育長（坂本誠二郎君） 
 北嶋議員の質問にお答えいたします。 
 校外学習等におきましては、できるだけ今まで私の把握している範囲では修学旅行あるいは

遠足、自然教室等に障がいのある子どもが参加できなかった、しなかったということは聞いて

おりません。先ほど申し上げましたようにサポーター等を含めて、できるだけ引率をしてそう

いった活動に参加をしていけるような体制をとっているところでございます。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 北嶋恒男君。 

〇１１番議員（北嶋恒男君） 
 大変、素晴らしいことだと思います。 
 それでは２番目の体罰・いじめ撲滅への取り組みでございますが１つ、先般、日本教育新聞

というのを読んでおりまして、いじめ撲滅へ生徒会が集会を開いているという事例がありまし

た。それを読んでみまして大変、感動いたしまして、ちょっと概要を読ませて、時間がありま

すのでいたしたいと思いますけども。 
 神奈川県の秦野市市立南中学校、５１５人の生徒の中学校のことでございますけども、学校

からいじめをなくすために、毎年生徒会主催のいじめ防止集会とか、命の大切さを学ぶ福祉講

習会などを行っているということなんですけども、その学校の例ですが、当時はいじめは非常

に日常化していたと。生徒へのアンケートをしましたら全体の半数でいじめなどで苦痛を感じ

ていたと。そこで米山校長先生が赴任していったわけです。そんなことで、その学校は転校や

不登校があったと。しかし当事者はいじめをしているという意識が非常に希薄で、教職員もい

じめ等は認識していないことが分かったと。そのため、これまでの行為がどれだけ相手を傷つ

けてきたのかを丁寧に説明をして理解をさせたと。そんなことがありまして、これ以降、教職

員の意識が変わって、生徒との関わりが変化したと。 
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 次の年度ではいじめで苦痛を感じている割合が６割程度に激減したと。校長は教職員にしつ

こいくらいに子どもに関われと指示を出していたそうです。そしていじめを見つけた場合は絶

対にそのままにしてはならない。いじめをゼロにすることはできないが、解決を１００％にす

ることはできると繰り返して語りかけているそうです。しつこい関わりによって生徒と教職員

の間に信頼関係が生まれて、教職員の怒鳴り声も聞く場面がなくなったという話でございます。 
 また同校では年間を通して命の尊さ、思いやりの大切さなどを学ぶ取り組みを展開している

ということでして、なかなか生徒が率先してそういった集会を開いたということも素晴らしい

ことだと思います。そうすれば、普段簡単に友だち同士ですから言葉を交わしているけども、

中には傷ついている言葉もあると思うんですね。そういったことをみんなで話し合いをして、

そういったことを言ってはいけなかったのかなということをみんな自覚しだしたということで、

もう激減したという話でございますけども。 
 こんなような展開、事例がありますけども、これについてまた教育長さん、ご感想をお願い

したいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を求めます。 
 坂本教育長。 

〇教育長（坂本誠二郎君） 
 私もその新聞の記事を読ませていただきまして大変感動をしたと言いますか、本市の学校現

場にも生かしていくことができたらというふうに思っております。また本市におきましてもい

ろんな学校でいじめ、あるいは体罰をなくしていくということで、生徒会、児童会では宣言を

したり、また過日ある中学校におきましては、全教職員が子どもの人権を守るための宣言とい

うことで、全教職員で確認をし合い、それを通信として各家庭に配布したという事例もござい

まして、今まで以上にいじめや体罰につきましては学校現場で絶対に起きてはならない、起こ

してはならないという姿勢で取り組んでいくと同時に、児童生徒に対しても世の中は一人で生

きていくわけではありませんので、集団生活や共同生活を通す中で一人ひとりを大切にしてい

くということを道徳あるいは特活等々を含めて、全教育課程の中で浸透させていきたいという

ふうに考えております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 北嶋恒男君。 

〇１１番議員（北嶋恒男君） 
 どうもありがとうございました。 
 それではもう１つ、一部、これも障がいと捉えられるかもしれませんけども、児童生徒の食

物アレルギーに対する学校給食の対応について、お伺いしたいと思います。 
 先日、私、テレビの特集を見ていまして、小さい子どもさんの食物アレルギーについての放

送がありました。子どもたちもアレルギーの友だちに対して、和気あいあいとしながら、食べ

る物が違っても食べ物の大切さを子ども同士が理解し合って、私はこれは食べられないけども

というようなことを言いながら、楽しく食事をしているところを見ました。これは素晴らしい

食育教育になっているなということで、そこの校長先生も非常に子どもたちがそういった食べ

るという、食事というものに対してすごく教育になっているということを申しておりましたけ
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ども、笛吹市の学校ではどういうようにこの食物アレルギーに対して対応をされているのか、

お伺いをしたいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を求めます。 
 答弁を、仲澤教育部長。 

〇教育部長（仲澤和朗君） 
 北嶋議員の再質問でございますけども、食物アレルギーについての対応でございますけども、

議員おっしゃるように昨年１２月ですか、都内において、食物アレルギーにより児童が亡くな

るという悲しい事故が起きました。実態といたしましては、笛吹市内におきましては生徒数の

５％、約３００名ぐらいが食物アレルギーという報告がされております。 
 それにつきましては、入学時に保健手帳というようなものが提出されますので、それに保護

者から内容を書き込んでいただいて把握していただき、また家庭訪問時におきましては保護者

との確認事項ということの中で、それぞれの児童に対する報告をいただいております。 
 そういったところで約５％、３００名の児童生徒がおるわけでございますけども、起因しま

す食物といいますと、ちなみに話させていただきますと卵、乳製品、それからエビとかソバと

かピーナッツ、中には果物というようなお子さんもいるようでございます。当然でございます

けども、それにつきましての対応といたしましては、栄養士のほうでそういった食材につきま

しては、食材の中に入れないと。献立表に入れないとか当然、本人も承知してございますから、

本人が食べないということもございます。それから除去食といいまして、その材料は除く。給

食の中から除くといったようなことも対応させていただいています。なおかつ保護者に献立表

を配布いたしまして、必要に応じては子どもたちに合った食べ物を持たせるというような対応

をされております。 
 いずれにいたしまして学校では、特に症状の大きな児童生徒につきましては、全教職員が情

報を共有しております。そんなことで、もしものときにはそんな対応をさせていただいている

といったことで学校全部で、また栄養士みずからの栄養指導を行っております。 
 以上で答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 北嶋恒男君。 

〇１１番議員（北嶋恒男君） 
 どうもありがとうございました。 
 それでは最後に支所機能の充実ということで、先ほど市長のほうから本所集中の機能に傾い

ているわけですけども、よく実態を調査して、そしてまた市民の要望等に鑑みながら検討もし

てまいるということ。そしてまた、先ほど言いました支所の予算的なものですか、ある程度、

地域で考えて使える予算というようなことも検討されるということでありまして、やはり大き

な市は別としまして、こういった昔からの町村の合併からつながっているものでして、地元へ

住んでいる、大体、高齢化社会になってまいりまして、なかなか本所といっても行きづらいと

いうこともありますし、ましてや今回は耐震化の工事でいろいろ部署があちらこちらになって

おりまして、しばらくは集中的に施設ができないわけですから、そういったことを考えまして、

ぜひこの支所の機能といいますか、地域の人が寄ってもらえるような市役所にしていただくた

めに、ぜひ力になっていただきたいなと思っておりますけども。もう一度、市長の先ほどちょっ
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と、もう一度詳しくよろしいですか。どのようなご検討をされるのか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を求めます。 
 答弁を、山下総務部長。 

〇総務部長（山下真弥君） 
 北嶋議員の再質問、支所機能の充実、支所のあり方等についての再質問にお答えいたします。 
 市長の答弁にもありましたとおり、合併以降、支所の縮小が続いてきました。組織としても

４つの部署があったものが１つの課、あるいは２つの課になっていたり、職員数も１０名前後

というようなところになってきております。 
 あと支所としての役割を考える上で、建物の耐震化ということも考えなければならないとい

う時期にきております。境川それから春日居、芦川と、このへんが耐震化が済んでおりません。 
 答弁の中にもありましたように公共施設の白書が秋、１１月ごろ完成をいたします。この白

書に基づきまして、今後、支所を含めた建物のあり方、それから建物だけではなくて、機能の

あり方、これについても十分、市民の皆さま、議員の皆さまのご意見を伺いながら、ちょっと

時間をかけて、じっくり検討していかなければならない時期かなというふうに考えております。 
 ３０年後４０年後を見通した上で財政状況も考えた上で、施設のあり方、機能のあり方を検

討していく。その中に本当に市民の皆さまが立ち寄りやすい、親しみやすい支所の機能はどう

あるべきなのかということを重点的に検討していくということになろうかと思います。 
 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 北嶋恒男君。 

〇１１番議員（北嶋恒男君） 
 ありがとうございました。 
 たしかにこういった施設を、先日、秦野市ですね、そこで公共施設の話を聞きました。そう

いったことに鑑みまして、笛吹市でもどういうような適正な施設が妥当かというようなことを

ぜひ検討していただいて、素晴らしい笛吹市の運営ができますようにご期待したいと思います。

どうもありがとうございました。 
 以上です。 

〇議長（前島敏彦君） 
 倉嶋市長。 

〇市長（倉嶋清次君） 
 ただいまの北嶋議員の質問に対する答弁の中で、数字を間違えて答弁いたしましたのでお詫

びをして訂正をさせていただきます。 
 最初の１番目の笛吹市の財政についての中で、２番目に過去の合併特例債の活用状況と今後

の計画についてというご質問に対する答弁の中で、合併特例債について平成２３年度末までの

発行総額を１３１億７千万円とすべきところを１３８億７千万円と答弁をいたしました。正し

くは平成２３年度末までに総額１３１億７千万円を発行しておりますというのが正しい答弁で

ございます。お詫びして訂正をいたします。申し訳ありませんでした。 
〇議長（前島敏彦君） 

 以上で、笛新会の代表質問を終わります。 
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 次に、笛政クラブの代表質問を行います。 
 上野稔君。 

〇１７番議員（上野稔君） 
 笛政クラブの上野稔でございます。 
 議長の許可をいただきましたので、笛政クラブを代表して今議会に提案されました平成２５年

度当初予算案、ならびに市政全般について通告に基づき質問をいたします。 
 国においても政権が替わり、平成２５年度予算案に対する実質審議がなされておりますが、

急激な円安と株高が進行する中で矢継ぎ早に各種施策が打ち出されております。アベノミクス

が流行り言葉のように連日、耳にしますが、決して実態経済が浮揚したのではなく、あくまで

も期待感の表れに過ぎず、百の議論よりも目に見えた明らかな政策的効果が求められ、地方へ

の速やかな波及と国によるマクロ、ミクロ経済に連動した自治体の施策が大きく求められてお

ります。 
 さて、倉嶋市長におかれましても初めての当初予算編成を迎え、その動向と指導力、施策実

現力に対して市民も極めて高い関心を持っております。 
 すなわち合併８年を経過し、十分な市政分析のもと総合計画を頂点に、達成された事柄、未

達成の事柄、新たな問題解決が必要になった事柄、そして地域経済の活性化や多様化した市民

生活の充足のため、何を変えて何を発展させていくのか、しっかりと市民へも議会へもその考

えを提示し、説明することが重要であります。 
 しかし残念ながらその骨格、目指すべき全体像が市民や議会に伝わっているとは言いがたく、

市民ミーティングにおいても大型建設事業に対しても、その他、市政全般に対しての方向性を

十分に示されておらず、今後、市民や議会の意見を聞きながらというフレーズが多用されてお

りました。 
 十分に時間をかけて議論すべき施策、速やかに効果を求められる施策、新年度予算に対しメ

リハリのついた、言い換えれば時系列に優先順位が付けられた分かりやすい説明が本定例会に

は必要であろうと思います。 
 笛政クラブとしましても、地域経済の活性化が市民生活の充足につながるという理念のもと、

昨年末に新年度に向けての要望も提出させていただきましたが、市政の基本方針について以下、

市長の考えを伺います。 
 はじめに平成２５年度当初予算案の編成および重点的な市政展開の方針について、お尋ねし

ます。 
 まず２５年度予算編成において、重点を置いた主な施策、事業、特筆すべきポイントについ

て伺います。 
 次に第１次総合計画について、２５年度は後期基本計画の期間のスタートとなり、これまで

の取り組みを徹底的に検証し、次につなげる必要がありますが、検証と課題分析をどのように

なされているのか、お示しください。また、それを受けて２５年度事業にどのように反映して

いくのかもお聞かせください。 
 次に合併のメリットでもある合併特例債について、その運用は慎重を期さなければなりませ

んが、必要な事業には確実に活用されなければならず、発行期限５年延長に関わり必要となる

手続きおよび今後の活用方針は、どのように考えているのかを伺います。 
 そして木を見て森を見ずにならぬよう、財政計画と整合性のある行財政改革に２５年度はど
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のように取り組まれているのか、お聞かせください。さらに市民と議会の意見を聞くという市

長のキーワード、中小零細企業が大半を占める本市において経済が低迷し、商工業者も大変厳

しい状況が続く中、市民生活全般にわたり不安や不満が高まっている状況にあって、多くの市

民の声をどのように市政に反映させていくのでしょうか、お伺いいたします。 
 続いて観光、農業、市内産業の振興施策についてお尋ねします。 
 ２５年度当初予算編成にあたって本市の有する地域資源を最大限に生かし、観光と農業を中

心とした市内産業の振興による地域経済の活性化を促進し、市民生活の安定と次代の担い手を

育む教育の充実とともに、官民の協働によるバランスの取れた本市のまちづくりを推進するた

めに笛政クラブが政策提案した項目に沿って伺います。 
 まもなく東日本大震災から２年となりますが、本市を取り巻く経済状況は一層厳しさを増し、

とりわけ昨年末の中央道笹子トンネル天井板崩落事故は観光・商工業をはじめ、市内経済に著

しい影響をもたらしました。まずは新年度予算編成にあたって市独自の市内産業、事業者への

経営支援策は盛り込まれているのか伺います。 
 次に市長は就任以来、地域経済の底上げ、石和温泉郷・春日居温泉郷の活性化、にぎわいを

取り戻すと明言してきていますが、それを具現化する観光施策とはどのようなものでしょうか、

お聞かせください。 
 次にそれに関連して、本市の交流人口の具体的な増加策と、それに伴う地域経済への波及効

果をお示しください。 
 次に温泉、文化財、地域資源を生かした通年型の振興策は新年度予算に反映されているので

しょうか、伺います。 
 そして桃・ぶどう生産量日本一の郷の農業を振興し、発展させていくためにどのようなビジョ

ンをお持ちでしょうか。特に１０年後２０年後の本市農業を見据えた、長期的な取り組みの具

体策をお聞かせください。 
 続いて、合併特例債を活用した大型事業についてお尋ねします。 
 市内７会場での市民ミーティングを経て、５大事業に対するさまざまな市民からの意見や提

案が出されました。多様な市民の意見や中止・凍結とした事業への対応等について伺います。 
 まず老若男女が利用する公共的な交通機関の施設である石和温泉駅について、市長の認識は

市民ミーティングでの説明などを聞く限り、その対応は「従来からの要望がある」「事業は止

められないがコストダウンに努める」といったもので、いささか消極的な印象を感じます。 
 笛政クラブでは、石和温泉駅舎および周辺整備事業について、石和温泉駅は笛吹市の鉄道の

玄関口であるとともに鉄道は旅客物資の輸送、観光やビジネスの移動手段として、さらには通

勤、通学、通院などの幅広いニーズにも応える市民の日常生活を支える重要な交通手段と考え

ております。 
 したがって、観光振興や市民生活の利便性向上のためにもこの機会を好機と捉え、積極的な

活用策を練るとともに、ＪＲとの前向きかつ建設的な協議が不可欠であろうかと思います。そ

こで現在までの進捗状況と構内エスカレーターの設置の取り組みの状況について、お聞かせく

ださい。また駅舎整備後、駅関連の市施設のランニングコストはどれくらいとなるのか、試算

の状況をお示しください。 
 次にバイオマスセンター建設事業について、現在は事業を停止・凍結している状態にあり、

将来の笛吹市の重要なアクセス道路でもある砂原橋架け替え事業への影響が懸念されますが、
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その対応はいかがなされるのでしょうか、伺います。 
 次に多機能アリーナは、本市のスポーツと文化の振興に寄与する拠点的施設としての整備目

的もあったわけですが、これを中止したことによるスポーツや文化の振興策として多機能アリー

ナ整備に替わり得る施策はどのようなものを考えているのか、お聞きします。また、地元住民

や関係地権者への説明など、事後対応の現状についてもお聞かせください。 
 続いて高齢者、若年層、障がい者施策について、お尋ねします。 
 近い将来に想定される東海地震、さらに東南海・南海連動型地震への備えとともに災害への

対応は万全を期す必要があり、みずからの身はみずから守る、自助を基本とし行政などによる

公助の施策も充実させていかなければなりません。しかし地域には老若男女さまざまな市民が

おり、介助や介護が必要な家族など共助によって被害を軽減することも重要です。 
 まず本市の災害時要援護者支援登録事業について、現状と課題について伺います。 
 次に災害時要援護者や高齢者、障がい者とその家族や関係者も含めた実効性のある訓練など

の対応が必要と考えますが、地域防災計画の見直しおよび具体的な施策として対応する考えが

あるのか、お尋ねします。 
 次に本市が合併して８年経ち９年目に入りましたが、８年後の平成３３年には人口が７万人

を割り、６５歳以上の人口は２万人を突破して高齢化率は２９．７％となることが市の高齢者

福祉計画でも示されております。そこで市長の高齢者福祉の考え方について、ご所見を伺いま

す。 
 次に子どもの医療費の助成年齢を４月から中学３年生まで引き上げることとなり、子育て支

援策の充実として評価しております。一方で財政的な面からは、適正な受診を徹底する必要も

あると考えます。これに対する具体的な取り組みについて、お聞かせください。 
 最後に、補助金事業に対する対応について質問いたします。 
 まず、甲斐国分寺跡等整備事業に関する実地検査によって、会計検査院から国・県補助金の

返還を求められることとなった事案について、４年間にわたる事業の執行ならびに発覚から会

見、調査委員会設置に至るまでの経過について、市および市教委の対応に問題はなかったのか

伺います。また今後の対応として、事業の考え方について見解をお聞かせください。 
 以上、代表質問といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 ここで、いったん暫時休憩といたします。 
 当局の答弁は再開後の１時３０分からとさせていただきます。 

休憩  午前１１時４６分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 １時２８分 
〇議長（前島敏彦君） 

 再開いたします。 
 先ほどの笛政クラブの代表質問、上野議員に対する当局の答弁を求めます。 
 市長、倉嶋清次君。 

〇市長（倉嶋清次君） 
 笛政クラブ、上野稔議員の代表質問にお答えします。 
 はじめに当初予算で重点を置いた主要な施策事業はとのご質問でありますが、当初予算にお
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ける主要施策ならびに重点事項についてご説明申し上げます。 
 多機能アリーナの建設中止、バイオマスセンター建設事業を凍結する一方で、新市の基盤整

備として必要性のある砂原橋架け替え事業、石和温泉駅周辺整備事業等の大型建設事業を引き

続き進めてまいります。 
 また、市民の生命財産を守るための防災対策としまして、緊急時に災害対策拠点となる本庁

舎の耐震改修事業と消防救急無線デジタル化等整備事業、ならびに災害危険地域への防災行政

無線戸別受信機整備などにも積極的に取り組んでまいります。さらに笹子トンネル天井板崩落

事故を教訓として公共施設や通学路の安全対策、維持管理面についても重点的に予算措置をし

ております。 
 福祉・保健施策では医療費抑制の観点から他市に先駆けロタウイルス、おたふくかぜおよび

水ぼうそうの予防接種を新たに助成項目として追加するとともに、子育て支援の追加支援とし

て、子どもすこやか医療費助成事業を中学生までに拡充します。 
 教育・文化面においては、教育環境整備の一環としまして石和中学校校舎等改築事業を２カ

年の継続事業として実施するほか、スコレーセンターの大規模改修も行ってまいります。また

本年開催の国民文化祭における開催費用など、文化・スポーツにおけるソフト事業においても

重点配分いたしました。 
 次に、総合計画の検証と課題の分析結果および２５年度の重点的な取り組みについてであり

ます。 
 ご承知のとおり、第一次笛吹市総合計画の後期基本計画期間については平成２５年度よりス

タートし基本構想実現を目指し、より具体的な施策の展開が望まれています。前期基本計画の

検証および現状と課題を整理し、後期基本計画における基本方針について庁内後期基本計画策

定本部において素案をまとめ、市民ワークショップのご意見をいただく中で原案づくりを進め

ております。 
 検証および現状と課題については施策ごとに成果指標について振り返り、環境の変化を踏ま

えた中で総括を行い、総合計画審議会にお示ししてありますが、現在は後期計画の基本方針に

ついて再度、煮詰めている段階であります。 
 本年４月の後期基本計画期間のスタートには若干間に合わないと思われますが、今後、総合

計画審議会、地域審議会、市議会の皆さまのご意見をいただく中で後期基本計画の策定を進め

てまいります。 
 当面、平成２５年度の重点的な取り組みにつきましては、施政方針の中でお示ししました「観

光、農業を中心に地域経済を活性化し、にぎわいのまちをつくる」「災害に強い安全・安心の

まちづくり」「安心して生き生きと暮らせ、住みたくなるまちづくり」「文化を育みスポーツを

楽しむ環境と魅力ある学校づくり」、そして「親しみやすく機能的な市役所と安定した行財政

基盤づくり」の５つを重点的な施策として取り組んでまいります。 
 次に、合併特例債の発行期限の延長手続きと今後の活用方針についてであります。 
 昨年、合併特例法の改正により合併特例債の発行期限が５年間延長されました。法律は改正

されておりますが、平成２７年度以降においても合併特例債を活用するためには、現状の新市

建設計画を修正しなければなりません。 
 平成２６年度以降の合併特例債の活用方針としましては、現在策定中である総合計画の後期

計画に沿った中で中長期財政計画策定時に再度、実施事業を精選したいと考えております。 
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 次に、行財政改革への取り組み方針についてであります。 
 現在、平成２５年度までの５年間を計画期間とした第２次行財政改革大綱における具体的な

改革項目について、検証を行っております。 
 平成２５年度は第３次行財政改革大綱の策定に着手するとともに、効果的・効率的な事業執

行と大胆な経費削減に取り組み、安定した財政基盤の構築に向けた行財政改革を断行していく

必要があると考えております。 
 次に、多くの市民の声をどのように市政に反映していくかについてでございます。 
 昨年暮れの総選挙において政権交代が行われ、自民党政権による緊急経済対策が実施されま

した。これらの政策により株価の上昇など景気回復への兆しはあるものの、国民生活全体の改

善には時間が必要と感じております。 
 先般、実施いたしました市民ミーティングにおきましても、市民の皆さまから多くの声をい

ただいたところですが、こうした声を聞くことが私の選挙時からの公約であり、市政運営に臨

んでの基本姿勢でありますので、いただいたご意見・ご要望につきましては十分検討する中で

議会にも提示し、共に協議し反映できるものについては反映してまいりたいと考えています。 
 続きまして、観光・農業・市内産業の振興施策についてお答えします。 
 はじめに新年度予算に市内産業、事業者への経営支援策が盛り込まれているかについてであ

ります。 
 国内の経済情勢は、政権交代を機に輸出関連事業など一部上昇傾向にあるとの報道があるも

のの、笛吹市の観光関連事業者および商工業事業者を取り巻く環境は３．１１の震災以後、厳

しい状況に拍車がかかっております。 
 このような状況下、市では一昨年、独自の商工振興災害資金融資枠を１５億円設け、震災の

影響により業績が悪化した事業所が無利子・無担保に相当する条件で、必要に応じて金融機関

から融資を受けられる事業を行いました。 
 平成２５年度には昨年度に引き続きこの制度を利用した事業者に対し、利子支払い相当額全

額を補助し、事業者の経営支援を行ってまいります。 
 また、今なお地方の経済情勢の先行きが見えない状況下において、融資を望む事業者に対し

ては比較的融資審査条件の緩い小口融資資金制度を紹介し、申請受付窓口に商工会も加えて審

査期間を短縮するなど、融資を迅速に受けられる仕組みづくりを行っていくとともに、融資を

受けた事業者に対して一定の利子および保証金相当額の補助を行ってまいります。 
 また市内に立地している企業に対しては積極的に企業訪問を行い、行政に対する要望や行政

が協力できることを把握し対応していく、地元企業を大切にする取り組みを行ってまいります。 
 次に地域経済の底上げ、石和温泉郷の活性化、それを具現化する観光施策はのご質問です。 
 本年は山梨県で国民文化祭が開催され、富士山の世界遺産登録も期待されるなど、山梨にとっ

ては観光客に訪れていただける絶好の機会であると捉えております。 
 市では国文祭の夏ステージの事業として、笛吹川石和鵜飼を１カ月の長期にわたり開催し、

誘客を図ってまいります。さらに富士山の世界遺産登録がなされることを想定し、笛吹市と富

士河口湖町や富士山をつなぐメニューづくりに取り組んでまいります。 
 また、四季を通じて観光客を誘客することが市の観光推進の課題であり、各観光関連団体と

協力しながら、通年のイベントはもちろんのこと新たな取り組みや笛吹市の温泉街の理想の姿

等についても、市民の皆さまの声をお聞きしながら検討してまいります。温泉郷の活性化には
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構成している観光関連組織の活性化が求められます。このため、市から関連団体へ交付する補

助金については、今までの組織運営への充当から、団体みずから観光客を誘客する取り組みに

利用してもらえるよう、使用内容についても限定する方法への変更を考えております。 
 さらには宣伝活動にも工夫を凝らし、新聞・雑誌への掲載はもちろんのこと電車の中刷り広

告、大手観光インターネットサイト等を利用してのＰＲ活動や、本市の観光に特化したふえふ

き観光ナビのさらなる充実にも努めてまいります。 
 次に交流人口の具体的な増加策と、それに伴う地域経済への普及効果はについてであります。 
 成熟社会の到来とともに、観光の形態は従来の集団・物見遊山型の観光から個人型・体験学

習型・交流型へと変貌しつつあります。特に体験学習型観光などは、新たな観光形態として農

林産物の生産工程での参加や収穫、そば打ち体験、ワイン作りなどの観光ツールを確立し、交

流人口の増加の一翼を担っております。また、訪日外国人や学習旅行で本市を訪れる旅行者と

児童生徒との交流も積極的に行っております。 
 今後は、笛吹市の多くに点在している文化財の研究ツアーやトレッキングなど四季を通じて

本市の魅力を発信し、多くの観光客が滞在することのできるメニューを多岐にわたり紹介して

いく必要があると考えます。また滞在型交流を促進するため、観光客への市公共施設の積極的

な利用を可能にしていくための取り組みを拡大させ、スポーツ交流や合宿、ゼミの開催等が容

易にできる環境づくりも検討してまいります。 
 交流人口の増大は観光のみならず幅広い業種の活性化につながり、消費の拡大や地域経済の

需要の増加に大きく貢献していくものであると考えます。 
 次に温泉、文化財、地域資源を活用した通年型の振興策は新年度予算に反映されているのか

についてでありますが、四季を通じて多くの観光客が訪れる通年型観光を確立するためには、

文化財や地域の資源など季節を問わず利用できる素材を発掘し、それを活用した取り組みを行

なっていく必要があります。 
 その上で四季折々、笛吹市の素晴らしい資源を最も映える季節に発信できるよう、その季節

に応じて多彩なイベントを開催するための予算や、各種観光団体が適切な時期に観光活動がで

きるための補助金等も含めた予算付けをしております。 
 また笛吹市にある旬の魅力資源を楽しんでいただくため、石和温泉郷から出発する「笛吹旬

の魅力体験バス」の４月から１０月までの運行内容や２月から３月のハウス桃宴やイチゴ狩り

を含めた通年型の着地型旅行を紹介する予算も新年度に盛り込んでいるところでございます。 
 次に農業を振興し、発展させていくためのビジョンについてでありますが、笛吹市は桃・ぶ

どう日本一の郷を誇っております。しかし耕作放棄地の拡大、鳥獣被害の増加、農産物の価格

低迷など多くの課題があり、特に農業従事者の高齢化に伴う後継者不足は産地を維持していく

上で大きな課題となっております。長期的な取り組みを行う上で、担い手対策が非常に重要だ

と考えております。 
 本市では、平成２２年度から３０歳未満の後継者を対象に新規就農農業後継者支援制度を、

４５歳までのＩターンの新規就農者に１００万円、Ｕターンの新規就農者に対し５０万円をそ

れぞれ２年間支援する新規就農者支援制度を定め、担い手の育成を図ってまいりました。 
 また、ＪＡふえふきの営農支援センターや農業技術向上を図る援農支援センター等との連携

を行いながら、専業農家における農繁期の労働力不足の解消のため、援農者の育成を行ってお

り、農家の経営支援を図っております。 



 ５５ 

 今後は、中期的な構想である笛吹市農業振興ビジョンの策定や長期的な農業経営基盤の強化

の促進に関する基本的な構想に基づき、関係機関等との連携をとりながら取り組みを進めてま

いります。 
 続きまして、合併特例債を活用した大型事業についてお答えします。 
 はじめに、石和温泉駅周辺整備事業についてであります。 
 石和温泉駅は本市の鉄道の玄関口であり、市民や観光客が日々おおぜい利用する重要な交通

拠点であります。本事業は現在の駅に不足しているバリアフリー機能を拡充するのみならず、

南北自由通路や駅舎の建設により温泉市街地の再生と魅力の向上、さらには地域の活性化に欠

かすことのできないものであると捉えております。 
 しかしながら、事業の推進にあたっては多額の経費が掛かることから、過日より副市長が国

土交通省やＪＲ八王子支社を訪問し交渉を重ねておりますが、今後もコスト縮減や市民の声を

できるだけ事業に反映する意識を持ちつつ粘り強く交渉し、市民とともに全国に誇れる石和温

泉駅周辺の活性化に取り組んでまいりたいと考えております。 
 ご質問の事業の進捗状況についてですが、南北自由通路および駅舎建設は現在ＪＲにおいて

実施設計を継続しており、３月末を目途に完成する予定になっております。 
 設計内容につきましては駅の施設として標準的な仕様となるよう、また国が定めた要綱に則

り適正な費用負担となるよう、ＪＲとの協議を重ねております。 
 また、駅北口広場整備につきましてはおおむね上下水道管の敷設を終え、現在、国道１４０号

から石和第５保育所横までの区間のアクセス道路工事を進めているところであり、４月ごろに

は完成する予定となっております。 
 次に構内のエスカレーターにつきましては、ＪＲが管理すべきエリアであることから当然、

維持管理費はＪＲが負担すべきであると考えております。しかしながら、ＪＲでは設置費用や

維持管理費のすべてを市が負担するならば、設置の可否について検討するとの方針を示してお

ります。 
 今後もＪＲの方針に変化がなければ、本事業において構内にエスカレーターを設置すること

は困難であると捉えております。 
 最後に市施設のランニングコストにつきましては、南北自由通路およびそれに付随する市が

管理する施設の清掃費、改札外側のエレベーター、南口のエスカレーターおよびトイレの維持

管理費、光熱水費等を合計し、おおむね年間２千万円と試算しております。 
 次にバイオマスセンター建設事業についてでありますが、バイオマスセンター建設につきま

しては、現在事業をいったん凍結しております。今まで行った市民ミーティングや地元である

石和町砂原区、八代町増田区との意見交換会などのご意見を参考に今後できるだけ早急に検討

組織等を設置し、市民の皆さまの協力体制や費用対効果等も考え、結論を出したいと考えてお

ります。砂原橋架け替え事業への影響につきましても、重複している地権者の方もおられるこ

とから極力、事業進捗に影響のないよう進めてまいります。 
 また農地管理の影響も考えると、センター建設についてはできるだけ早い時期に方向性を示

し、地権者の皆さまのご理解とご協力をお願いしたいと考えております。 
 次に多機能アリーナについてでありますが、現段階ではこれに代わる施策等については考え

ておりません。しかしながら、文化やスポーツの振興がいかに大切であるかは十分認識してい

るところであり、今後も市民の皆さまのご意見を伺うとともに市民目線での検討を重ね、継続



 ５６ 

して振興に努めてまいります。 
 また、現在までの権利者の方々などへの説明につきましては、昨年１２月と本年１月に２回

の説明会を開催させていただき、その中で多岐にわたるご質問やご意見をいただいております。 
 今後も皆さま方にご理解いただけるよう、説明会などを重ねてまいります。 
 続きまして高齢者・若年層・障がい者施策について、お答えいたします。 
 はじめに災害時要援護者支援登録事業についてでありますが、災害時要援護者の登録人数は

１月２５日現在５６４名となっており、行政区や民生委員の皆さま、社会福祉協議会などの協

力をいただきながら、名簿の更新やいざというときに備えた取り組みをしております。 
 この事業の課題としましては、まず災害発生時に支援が必要と考えられる方で登録をされて

いない方がまだ少なからずいることであります。課題の２つ目は、この制度が災害時に実効性

のあるシステムとして機能するかということであります。言うまでもなく、登録して台帳を作

成すれば終わりではなく、そこをスタートとして実践的な訓練を重ね、災害時に要援護者の避

難誘導、救助ができるようにしなければなりません。 
 これらの課題解決のために、区長会や民生委員会での説明会を実施するとともに総合防災訓

練の中でも要援護者の救援避難訓練に取り組んでまいりましたが、抜本的な見直しも含め、な

お一層の取り組みが必要であると考えております。 
 次に実効性のある訓練などが必要と考えるが、具体的な施策などで対応する考えはについて

でありますが、この登録事業を災害時に本当に機能する仕組みにすることは被災者を一人でも

少なくするために非常に重要な課題であります。 
 一部の自主防災組織ではありますが、要援護者宅を記入した防災マップを作成し、情報を共

有化する中で避難誘導、救助訓練をしております。また、政府は市町村に名簿作成と自主防災

組織、民生委員、消防機関などへの情報提供を義務付ける方針を固めたという新聞報道もあり

ます。これらを踏まえて要援護者支援者登録の推進、災害時に実践的に機能する仕組みづくり

とそのための訓練を検討するとともに、その活動の母体となります自主防災組織の強化策につ

いても研究してまいります。 
 次に高齢者福祉の考え方はについてでありますが、平成２４年３月に策定いたしましたふえ

ふきいきいきプランの将来推計において、ご指摘のとおり平成３３年の高齢化率を２９．７％

と予測しております。 
 超高齢化社会が到来することを踏まえ、このプランの基本理念であります高齢者が元気に活

躍するまち、高齢者が安心して生活できるまち、高齢者が互いに支え合うまちという長期的な

将来像の実現に向け、着実に進めてまいりたいと考えております。そのためにいきいきプラン

の中に高齢者福祉計画を策定しており、高齢者の生きがいづくりの支援や就労への支援、安全・

安心の確保、認知症高齢者に対する支援、介護サービスの充実等、具体的に施策の方向を示し、

各種福祉事業を介護保険制度と連携を図り進めてまいります。 
 今後は計画に基づき進めていくことはもとより、高齢者の福祉や介護に対するニーズが多様

化している現状を踏まえ、法に基づき３年ごとに計画の見直しを行い、急速に進行している高

齢化社会に対応してまいります。 
 次に子どもの医療費の助成年齢拡大に伴い、適正受診への具体的な取り組みはについてであ

ります。本市では子ども医療費助成制度において、平成２３年度より対象年齢を小学校６年生

までに拡大し、さらに平成２５年度より対象年齢を中学校３年生までに拡大実施いたします。 
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 これに伴い現在、新規対象者であります新中学２年生および新３年生の保護者に対し申請書

および受給者証の送付準備を進めております。年齢拡大を実施した平成２３年度の実績につき

ましては受診件数が１２万８４８件、扶助費総額は２億１，５００万円で受診件数、扶助費と

もに年齢拡大に伴う増加見込みよりもさらに約１０％の増加が見られました。 
 この増加には一部ではありますが、医療機関での必要以上の多受診や本来、重症患者を対象

としている救急外来を利用しての夜間や休日受診などのいわゆるコンビニ受診があり、窓口無

料化により安易に受給者証を利用することなどが含まれていることも要因として考えられ、こ

うしたことから適正受診の周知徹底を図ってまいりました。 
 今回の年齢拡大に伴いましても同様と考えられますので、このような多受診やコンビニ受診

を控えていただき、制度を有効利用していただくことが重要と考えております。 
 以上のことから、適正受診をさらに徹底するための具体的な取り組みといたしまして、市の

広報紙やホームページ等による啓発を行うとともに、市医師会をはじめ市内小中学校および保

育所関係者等にもご協力をお願いし、周知徹底を図ってまいります。さらに請求内容の分析な

どによる医療費請求の適正化も併せて行い、医療費の抑制につなげてまいりたいと考えており

ます。 
 以上、答弁といたします。 
 なお、補助金事業に対する対応についてのご質問につきましては、教育長より答弁させてい

ただきます。 
〇議長（前島敏彦君） 

 続いて、教育長より答弁を求めます。 
 教育長、坂本誠二郎君。 

〇教育長（坂本誠二郎君） 
 答弁に先立ちまして、まずもってお詫びを申し上げます。 
 このたび史跡甲斐国分寺跡、同尼寺跡の史跡地買い上げの国庫補助事業におきまして、平成

２０年度から２３年度にわたり不適正な執行がございました。昨秋の会計検査院の実地検査、

文化庁の調査で確認され、多額の返還金を生じる事態を招きました。市民、県民、関係者の皆

さまに多大なご迷惑をお掛けすることとなり、深くお詫び申し上げます。誠に申し訳ございま

せんでした。 
 さて笛政クラブ、上野稔議員の代表質問、補助金事業に対する対応についてお答えいたしま

す。 
 はじめにこれまでの経過について、市および市教委の対応に問題はなかったかでありますが、

史跡甲斐国分寺跡、同尼寺跡の史跡地買い上げは昭和５８年度から史跡を保護し、歴史公園や

憩いの場として整備することを目的に国・県の補助金を受けて実施してまいりました。 
 今回、指摘を受けました事業は平成２０年度から２３年度にかけて実施しました史跡地買い

上げに際し、住宅や果樹などの撤去が事業期間内に完了しなかったにもかかわらず、完了した

ものとして補償費を支払い、国には虚偽の写真を使用して実績報告書を提出してきたものであ

ります。４年間で２０筆の土地を買い上げ、うち１４筆で不適正な執行がございました。 
 これらの不適正執行が判明いたしましたのは、平成２４年１０月の会計検査院による実地検

査においてでありますが、１１月には文化庁の調査もございました。そののち県教育委員会を

通じて会計検査院、文化庁から書類提出等の指示が何度かあり、県教育委員会からも各種の情
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報を提供するよう指示がございました。 
 国は提出された書類により事業内容の確認や補助金額の検証を行い、平成２５年１月２２日

に県教育委員会を通じて国が不適正執行と判断した案件と、それに伴う返還金が市教育委員会

に知らされたところであります。 
 市教育委員会では、この事案につきまして内容を精査し確認した上で早急に市議会に報告し

たのちに公表することといたしましたが、２月６日、山梨日日新聞に記事が掲載されたため、

同日、記者会見を開かせていただきました。議会につきましてはご報告する時間がなく、２月

１２日の全員協議会において報告させていただいたところであります。 
 市では今回の事態を受けて調査委員会を設置し、原因究明と再発防止策の検討を開始したと

ころであります。 
 次に今後の対応と事業の考え方について見解はでありますが、史跡甲斐国分寺跡、尼寺跡は

笛吹市民のみならず国民の共有財産であると同時に、観光面においても本市の重要な資源であ

りますので、整備を継続して実施してまいりたいと考えております。 
 史跡地の買い上げは７割以上完了していますので、現在できる範囲での活用を考え、説明板

の設置、トイレの整備、草花の植栽などを進めているところであります。 
 最終的には史跡地すべてを買い上げ、歴史学習・憩いの場などとして整備することになりま

すが、専門家の意見や市民の声を聞きながら、よりよい整備計画をつくりあげたいと考えてお

ります。 
 残りの３割の史跡地を買い上げるためには国・県の補助が必要となりますので、早期にまた

交付を受けられるよう誠意をもって文化庁、県教育委員会との意思疎通を図りつつ、今後は先

進地の視察や整備事例の収集と研究を進め、本格的な整備に備えてまいります。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 再質問を行います。 
 上野稔君。 

〇１７番議員（上野稔君） 
 細かな答弁、ありがとうございました。 
 それでは、いくつか再質問させていただきます。 
 まず最初に２５年度当初予算の関係でありますが、国の補正予算、新年度予算編成において

新規の施策にさまざまな補助金が予定されているようですが、確実に情報収集し必要な予算を

獲得する具体策をお聞きします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を求めます。 
 答弁を、成島財政課長。 

〇財政課長（成島敦志君） 
 国の補正予算に絡んで２５年度予算の中で確実な執行をしていくと、どのような方策をもっ

てそのへんを獲得するかというところでございますけども、まだ実際、国のほうから、その国

の補正予算に対します具体的な金額等は出ていないところでございます。これにつきましては

２５年、本年の４月、５月ぐらいには元気交付金と言われるものの金額、交付金の額というも

のが示されることになっております。すでに今回の補正予算の中で、国からこの点につきまし
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ては、その元気交付金としての交付金の中での対応ができるということで、補正予算に盛りま

した６事業につきましては、すでに３月補正の中へ盛り込んだ次第でございますけども、なか

なか、その全体の総額というものがまだ示されていないところでございますので、それにつき

ましては、その財源的なものが決まり次第、取り組んでまいりたいと。 
 ただし、その元気交付金の取り扱いにつきましては、それをもってすべて新たな事業に取り

込むということではなくて、２５年度の中ですでに予定しております建設事業関係について重

点的にそこに配分していきたいと。財源として配分したいというふうに考えております。 
 以上で答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 上野稔君。 

〇１７番議員（上野稔君） 
 それでは、総合計画の実施計画についてお尋ねいたします。 
 状況も大きく変化し目標数値と大きく乖離している施設、施策事業がいくつか見受けられて

おります。これらに対してどのように軌道修正し、実施計画を補完すべき関係法令の整備も必

要と思われますが、それらについて具体策を伺います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、風間経営政策部長。 
〇経営政策部長（風間和仁君） 

 総合計画の状況でございますが、後期基本計画につきましては全員協議会で説明をさせてい

ただいておりますように多少の遅れが出ております。その中で総合計画につきましては実施計

画、その下に施策評価、施策がございます。その施策につきまして、特に今回のアリーナにつ

きましては中止ということが出ましたので、それについてはやらないということになります。

また後期基本計画を作成するにあたりまして、それぞれの施策がございます。特に実施計画の

中で３．１１の東日本大震災を受ける中で２４年度の実施計画でございます、２４年、２５年、

２６年、その中で総務部におきましては新たに４本の新規事業が挙げられております。それは

防災体制整備事業、本庁舎耐震改修事業、南館改修事業等でございます。そういった中で、総

合計画の中へ反映するということで、今回、予算の中へ計上させていただいておりますが、庁

舎の耐震補強、それから被災を受けやすいところに対して、特に芦川でございますが、芦川の

地域に戸別の防災受信機を付けるなど、地域の状況を反映させながらさせていただいておりま

す。 
 そのほか、総合計画というより実施の施策体系の中で評価する中で、ごみ減量の関係が５３％

という指標を出しておりますが、今現在２９％ということでございますので、１０年間のスパ

ンを持った総合計画の中で、より５３％に近づけるような努力を進めてまいりたいと思ってい

ます。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 上野稔君。 

〇１７番議員（上野稔君） 
 まだ見直しが必要だということでありますけども、そのほかに何か大きく乖離している部分

がありましたら、施設名または事業名をお知らせください。 
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〇議長（前島敏彦君） 
 風間経営政策部長。 

〇経営政策部長（風間和仁君） 
 実施計画につきましては、大きな評価というのは行っておりません。その下にございます施

策評価について挙げさせていただいておりまして、その中でバイオマスのセンターでございま

す。これにつきまして今、凍結ということが出ておりますので、これについては遅延があろう

かと思います。 
 以上でございます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 上野稔君。 

〇１７番議員（上野稔君） 
 ありがとうございました。ぜひバイオマスはそのごみ減量化も絡みまして、地球温暖化等い

ろいろな部分がすべて絡んでいる部分だというふうに思いますので、ぜひ前向きに取り組んで

ほしいなというふうに思いますので要望しておきます。 
 次に新市建設計画の見直しとともに地域審議会の取り扱いについて、旧町村議会での議決に

より合併後１０年後として設置されてきたわけですが、その取り扱いについての見解をお聞き

いたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、風間経営政策部長。 
〇経営政策部長（風間和仁君） 

 合併特例債を使うという意味で、新市建設計画の中にある事業について使えるということ。

それにつきまして、その事業につきまして地域の要望等を考える中で実際に行っていくという

ことがございますので、計画期間の延長ならびに新市建設計画の内容等に変更が生ずる場合に

つきましても地域審議会の１０年という期間につきましても今後、議会の皆さま、市民の意見

を聞きながら検討していければと思っております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 上野稔君。 

〇１７番議員（上野稔君） 
 では１０年を切りとしていますけども、延長もあり得るという、そういう考えでいいんです

ね。はい、分かりました。 
 続いて観光、農業、市内産業の振興施策についてお伺いいたします。 
 市独自の市内産業、事業者への経営政策などは当初予算では明確なものは出てきていないわ

けですが、今後どのように考えていくのかお伺いいたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、豊角産業観光部長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 生産業、あるいは市内の事業者への経営支援策ということになりますが、新年度予算におい

ても昨年度に引き続きになりますが、より小回りのきく融資制度、これを考えております。ま

ず第１に小規模な企業者の経営の安定を図ることを目的としておりますが、小口資金の利子補
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給制度、今までについては２月にいっぺんの申請取り扱い期間を設けたわけなんですが、商工

会を窓口に加えるということで、１月に一度より小回りのきく、必要なときに必要な融資が受

けられる、こういった制度についても進めてまいります。 
 また災害に対します融資資金制度、これについても利子補給については昨年度に引き続き行っ

ていくということで、そのほか金融公庫で行っております金融制度、あるいは商工会で行って

おります商工会の共済制度、これ等々についても商工会と連携を図る中でより経営者が安定的

な経営が図れるような融資制度、これの拡充に努めてまいりたいと考えております。 
 以上になります。 

〇議長（前島敏彦君） 
 上野稔君。 

〇１７番議員（上野稔君） 
 ありがとうございます。 
 次は観光の部分でちょっとお尋ねいたします。 
 市長は再三、花咲じいさんになると言われてきておりますが、観光振興として通年型の事業

展開として具体策があるのか、お聞きします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、豊角産業観光部長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 観光についても引き続き厳しい状況は続いておることが現状でございます。今年になります

が国民文化祭、あるいは６月には想定されます富士山の世界遺産登録、こういったより多くの

皆さまが県内あるいは笛吹市にも目を向けていただけるような、この機会を絶好の機会と捉え

る中で、観光についても通年型あるいは滞在型の観光推進を進めてまいりたいと考えておりま

す。この中で、四季を通じた中で観光客を誘致するということが基本的な観光推進の課題であ

ると考えております。そういった中については宣伝活動にも工夫を凝らす中で、笛吹市が四季

を通した中で持つ情報、こういったものについての伝達についても工夫を凝らしながら進めて

まいりたいと思っております。 
 また観光の形態が従来の観光形態から今、体験型ですとかそういうところに移りつつありま

す。こういったものも踏まえる中で笛吹の観光についてさらにＰＲ、それからそれに関わるお

客さま方の、言うなればセカンドライフといいますか、そういったものも体験できるような、

それが地域活性あるいは観光につながるような施策展開、これについても図ってまいりたいと

考えております。 
 以上になります。 

〇議長（前島敏彦君） 
 上野稔君。 

〇１７番議員（上野稔君） 
 先ほど、市長は四季を通じてそれぞれに合ったイベントを行っていきたいというような話が

ありましたけども、今の部長もそうなんですけども、１つ、川中島合戦について市長はどうい

うお考えを持っているのか、ちょっとお聞かせください。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を求めます。 
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 倉嶋市長。 
〇市長（倉嶋清次君） 

 お答えいたします。 
 今般、また春、４月に川中島の合戦が行われます。皆さんが育ててきた大変大事なイベント

ですので市長としても積極的にこれに参加し一緒に楽しんでいきたいと、こういうように思っ

ております。 
 以上です。 

〇議長（前島敏彦君） 
 上野稔君。 

〇１７番議員（上野稔君） 
 市のフェイスブックに、個人的な部分の名前は省きますけども、川中島合戦は戦争みたいな

もので、大変お互いに戦死者を出したそういうイベントはいかがなものかというような部分が

出ているわけです。いろいろものの考え方はあるわけですけども、そのへん市長、どういうふ

うに考えていますか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、倉嶋市長。 
〇市長（倉嶋清次君） 

 フェイスブックについてのお尋ねのようですが、ちょっと誰のフェイスブックなのか私も承

知していないので、ちょっと答弁しようがないということで答弁させていただきます。 
 以上でございます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 上野稔君。 

〇１７番議員（上野稔君） 
 ぜひフェイスブックを開けて見てください、市のフェイスブックですから。市長さんもたぶ

ん知っている方だというふうに認識していますので。それはそれで結構でございます。 
 地域経済の波及効果という部分でお尋ねします。 
 大型事業の議論の際にも当時の市側が提示した産業連関による数値や資料が検討の材料に活

用されてきたわけですが、今後の市の産業振興に向けて、そうした試算や目標も想定していく

ことで集中的に注力する施策も見えてくると考えております。 
 市独自の産業連関表を作成している自治体もあり、市内産業の支援を効果的に進めていくた

めにも地域経済の実態把握の作業を行い、経済波及効果と対策を明確にすべきと考えますが、

これについて市側の見解をお聞かせください。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、豊角産業観光部長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 地域経済の波及効果、これについては交流人口の増大が最も直近の課題かと考えております。

このためについては、滞在型の交流といったものを盛んに取り組む。これについては大企業あ

るいは諸団体になりますが、笛吹にあります公共施設の積極的な利用、これはスポーツのみな

らず諸々のものが想定されますが、そういったものを提供することによる交流、これについて

も滞在が伴うということで、こういった交流事業の増大が幅広い業種での活性化につながるも
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のと考えております。これについても商品の拡大、あるいは地域経済の需要の増加に大きく貢

献できるものと考えております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 上野稔君。 

〇１７番議員（上野稔君） 
 合併特例債を活用した大型事業について、お尋ねいたします。 
 先ほど副市長が石和温泉駅の構内エスカレーター設置、コスト削減などＪＲ東日本との交渉

を先頭に立って行っているというふうにおっしゃいましたけども、期限内の事業の進捗につい

て遺漏なく進めるための具体策をお尋ねします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を求めます。 
 斉藤建設部長。 

〇建設部長（斉藤寿君） 
 上野議員の再質問であります。 
 石和温泉駅の整備について、日程等についてでありますけども、現在ＪＲのほうにおきまし

て実施設計書を組んでおるところでございます。その中でいろんな構内の画、あるいは負担金

等の問題もありまして、先ほど答弁書でも申したとおり副市長が国あるいはＪＲのほうへ出向

いていろいろ交渉する中、現在に至っております。 
 今後もいろいろな面から市のほうも働きかけをする中、ＪＲと協議を進めて事業のほうを進

捗していきたいと考えております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 上野稔君。 

〇１７番議員（上野稔君） 
 いろいろお話を聞くと、構内エスカレーターはちょっと無理があるのかなというふうに感じ

てしまったわけですけども、まだまだ最後まで一生懸命。やっぱり笛吹市は介護施設みたいな

ものや、いっぱい病院もありますし、ぜひ必要かなというふうに考えていますので、これから

の笛吹市を考えるにおいてもそういうことはやっぱり必要だというふうに思いますので、ぜひ

積極的に取り組んでほしいというふうに思います。お願いします。 
 次に多機能アリーナ中止に対しての先ほど地元住民、地権者の２回ほど説明を行ったという

ような説明を行いましたけども、御坂での市民ミーティングの場に私も行ったんですが、市長

の説明と地元住民の考え方の相違と言うんですか、溝がものすごく深いのかなというふうに私

自身、感じました。やっぱり行政責任も当然あろうかと思いますし、その溝をどのように埋め

ていくのか。もっともっと誠意を見せなければならないのかなというふうに思いますけども、

そのへんの取り組みについて、どのように考えていますか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、風間経営政策部長。 
〇経営政策部長（風間和仁君） 

 上野議員の再質問にお答えさせていただきます。 
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 ２回ほど、地権者のほうへ出向きながら説明をさせていただきました。 
 市長もその席でお話をさせていただいたのは、何度でも会話していただきますという話をし

ておりますので、お互いしっかり理解できるまで通いながら対応していきたいと思っておりま

す。 
 今後につきましても４月に入りますと大変忙しくなりますので、できれば農繁期に入る前に

はさらに説明にお伺いしたいと思っております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 上野稔君。 

〇１７番議員（上野稔君） 
 ぜひ、最初は市のほうで地元、成田地区ですね、皆さんに協力をお願いしたわけですから、

選挙の結果はそういう結果になったわけですけども、当然協力する意向があったわけですから、

それに対して誠心誠意、理解してもらえるような取り組みが市としても絶対必要だし、それが

市の信頼につながるのではないかなというふうに思います。市民ミーティングのとき、私だけ

かどうか知らないけども、市長の答弁は素っ気なかったかなというふうな思いもあるわけです

から、そのへんはぜひもっと行政的な言葉ではなくて、身近な言葉で理解を得るような部分が

ほしかったなというふうに思いますので、ぜひそういうふうにお願いしたいというふうに思い

ます。 
 １つ、元へ戻りますけども、高齢者福祉の考え方の部分で先ほどお答えをいただきましたけ

ども、具体的施策の方向を示し各種福祉事業を介護保険制度と連携して図り進めていくという

ような答弁がありましたけども、そのへんの具体的な、どういうものがあるのか示しいただき

たいというふうに思いますけども。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、荻原保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（荻原明人君） 

 笛政クラブ、上野稔議員の再質問にお答えをいたします。 
 高齢者福祉の具体的な施策、またその事業の内容についてというご質問ですけども、昨年の

３月に策定いたしましたこのふえふきいきいきプラン、この中に高齢者福祉計画が定めており

まして、その中では生きがいづくりの支援といたしましてはボランティア養成講座を開催し、

シルバーボランティアの養成、また活動支援を行うことやまた老人クラブ活動や生涯学習活動

などへの支援を行っていくと。生きがいづくりの支援といたしましては、そのような内容を現

在も行っております。 
 それからいくつか施策がございますが、就労支援といたしましては高齢者の就労希望者にシ

ルバー人材センターを紹介し、登録を進めさせていただいております。それから就農希望者、

農業をやりたいという方には相談会や農地の斡旋等も行っているところであります。 
 それから高齢者の安心・安全の確保といった施策につきましては、高齢者の相談窓口におき

まして住宅改修、また福祉用具の購入などの助言を行うほか、やってみるじゃんという事業が

ありますけども、介護予防の事業がございますけども、そういった中では交通事故から高齢者

を守るための交通安全指導、それから交通安全、実践型教室なども開催をしております。 
 それから最近は認知症高齢者の方も増えているわけですけども、そういった認知症高齢者に
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対する、また家族に対する支援といたしまして認知症サポーター養成事業を行い、認知症予防

の講演会なども開催いたしまして、地域の皆さんに認知症を理解していただくための普及・啓

発活動なども行っております。また介護予防の推進といたしましては、高齢者の健康づくりと

合わせまして二次予防事業の対象者把握事業というのを実施いたしましたけども、その中で二

次予防事業が必要というふうに把握させていただいた方には、積極的に介護予防の普及活動を

行ったり、介護予防事業へつないでそういったものを実践していただくと。そして生活機能の

維持向上が図れるような取り組みを行っております。それから介護サービスの充実にも努めて

おります。 
 それから病気の早期発見、また早期受診ができるような体制につきましてもしっかり整えま

して高齢者になられても健康を維持・継続していくために運動講座、あるいは健康教室といっ

たものも開催するなどして、今後も実効性のある施策、また事業を行ってまいりたいと考えて

おります。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 上野稔君。 

〇１７番議員（上野稔君） 
 ありがとうございました。これで私の再質問は終わりますけども、最後に市長にこれからの

市政に対する意気込み、思いを述べてもらいまして私の代表質問を終わりたいというふうに思

います。よろしくお願いします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、倉嶋市長。 
〇市長（倉嶋清次君） 

 ありがとうございました。大変、私への励ましというふうに受け取りました。 
 申し述べてまいりましたように、基本市政としましては市民の声がしっかりと市政に反映さ

れるように、また市民の皆さまに対してわれわれにとって不都合と思えるようなことでもちゃ

んと情報公開していく、そういう姿勢で市政を基本的に運営し、信頼される市政にしていきた

いというふうに考えております。 
 あと個別の対策については先ほど５本の柱、るる述べさせていただきました。とりわけ私が

一番、心にかけているのはやはり今、石和温泉に代表されるように観光客が減って地域経済が

元気なくなってきている、ここのところが一番気にかかっているところでございます。地域経

済の底上げというふうに言っておりますけども、ぜひにぎわいのある笛吹市にもっていけるよ

うに知恵を出し、また皆さまとしっかり議論をしていきたいというふうに思っております。言

葉は足りないかもしれませんけれども、お励ましの言葉に対する感謝の意味を込めて申し述べ

させていただきました。 
 以上で答弁を終わります。ありがとうございました。 

〇議長（前島敏彦君） 
 以上で、笛政クラブの代表質問を終わります。 
 続いて、誠和会の代表質問を行います。 
 梶原清君。 
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〇６番議員（梶原清君） 
 誠和会の梶原清です。 
 議長の許可をいただきましたので、誠和会を代表して質問をいたします。 
 昨年１２月に政権が交替となり、安倍総理大臣は迅速な対応で１月１０日に総額１０兆３千

億円の支出、地方や民間の負担を含めた事業費ベースでは２０兆２千億円になる地域経済対策

で実質ＧＤＰ２％アップ、６０万人の雇用創出を目指した補正予算、アベノミクスを決定しま

した。 
 笛吹市でも今定例会に地域経済活性化雇用創出臨時交付金など４億円ほどの国庫補助金に、

支出では事業費６億円の補正予算が提出されております。議決された折には速やかな予算執行

をしていただき、市民の景気回復対策をお願いするものであります。 
 さて昨年１０月に倉嶋市長と私ども市議会議員は多くの市民の期待を背負い、ご支援をいた

だき当選の栄を賜りました。市民はわれわれに笛吹市の発展のための行動を期待するとともに

厳しい目で注視していると考えております。議員として改めて襟を正し厳しい社会情勢の中、

市民のために全身全霊を傾注することを誓うものであります。 
 それでは以下、通告に従いまして質問に入りますが、先に代表質問を行いました笛新会なら

びに笛政クラブの代表質問と重複する点が何点かありますがお許しをいただきたいと思います。 
 はじめに市長の施政方針、当初予算案、行財政改革についての質問であります。 
 笛吹市も合併して９年目に入り、その間、笛吹市としての一体化および統一化に向け市民に

多大な協力をいただく中、各種使用料などの負担増をお願いしながら合併した町村間の平準化

を図ってきました。 
 倉嶋市長が就任し、改めて選挙公約の実行や施政方針、また初めての当初予算案の編成につ

いて、以下の点について伺います。 
 まず１点目でございますが、本市の合併直後の予算編成は各課、各部局からの積み上げ方式

による予算編成でしたが平成１８年度に各部局別枠配分予算編成方式を導入し、さらに２３年

度からは行政経営システムを予算編成に反映させ、最小のコストで最大の効果を挙げるという

行政経営の基本理念のもと必要性、有効性かつ妥当性および費用対効果の再検証をすべての事

業において実施した上で、総合計画の２８の施策別で部局横断的な施策別枠配分予算編成とし

２５年度で３年目に至ったところであります。 
 平成２５年度は市長が就任して初めての当初予算編成でありますので、すべての事業の検証

結果の上どのような予算編成方針のもと、どのような施策、また何の事業に重点的な予算配分

をしたのか伺います。 
 次に２点目でありますが、市長は選挙期間中から大型事業などの投資的事業が多い市の財政

状況は地方交付税の減額や起債制限比率などから見ても非常に厳しいと言っておりました。市

民ミーティングの発言や今議会の市政方針でも大型事業のうち多機能アリーナは中止、バイオ

マスセンターは見直しといっております。 
 一部の大型事業を中止・凍結しても予算上、市の一般財源の負担軽減にはならないと思いま

すが、イエローカードといわれている実質公債費比率１８．２％がどのくらい減少するのか。

初めての予算案編成を手掛ける中で、子どもたちに借金を残さなくて市民サービスの低下もさ

せず、健全財政に向けた中長期的な財政計画はいつごろ公表するのか伺います。 
 ３点目でありますが平成１９年度以降、毎年度予算案編成後、市政方針を示し、重点事業を
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はじめ各部局の主要事業の年間スケジュールや数値目標を示した「市民へのお約束」と題した

マニフェストを市民に公表・約束し、検証結果の報告会も行ってきました。 
 平成２５年度はマニフェストは出さないということですが主要事業の予算概要、具体的な事

業の内容や数値目標、スケジュール、また事業の検証結果は市民に公表するのか伺います。 
 ４点目でありますが第２次行財政改革は平成２５年度が最終年度であり、２４年度末現在で

の３３の具体的改革項目の進捗状況で、目標に達成困難な改革項目は何か。また現在、検討し

ている市長の言われる待ったなしの行政課題である、第３次行財政改革の基本方針とは何か伺

います。 
 ５点目でありますが、今まで取り組んできた行政経営システムの施策評価、事務事業評価、

また人事評価、主要事業の月次予算執行、決算報告などの各システムを使い予算執行を平準化

させ、事業執行を年度末に集中しないような執行体制や使いきり予算もしないような取り組み

をしてきたが、このようなシステムは継続するのか。また、ほかに新たなシステムを導入する

予定はあるか伺います。 
 ６点目、笛吹市の二度にわたる合併の折、協議された新市建設計画に盛り込まれている未実

施の事業は合併１０年以降については、どんな取り組みをしていくのか伺います。 
 次に２問目の質問ですが、地域活性化特区についてであります。 
 特区制度は特定の地域に限って試験的に法規制を緩和し、地域の活性化を図るための制度で

す。平成１５年度より構造改革特区としてスタートし、現在、県内では県と市町村を中心に２０事

業ほど内閣府から認可を受け取り組んでおります。 
 市長が公約して取り組もうとしている地域活性化特区は、平成２３年度より新たに法規定さ

れた制度ですが、類似事業では内閣府からの認可は受けられないのは周知のとおりであります。 
 １月より職員２名体制で特区について取り組みを始めているようですが、以下の点について

伺います。 
 １点目、従来の構造改革特区と地域活性化総合特区との違いはどのようなものか。 
 ２点目、市長の言われている農業と温泉、自然とのコラボレーションの取り組みと言われて

いる地域活性化のビジョンは何か、具体的にはどんな事業を想定しているのか伺います。 
 ３点目、地域活性化総合特区の取り組みのスケジュール、予定はどうなっているのか。 
 ４点目、平成２４年８月２０日付け、内閣府よりの通知で８月以降の総合特区の指定は行わ

れないこととなったが、どのような方策で対応するのか伺います。 
 次に３問目の質問でありますが、バイオマスセンターの建設計画であります。 
 バイオマスセンター建設計画については、平成１９年度策定の笛吹市バイオマスタウン構想

に基づく事業であり、市内より排出される生ごみ、剪定枝および汚泥の堆肥肥料化、チップ化

などを行うことにより、ごみの減量化の推進と温室効果ガスの発生抑制につながる環境負荷を

軽減した循環型社会の構築を目指すものであります。 
 当初計画については公設民営方式のＤＢＯ方式での計画でしたが、今回の市民ミーティング

の中で市長は事業費が１０億円と多額であるため、規模を検討すると言っておられました。農

業者の皆さんからは、生ごみなどをもとにしたＥＭ菌を使った安価な有機肥料はぜひほしいと

の意見も多く出ました。２年間にわたり地権者へのお願いで理解をいただきましたが、残念な

がら測量段階でストップとなりました。バイオマスセンターの今後の計画について、以下伺い

ます。 
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 １点目、大型事業の一時凍結と公約した事業のうちバイオマスセンター建設計画は実施する

のか。 
 ２点目、市民ミーティングでの市長の説明では方針が不透明ですが、バイオマスセンターは

今まで計画した場所に建設するのか伺います。 
 ３点目、当初は１．８ヘクタールの計画面積で生ごみ２千トン、剪定枝１，７００トン、脱

水汚泥４６０トンなどを想定していましたが、どのくらいの施設規模を想定しているのか伺い

ます。 
 ４点目、バイオマスタウン構想に基づき計画されている木質系バイオマスのチップ化、生ご

みの堆肥肥料化、廃食油のＢＤＦ化の３つの事業は実施するのか。 
 ５点目でありますが、平成１８年度から全市を挙げて取り組んでいるごみ減量アクションプ

ランでの目標値、生活系可燃ごみ５３％減量の達成見込みは可能か。バイオマスセンター建設

計画でどのような計画の変更があるのか伺います。 
 次に４問目の質問でありますが、観光振興アクションプランの進捗状況であります。 
 リーマンショック、東日本大震災、尖閣問題、笹子トンネル崩落事故などで市内への入り込

み客や宿泊客の減少で低迷している観光行政であります。２月８日の笹子トンネル全面開通で、

春の観光シーズンの幕開けとなる桃の花シーズンを迎え、観光客の増加や通年開催の国文祭へ

の多くの市内への来訪者を期待するものであります。 
 市では２２年度に「暮らしたくなる旅の地 笛吹市桃源郷を目指して」をキャッチフレーズ

に笛吹市観光振興ビジョンを策定した。その実現に向けた７つの方針を掲げており計画を進め

ていますが、より具体的に推し進めるため、さらに笛吹市観光振興アクションプランで実行し

ていると思うが、その中で観光振興アクションプラン推進会議を組織して計画の実行管理およ

び施策評価、数値目標の見直しなどを行うこととなっているが、以下の点について伺います。 
 １点目、市役所内部で組織される予定の観光振興アクションプラン推進会議での各部局での

取り組み状況はどうか。 
 ２点目、甲斐の国の都づくり方針の中でインバウンド観光の推進は非常に厳しい状況にあり

ますが、新たに市を挙げての着地型旅行プランはどんなコースを計画したのか伺います。 
 ３点目、３．１１の東日本大震災以降、観光の状況変化は大きいと思いますが、数値目標の

達成状況はどうか。計画目標の見直しはしたのか。また見直し予定はあるのか伺います。 
 ４点目でありますが、市長は中心市街地、石和温泉郷の活性化が急を要すと言っております

が、新年度予算案での新たな具体的な取り組みはどのような事業か伺います。 
 次に５問目の質問でありますが、社会福祉法に基づく県からの権限移譲についてであります。 
 一般会計の総予算に占める民生費の割合は２８．９％、９８億７千万円でそのうち一般財源

だけでも５３億円と一般財源総額の２５．９％、４分の１以上を占めており、他の会計からは

飛び抜けた多額の予算であります。 
 平成２７年度からは地方交付税の一本算定で、毎年５億円から６億円の交付税の減額となる

予算編成において民生費、扶助費の大幅な事業などの見直しが必要ではないかと考えるところ

であります。それに加え、平成１２年の地方分権一括法の施行や地方主権一括法も平成２３年

度以降、第１次、第２次と逐次進んできて義務付け、枠付けの見直しにより権限や事務の移譲

によって市の業務も急激に増加しているのが現状であります。 
 そこで今回の地域の自主性および自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の
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整備に関する法律、いわゆる第２次地域主権一括法が平成２４年８月３０日に公布されたこと

に伴い、平成２５年４月１日から社会福祉法に基づく社会福祉法人の認可、指導監査等の業務

が県から市に権限が移譲されることについて伺います。 
 １点目、市内に対象となる社会福祉法人は何カ所あるのか。 
 ２点目、権限移譲となる業務の具体的な内容はどんなことか。 
 ３点目、これ以外の福祉施設・業務などでも許認可、調査、指導監査などに類似する業務が

あるのか。 
 ４点目、監査に必要な専門知識を持った職員の養成など体制整備についてはどうか。 
 次に６問目の質問でありますが、障がい者福祉施策についてであります。 
 自立支援法の改正や障害者退去防止法、障害者優先調達推進法の施行など昨今の障害者福祉

を巡る法環境が変化している中、新たな法律の施行や県からの権限移譲、障がい者数の増加に

伴う業務など対応するための障がい者福祉対策について伺います。 
 １点目、本市の障害者手帳所持者の現状と推移について。 
 ２点目、法律の施行や県からの権限移譲などによる新たな業務、障害者福祉サービスについ

て内容を具体的にご説明願いたい。 
 ３点目、新たな業務に対応するための体制整備についてはどうなっているのか。 
 ４点目として、障害者優先調達法への対応はどうするのか伺います。 
 以上、誠和会の代表としての質問といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 当局の答弁を求めます。 
 倉嶋市長。 

〇市長（倉嶋清次君） 
 誠和会、梶原清議員の代表質問にお答えします。 
 はじめにどんな施策、また事業に重点的な予算配分をしたかであります。 
 私の市長就任日が１１月１４日でありましたので、平成２５年度予算編成作業は就任早々の

慌ただしい中での仕事であり、大変苦慮したところであります。 
 予算編成方針としましては、今まで構築してきた行政経営システムの１つである施策枠配分

方式を踏襲しましたが、大型普通建設事業を中心に事業の有効性を厳しく見極めた上で、必要

不可欠な事業に重点的に予算配分することを基本方針として、編成作業を進めてまいりました。 
 当初予算の主な特徴および重点事項としましては多機能アリーナの建設中止、バイオマスセ

ンター建設事業を凍結する一方で、新市の基盤整備として必要性のある砂原橋架け替え事業、

石和温泉駅周辺整備事業等の大型建設事業を引き続き進めてまいります。 
 また市民の生命・財産を守るための防災対策といたしまして、緊急時に災害対策拠点となる

本庁舎の耐震改修事業と災害危険地域への消防救急無線デジタル化等整備事業、ならびに防災

行政無線戸別受信機整備などにも積極的に取り組んでまいります。さらに笹子トンネル天井板

崩落事故を教訓として、公共施設や通学路の安全対策、維持管理面についても重点的に予算措

置をしております。 
 福祉・保健施策においては、医療費抑制の観点から他市に先駆けてロタウイルス、おたふく

かぜおよび水ぼうそうの予防接種を新たに助成項目として追加するとともに、子育て支援とし

て子どもすこやか医療費助成事業を中学生までに拡充します。 



 ７０ 

 教育・文化面においては、教育環境整備の一環としまして石和中学校校舎等改築事業を２カ

年の継続事業として実施するほか、スコレーセンターの大規模改修も行ってまいります。また

本年開催の国民文化祭における開催費用など、文化・スポーツにおけるソフト事業にも重点配

分したところであります。 
 次に、健全財政に向けた中長期的な財政計画はいつ公表するのかであります。 
 中期財政計画は当初予算案のご審議をいただく中で、例年３月議会中に公表しているところ

でありますが、中長期財政計画の公表はしばらくお待ちいただきたいと考えております。 
 私は選挙公約の１つとしまして長期財政計画を再検討し、現在の住民サービスを維持しなが

ら健全財政を目指すと公約しております。平成２５年度は予算編成方針で示したとおり、大型

普通建設事業を中心に事業の有効性を厳しく精査しているところであり、多機能アリーナは建

設中止、バイオマスセンター建設事業についても凍結とし、各施策事業の実施継続についても

今後さらに再検討していきたいと考えております。 
 また合併特例法の改正により合併特例債の発行が５年間延長されることとなり、今後の特例

債の活用方法もさらに検討していかなければなりません。中長期財政計画の策定には、大幅な

施策方針の変更に伴う作業もあることから、例年以上に時間を要するものと考えております。

計画策定後は早急に公表いたしますのでご理解の上、ご了承願います。 
 次に平成２５年度は主要事業の具体的な事業内容、検証結果などを公表するのかについてで

あります。 
 昨年までは主要な事業について、マニフェストとして事業概要や達成目標などを冊子にまと

めるとともに発表会を催し、議員をはじめ行政委員や各種団体の代表者の方々にご出席いただ

く中、市民に約束するという形で公表しておりました。また、年度終了後にはマニフェストに

掲げた事業について達成状況などを自己評価し、その評価については検証会を開催し報告して

おりました。私も一市民としてその検証会に出席したことがあり、その折にこのマニフェスト

というもののあり方にいささか疑問を抱いたところでございます。 
 まず、マニフェストに載せてある事業の概要説明は難しいお役所言葉が並び、体裁は整って

おりますけれども分りづらく、目標数値にしてもどのような意味合いがあるものなのか理解し

づらいものが多いと感じるところであります。 
 特に検証会に関しましては、事業の成果を内部で自己検証することはもちろん必要なことで

ありますが、検証会をするならば市民の代表などによる外部の検証をするべきではないかと感

じたところであります。 
 私といたしましては、市民の皆さまに「市は今年度こんなことをします」とお話しするため

に、お年寄りの方にもどんな事業であるのか、分かりやすく説明できるものをつくりたいと考

えております。 
 したがいまして、２５年度事業についてはマニフェストを作成せず、今議会でご審議いただ

く当初予算案の説明資料といたしまして、予算案の概要を配布させていただいたところであり

ます。 
 なお、具体的な事業内容や数値目標、達成状況などは公表するのかについてでありますが、

各施策および事務事業について評価が完了したところで、従前のとおりホームページで公開す

る予定であります。 
 次に、第２次行財政改革の中の達成困難な項目と第３次行財政改革の基本方針についてであ
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ります。 
 第２次行財政改革実施計画においては、平成２５年度までの具体的な改革項目として３３項

目を掲げております。平成２３年度末における進捗状況を見ますと、多くが目標に対しほぼ順

調と判断されておりますが、市営住宅使用料や水道使用料の収納率向上など６項目については

やや遅れ気味となっております。 
 また達成困難については１項目で、都市計画税の課税区域の見直しであります。これは平成

２６年度までの間、都市計画区域全域への課税を休止したことから、このように判断したもの

であります。 
 なお、第３次行財政改革大綱策定に向けての基本方針につきましては、現計画の検証などを

進める中で検討してまいります。 
 次に、施策評価や人事評価などのシステムの継続と新たなシステムの導入予定についてであ

ります。 
 行政評価システムの導入目的である限られた予算を効果的・効率的にマネジメントし、総合

計画に掲げた将来像を実現するという目的から考えますと、施策評価や事務事業評価などの取

り組みが当初予算編成をはじめ行政運営に果たす役割は大きいものと考えております。 
 今後も引き続き行政経営システムや人材育成の観点から人事評価にも取り組むとともに、予

算の執行状況管理についても取り組んでまいります。 
 なお、新たなシステム導入につきましては、必要と判断できるものについて職員の負担軽減

も考慮する中で検討してまいります。 
 次に新市建設計画で計画されてきた未実施の事業の今後の取り組みについてでありますが、

合併協議時において６町村が合併し新市を建設していくための基本方針として、新市建設計画

が策定されました。 
 また笛吹市誕生後、芦川村との合併時において、山間部との連携を追加項目として新笛吹市

基本計画として引き継がれております。 
 その後、第一次笛吹市総合計画に、その基本方針を引き継ぐとともに新市建設計画における

多くの施策も盛り込まれ、これまで総合計画の各施策において将来像実現に向け取り組んでま

いりました。 
 新市建設計画は第一次笛吹市総合計画に引き継がれたものと認識しておりますので、これま

で未実施となっている事業につきましては、将来像実現の目標年度までに財政状況を含む環境

の変化を踏まえる中で検討してまいります。 
 続きまして、地域活性化総合特区とは何かについてお答えいたします。 
 地域活性化総合特区とは総合特別区域法に位置づけられているもので、実現の可能性が高い

先駆的取り組みを行う区域に、国と地方の政策資源を集中させることを目的に指定されるもの

であります。このため、地域活性化総合特区に指定されますと規制の特例や税制上の支援、財

政上の支援、金融上の支援など多くの特例や支援措置を受けることができる制度となっており

ます。 
 まず構造改革特区と地域活性化総合特区との違いでありますが、両特区制度とも規制の特例

措置を受けることができるという点では同じですが、地域活性化総合特区制度が規制の特例ば

かりでなく財政上の支援など多くの支援を受けられることに対し、構造改革特区制度は規制の

特例措置のみを対象としていることが大きな違いであると考えております。 
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 次に地域活性化のビジョンと具体的事業についてとスケジュールについて、さらに内閣府等

からの総合特別区域の方針について、この３つのご質問に併せてお答えします。 
 本市においては日本一の桃・ブドウ、多くの湯量を誇る石和・春日居温泉、豊富な歴史的資

産、自然美溢れる景観、首都圏から有利な交通環境等々、数多くの恵まれた資源を有しており

ます。しかしながら、一方で就農者の高齢化やホテルや旅館の宿泊者の減少などまちづくりの

課題もあります。 
 これらの課題を乗り越え、魅力あるまちづくりを実現するためには、本市の豊富な資源を組

み合わせ、つなぎ合わせていかなくてはならないと考えております。 
 そのための手法の１つとして地域活性化総合特区制度を視野に入れ、検討を始めたところで

すが、ご指摘のとおり総合特別区域の指定については内閣府地域活性化推進室などから、平成

２５年３月までに指定申請を受理したものについては７月末までに指定するが、当面、以降の

指定は行わない旨の方針が出されているところです。 
 しかしながら平成２４年８月に地域再生法の一部を改正する法律が成立し、１１月に地域再

生基本方針一部変更が行われたことにより、従前の地域再生制度の支援措置に加え、税制、財

政、金融の支援を受けることができることとなりました。このことにより、場合によっては地

域再生制度と構造改革特区制度を併用する中で、総合特区制度と同様な効果が期待されます。 
 具体的なビジョンにつきましては今後、市民の皆さま方や市外の方々の多くのご意見を伺い

ながら積み上げてまいります。まちづくりは、総合的な観点での検討が不可欠でありますので

庁内の連携を密にし、部局横断的な取り組みを進めるとともに市内外の方々による検討会を立

ち上げ、その中で具体的事業やスケジュールについても検討してまいります。 
 続きましてバイオマスセンター建設について、お答えいたします。 
 はじめに、一時凍結と公約した建設計画の実施についてであります。 
 これまで市民ミーティングをはじめ、地元の石和町砂原区および八代町増田区において意見

交換を行ってまいりました。 
 今後これらのご意見を参考に協議・検討を行う検討組織等を早急に立ち上げ、建設場所、施

設規模、費用対効果等、他県などの事例も参考にする中で、できるだけ早い時期に方向性を示

したいと考えております。 
 次に、ごみ減量５３％の取り組みの達成見込みについてであります。 
 これまでごみの減量化を推進するにあたり、生活系可燃ごみ５３％減量を目標として環境基

本計画や第２次ごみ減量協働プランにより廃棄物の発生抑制と分別排出、資源化に向けて取り

組んでまいりまいた。 
 内容といたしましては容器包装資源物の分別をはじめ、生ごみの堆肥化促進や市内大型スー

パーでの分別キャンペーン、また各地区に出向いての分別説明会の開催など啓発活動を行って

まいりました。その結果、平成２３年度には基準年度の平成１６年度対比、約２８％の減量が

なされたところであります。 
 今後もこれまでの取り組みを継続するとともに、組成割合の高い生ごみの処理対策について

は重点課題として取り組むなど、なお一層の発生抑制と分別排出・資源化を促進し、ごみ減量

５３％の達成に向けて積極的に取り組んでまいります。 
 続きまして、観光振興アクションプランの進捗についてお答えいたします。 
 はじめにアクションプラン推進会議での各部局の取り組み状況はについてでありますが、観
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光振興アクションプランは行政が主体的に作成するプランとは異なり、策定委員を市民から募

り、各種観光に携わるスタッフを集め平成２３年３月に完成させた市民協働のプランでありま

す。このため施策事業も行政や観光関連団体、民間やＮＰＯ等がそれぞれできることを盛り込

んだ計画となっております。 
 ご質問の観光振興アクションプラン推進会議は、昨年３月にこのプランが実際に機能してい

るかを確認する機関として、産官学合同で組織し設立いたしました。会議の中ではプランの具

体的事業として定めた３４の事業の着手状況および取り組み状況をチェックする中で、８５％

の着手を確認いたしました。 
 今後はまもなく２４年の取り組み状況を確認するための会議を開催し、そののち平成２５年

末の中間評価年での具体的取り組みや計画の見直しについて議論してまいります。 
 次に新たに計画した着地型旅行プランは、どんなコースを計画したのかについてであります

が、観光振興アクションプランの方針の中で笛吹を楽しむ多様なプランの提案を掲げておりま

す。着地型旅行プランは１泊２日の日程を基本として考え、コースのテーマ、カテゴリーをそ

れぞれ花めぐり・紅葉、農業・フルーツ狩り体験、お祭り・イベント、歴史、ウォーキング・

ハイキング、健康・癒し等に分け個人それぞれの趣味・趣向に合った７０のプランを提案して

おります。 
 これらの情報は電子データとして旅行業者に紹介しておりますが、今後は一般の旅行者も手

軽に入手できるようインターネット上にアップしてまいります。 
 次に東日本大震災以降の数値目標の達成状況および計画、目標数値の見直しの予定はについ

てであります。 
 観光振興アクションプランは計画期間５年間の中間年である平成２５年、必要に応じて数値

目標の再設定や施策事業の見直しを行うこととなっております。数値目標として定めている石

和温泉・果実郷周辺の観光客入り込み数、ならびに石和温泉宿泊者数はデータの算出根拠等が

大幅に変わったため一概に比較はできませんが、平成２３年度は前年度比でおおむね入り込み

数が１２％、宿泊数で１０％の減となり、目標としている前年対比１％のアップは震災の影響

も大きく実現できておりません。 
 しかしながら、観光に特化したふえふき観光ナビのアクセス数値については、基礎データ作

成の過程で月を追って比較した数値ではありますが、飛躍的に増加しております。 
 次に、石和・春日居温泉の活性化の具体的取り組みについてであります。 
 本市の観光客の増加施策を検討する上において、石和市街地、石和・春日居温泉郷の活性化

は最も重要な要因の１つであると考えます。今年度は、国民文化祭の各メニューが県内各地で

行われております。笛吹市においてもこの機会を絶好の観光チャンスと捉え、笛吹川石和鵜飼

を国文祭夏のステージ事業として位置づけ、１カ月の長期にわたり発信し誘客を図ってまいり

ます。また通年行っておりますイベントはもちろんのこと、四季を通じて誘客できる取り組み

を観光関連団体と協議・協力しながら進めてまいります。観光地の活性化は行政のみならず、

観光に関連するすべての団体が共通認識を持ちながら、みずからの積極的な活動と意識の醸成

が必要であります。さらに近年の急速なインターネットの普及に着目し、笛吹市の魅力と石和・

春日居温泉郷の各施設・宿泊を網羅したネット総合観光ＰＲに取り組みたいと考えております。 
 続きまして、社会福祉法に基づく県からの権限移譲についてお答えいたします。 
 はじめに対象となる社会福祉法人は何カ所あるのか、また業務の具体的内容とは何かについ
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てであります。 
 山梨県からの情報提供によりますと、権限移譲により笛吹市が指導監査等を行う社会福祉法

人の数は１９法人であります。今回の権限移譲の内容につきましては、社会福祉法人の許認可

事務、指導監査事務また改善命令などの行政処分に関する事務が移譲されることになります。

１９法人のうち毎年、指導監査を実施する必要のある保育所運営を行う法人が１０法人、それ

以外の９法人につきましては原則、隔年での実施とされております。 
 次に、これ以外の福祉施設・業務などでも類似する業務があるのかについてであります。 
 市で行っております福祉関係業務に関する許認可、調査、指導監査等につきまして、障害福

祉では山梨県障害者幸住条例に基づく委任事務として建物の検査、適合証の交付、立ち入り調

査など、介護保険では地域密着型サービス事業者の指定、実地検査など、また認可外保育施設

に対する立ち入り調査、指導監査事務があります。 
 次に専門知識を持った職員の養成など、体制整備についてであります。 
 社会福祉法人の指導監査につきましては法令・定款の遵守を確認するため、業務内容および

会計の状況に関し報告を受け、監査を実施するものであります。 
 指導監査は年度ごとに実施計画に基づき、事前に監査資料の提出を求めた上で監査当日に管

理部門、経理部門に分かれて２人体制で実施することが望ましいとされております。 
 管理部門につきましては法令・定款に基づく組織、職員の管理等についての監査を行うもの

で、経理部門では社会福祉法人会計基準と法人会計の内容を監査することとされております。 
 市におきましては法人の組織、運営、会計の監査を行い、場合によっては行政指導、行政処

分につながるような重大な権限を有することとなりますので、法人会計、法令・定款などにつ

いて精通した職員の確保により体制を整えてまいりたいと考えております。 
 平成２５年度につきましては２名体制での監査が行えるよう職員を確保し、県との合同監査

の計画を立てる中、しっかりと対応してまいります。 
 続きまして、障がい者福祉施策についてお答えいたします。 
 はじめに、障害者手帳所持者の現状と推移についてであります。 
 現在の障害者手帳の交付状況は身体障害者手帳３，６０７名、療育手帳４３３名、精神障害

者保健福祉手帳４６２名となっております。 
 合併時から８年間の推移につきましては身体障害者手帳４１５名で１３．０％の増、療育手

帳１３８名で４６．８％の増、精神障害者保健福祉手帳２３４名で１０２．６％の増加となっ

ております。 
 次に新たな業務、障害者福祉サービスについてであります。 
 障がい者を巡る福祉環境は発達障害者支援法、障害者虐待防止法、障害者優先調達推進法な

どの整備に加え、障害者自立支援法が障害者総合支援法に改正されるなど、目まぐるしく変化

しております。加えて国際障害者権利条約批准に向けた取り組みの中で、社会的障壁を捉えた

バリアフリーの理念が障がい者のみならず高齢者や傷病者、妊婦、子育て世代などにも優しい

社会環境の実現に向かっていることを示しています。 
 そうした中で、平成２４年度から２５年度にかけては障がい児の通所サービスや身体・知的

障害者相談員委嘱、障がい児に対する育成医療、障害者虐待防止法への対応など、これまで県

が行ってきた業務が事務移管となります。 
 次に、新たな業務に対応するための体制についてであります。 
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 現在、障害福祉担当は職員７名、手話通訳士１名の８名体制で業務を行っております。障害

福祉に関する業務は身体、知的、精神の手帳交付に伴う事務、福祉サービスの給付に関わる認

定から給付の決定までの業務、さらに重度心身障害者医療費助成制度や特別児童扶養手当の給

付、自立支援協議会を通じた環境づくり、自殺予防対策まで幅広い業務を行っております。 
 今後は法改正や権限移譲等で増加する業務量に加え、虐待や相談支援への質の確保にも対応

できるよう体制を整えてまいります。 
 次に、障害者優先調達推進法への対応はについてであります。 
 障害者優先調達推進法の対象となる施設等につきましては市内にも就労支援事業所、就労継

続支援事業所Ｂ型、生活介護事業者などがありますが、これらの施設等で授産する品目は菓子

箱や手芸品等となっており、市の需要に見合う事務用品等の物品製造を行っている事業所はご

ざいません。一方、軽作業や清掃作業などについては、民間事業者や指定管理受託事業者から

請け負っている例がございます。 
 今後は各事業所の特性に合わせて市の需要に見合う内容について整理し、庁内関係課が協議

し、情報提供を行う中で発注の促進を図ってまいります。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 再質問を行います。 
 梶原清君。 

〇６番議員（梶原清君） 
 答弁ありがとうございました。 
 それでは再質問でありますが、最初に当初予算の関係でありますが本市では国、県、市町村

でいわゆる事業仕分けといわれる学識経験者、市民などを交えた仕分け作業が報道されて話題

になっておりますが、本市では行政経営システムを使い、２８の施策評価、また８００を超え

る事務事業別に市役所内部で事業の妥当性、有効性、効率性、公平性などを評価し、その結果

を先ほどの答弁にもありましたとおり、ホームページで評価を公表しているところであります

が、その中で評価結果による判定で平成２５年度に廃止・中止となった事業が何かあるのか伺

います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、成島財政課長。 
〇財政課長（成島敦志君） 

 ただいまのご質問でありますけども、本市のほうでは先ほどの質問の中にもありましたよう

に、施策別枠配分ということで、これまで２年間その施策別枠配分、それからその結果に基づ

いて枠配分をしたところでございますけども、今年度、２５年度の予算編成にあたりましては

その結果をそのまま生かすところはなかなか難しいところがございました。事業の新たな大型

事業に対する内容の精査等もございましたので、施策枠配分は生かしながら各事業につきまし

ては施策ごとに一律８％の削減をもってお願いしたいということで、施策枠のほうは設定させ

ていただきました。 
 なお、その施策枠の中にはいろいろな事業につきまして今回、新規、増額とするものにつき

ましても、含めて施策枠を示したところでございます。 
 ご質問の中で中止あるいは減額となっている事業でございますけども、アリーナの関係、中
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止に伴う関係、それからバイオの凍結に伴う減額、あと税の前納報奨金につきましても見直し

を図るということで減額をしたところでございます。 
 あと細かい部分につきましては事業実績、それから新規の取り組みの如何等の内容を精査し

た中で改めて施策別枠配分として示したところでございます。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 梶原清君。 

〇６番議員（梶原清君） 
 次の再質問につきましては、行政経営システムの運用について副市長にお聞きしたいと思い

ますがよろしくお願いします。 
 先の会計検査院による国分寺跡整備事業にかかる国庫補助金の返還問題に関し、平成２４年

度分も合わせて、国・県合わせますと２億２千万円の市の財政負担になります。再発防止の実

行はもちろんですが、各種事業の進行管理、予算執行チェックが機能していなかったというこ

とで、午前中も組織的チェック機能がなってなかったということで答弁あったわけですが、先

ほどの市長の答弁で現経営システムが継続するということでございますが、本市では予算の執

行管理にあたり副市長が座長で各部長が毎月、月次予算、月次決算の報告を数字でチェックし

ておりますが、この会議での決定が最も重要ではないかと考えます。 
 具体的に工事関係を例に挙げますと、どうしても官庁につきましては年度末に多く工事発注

をすることが多いわけですが、職員も受注者も限られた人数で現場が多いと、掛け持ちの現場

が出て十分な現場管理ができませんので、年間平準化した工事発注をすれば十分な監督業務が

できますし、受注者側も現場に必要な人員が配置でき、よりよい工事結果が得られるではない

かと思います。 
 受注者側の業者も年間、平準化した工事発注を望んでいるところでありますが、こうした平

準化した工事発注等を含めまして、年度当初にしっかりとした予算執行計画を立てていただき、

執行のチェックもしっかりとできるような月次の執行管理をお願いしたいと思いますが、庁内

会議の中心を副市長がやっているわけですが、そのへんのご見解を伺いたいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、久保田副市長。 
〇副市長（久保田克己君） 

 梶原議員の再質問にお答えさせていただきます。 
 月次予算執行管理につきましては、財政課長に毎月報告を上げることになっておるわけであ

ります。現在この報告にあたっては、各部局において事業の進捗状況と合わせて事業管理の面

におきまして活用するところであります。先ほどの国庫補助金の関係と併せて、この執行管理

で中身を見ろというのは無理ではないかと私は考えております。 
 以上でございます。 
 ただ、そういう中でチェック機能を働かすことは大事だと思いますけども、その中で、とい

うよりはむしろ報告書があがってくる段階での、もっと見る目があったのではないのでしょう

か。 
 以上でございます。 
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〇議長（前島敏彦君） 
 梶原清君。 

〇６番議員（梶原清君） 
 今の月次予算、月次決算につきましては私も職員でしたので、内容については分かるわけで

すが、先ほど説明がちょっと悪かったわけですが、基本的には当初予算を計上した段階で、一

つひとつの事業が年間執行の予定を出すわけですが、月次で予算を割り振りまして、それを月々

執行したかどうかということをチェックするのが月次予算であり、月次決算のチェックであり

ます。基本的には４月から３月まで事業ですので、いつ予定して、そのときに執行したかどう

かというチェックがその段階で数字的に予算執行上できると思います。執行伺いがきた段階で

当然、事業が進んだかどうかと分かりますので、当初予算を組んで、基本的には繰り越しはな

くて、３月には予算執行をするのが当然ですので、当然、月次予算については財政課でまとめ

ていますが、月々の計画どおりの執行をしたかどうかというのはチェックできますので、従来

は副市長を中心に各部局が月々当番制で報告していたわけですが、どうしてその月に執行でき

なかったのかという、そのチェックが数字的にできて、このシステムを使えば年度内に事業が

完了するということは数字的にできると思います。 
 財政も今のシステムもなかなかコンピューターですので、全員の管理職が見るわけにもいき

ませんので、月々の報告でできると思いますが、再度そのようにぜひお願いしたいと思います

が、そのへんの見解をお願いします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、風間経営政策部長。 
〇経営政策部長（風間和仁君） 

 今、副市長から答弁がございましたけども、ちょっと補足させていただきます。 
 今、経営会議の中で特に１月ごろから内容につきまして各部長に任せるよということで、私

も経営政策部ということで、経営企画課、財政課、情報政策課のそれぞれの月次決算、月次予

算につきましてくまなくチェックをさせていただいております。議員ご指摘のとおり、その中

で今回の工事費等につきましては、支出負担行為を切った時点で分かるわけです。特に今回は

実績報告書ということでございますので、直接は関係しないかと思いますけども大事なことだ

と思いますので、部長はすべてこれについて実行しておりますので、ぜひ付け加えさせていた

だきたいと思います。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 梶原清君。 

〇６番議員（梶原清君） 
 それでは次の再質問でありますが、特区の質問、観光振興について市長にお伺いしたいわけ

ですが、市長は１２月定例会の一般質問の答弁の中で市内全域公園に指定し、既存の公園や自

然、史跡など観光資源をもっと掘り起こし、石和・春日居温泉郷の活性化を図りたいというこ

とだったわけですが、入り込み客とか宿泊客が減少する中、安価な宿泊だけで帰るよりも市内

を来訪された観光客に市内で半日、あるいは１日というような時間を過ごしていただく、観光

や自然の中での散策などを含めた時間を過ごしていただいて、多くの市民と交流しながら観光

とか、最低食事ぐらいは笛吹市でしていただくようなこともよいのではないかと考えておりま
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す。 
 中心市街地の活性化は喫緊の課題としている市長でありますが、今議会の施政方針の中でも

桃源郷宣言をしたいと言っておられましたが、そのために桃源郷プロジェクトをおおぜいの市

民の意見を聞きたいということですが、桃源郷宣言あるいは桃源郷プロジェクトにつきまして

具体的にどのような組織でどんな取り組みをするのか市長からお聞きしたいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、豊角産業観光部長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 市内全域を観光資源として捉え、市内での散策を楽しんでいただき、食事なり、さまざまな

面での地域活性に結びつけるといった観光になると思います。今までの観光とすると、ややも

すると行政が主体的な行動をとったわけなんですが、今後の展開とすると行政のみならず観光

関連団体、ＮＰＯも含めた中で連携を図る中でそれぞれが持つ特色を生かす、また行動を起こ

す、こういった発想のもとに観光施策については取り組んでまいりたいと思っております。 
 またゆっくり滞在していただいて、笛吹のよさをさらに探求していただくという観点から申

しますと、着地型の旅行プラン、こういったものもアクションプランの中で盛り込んでおりま

すが、春から秋にかけての花あるいは紅葉、あるいは夏の農業、これについてはフルーツ狩り、

またその合間にありますお祭り、それから笛吹市にさまざまあります歴史、それから百名山を

代表するウォーキングプラン、こういったものについて個人がそれぞれの趣味趣向に合わせて

楽しんでいただけるようなプランを立ち上げる中で、これについても観光関連の情報、旅行業

者にも電子データとして、またホームページ等についても一般のお客さまが安易に見られるよ

うな、アップするということで広く観光宣伝のほうにも結び付けていきたいと、こんなふうに

考えております。 
 以上でございます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 梶原清君。 

〇６番議員（梶原清君） 
 最後に市長が言っている桃源郷プロジェクトについて、再度お願いしたいと思います。 

〇議長（前島敏彦君） 
 答弁を、倉嶋市長。 

〇市長（倉嶋清次君） 
 これから動きをつくっていきたいと、このように思っております。昨日今日の事例で言えば

昨日は一宮の有志の皆さん、新聞にも出ていますけども一宮を考える会という皆さんがマップ

作りをやって、私のところに届けてくださいました。それから数日前でありますが、スコレー

センターに夜、行きましてボランティアガイドの皆さんと１時間ほど意見交換を行いました。

こういう動きが地域の中でどんどん広がってきているということに対して、私は大変頼もしく

思っております。われわれ行政もしっかり旗を振りますけども、その旗を振る以前にどんどん

動きができてきている。この動きをどんどん広げていけば、おのずと桃源郷プロジェクトも走

り出すというふうに考えております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 
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〇議長（前島敏彦君） 
 梶原清君。 

〇６番議員（梶原清君） 
 ありがとうございました。 
 以上、誠和会の代表質問といたします。ありがとうございました。 

〇議長（前島敏彦君） 
 以上で、誠和会の代表質問を終わります。 
 ここで、暫時休憩いたします。 
 再開を１５時５０分といたします。 

休憩  午後 ３時３８分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ３時５０分 
〇議長（前島敏彦君） 

 再開いたします。 
 続いて、公明党の代表質問を行います。 
 中川秀哉君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 
 それではただいま議長の許可をいただきましたので、公明党を代表いたしまして質問をさせ

ていただきます。 
 今回の質問内容は倉嶋新市長の市政運営方針、ならびに予算執行について伺うということで

ございます。 
 昨年の衆議院選挙におけます政権交代後、自公政権がまた再び進みまして日本の再建のため

矢継ぎ早の経済政策が進みました。この中で笛吹市といたしましても、倉嶋新市長のもと市当

局のさらなる事務事業の見直しや行財政改革等を積極的に推進してきたと思いますけれども、

では具体的にどのような点について取り組みがなされたのか、以下のとおり市長のご見解を伺

います。 
 はじめに今回、厳しい財政状況の中で特に市長がこの点に留意されたというポイントについ

て市政運営の方針を伺います。 
 ２番目といたしまして、昨年１１月２８日に私ども公明党会派が市長にうかがいまして、平

成２５年度予算編成要望を提出させていただきました。この内容につきましては①としまして

安全・安心対策、②としまして子育て・福祉対策、③といたしまして教育政策、④といたしま

して環境・基幹産業（観光や農業）政策、⑤といたしまして若者支援政策、⑥といたしまして

中小企業支援政策など、合計２１政策を提出させていただきました。この点について、お伺い

いたします。 
 ３番目といたしまして、今回の自公政権によりまして平成２４年度大型の補正予算が約１５カ

月を通して行われる予定でございます。その中で特に笛吹市の中でも中小企業・小規模事業者

の資金繰り、この支援についてはここの笛吹市の中でも一番喫緊の必要な状況ではないかと思

われます。この点について、お伺いいたします。 
 さらに、小規模地方公共団体におけるＬＥＤ街路灯導入促進事業、これについても私が昨年

の１２月議会でも述べました。これは防犯灯についてでございますけども、リース方式の事業
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についての補助、これが今回、街路灯についての補助になりますけども、環境省のほうから１１億

５千万円予定されております。この点について、ぜひ笛吹市としても取り組んでいただきたい

という思いで質問させていただきます。 
 ４つ目といたしまして、２５年度の当初予算の件につきまして、このうち市の大型施設整備

事業について、さらに今、話題になっております公共施設の屋根貸し事業について、この２点

についてお伺いしたいと思います。 
 以上、代表質問といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 当局の答弁を求めます。 
 市長、倉嶋清次君。 

〇市長（倉嶋清次君） 
 公明党、中川秀哉議員の代表質問、市政運営方針ならびに予算執行事業についてお答えしま

す。 
 はじめに、市政運営方針についてであります。 
 今議会開会日の施政方針演説でも申し述べさせていただきましたとおり、私の市政運営の基

本的な姿勢は開かれた市役所、公平・公正で透明性の高い市政でございます。 
 情報公開を積極的に推し進め市民の誰もが知りたい情報を容易に得ることができ、市民の声

が届く開かれた市役所を目指してまいります。情報公開につきましては、市役所が知らせたい

情報はもちろん、市民が知りたいであろう情報をさまざまなメディアを活用し、また私自身の

言葉を使って積極的に発信したいと考えております。 
 市民の声が届く市役所に関しましては、今回開催したような大きな括りの市民ミーティング

ではなく、きめの細かい、例えば行政区をはじめとしたさまざまな団体の方々と膝を交えて談

義したいと考えております。その中で私の考えを語り皆さまの思いを伺い、市の将来のあるべ

き姿の実現に向けて公平・公正な視点を欠かすことなく、皆さまと一体となって取り組んでま

いりたいと考えております。 
 次に、予算編成要望について措置状況はについてであります。 
 平成２５年度の予算編成にあたり、貴重なご提言をいただき感謝を申し上げる次第でござい

ます。この場において、一つひとつの政策提言における予算措置状況をご説明申し上げること

は控えさせていただきたいと存じますが、各政策提言については担当部局において慎重に検討

および審議を行ってまいりました。 
 施策別枠配分方式の限られた財源の中で、中学生までの医療費の無料化、おたふくかぜ、水

ぼうそう等の予防接種への助成の追加など、予算化が実現した事業もいくつかあるところでご

ざいます。しかしながらご提言の中には財源の問題も含め、市独自では現在のところ解決でき

ないものも多数あるところでございます。 
 貴重なご提言でありますので今後、国や県ならびに関係機関にも積極的に働きかけを行い、

可能な限り実現に向けて取り組んでまいりたいと考えております。 
 次に中小企業・小規模事業者の資金繰り支援およびＬＥＤ街路灯等導入促進事業への予算措

置についてであります。 
 中小企業・小規模事業者の資金繰り支援事業につきましては国から日本政策金融公庫、なら

びに金融機関をとおして中小企業へ資金援助される事業であることから、自治体が直接関与い
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たしませんので予算措置等はしておりません。 
 また、小規模地方公共団体におけるＬＥＤ街路灯等導入促進事業につきましては、具体的な

計画の作成を専門業者に委託するための経費について、全国で５０団体ほどを支援するという

ものであり、本市においては現在、要望する段階に至っていないと判断し予算措置を見送った

ところであります。 
 次に、大型建設事業および公共施設の屋根貸し事業への予算措置についてであります。 
 まず大型建設事業につきましては多機能アリーナの建設事業は中止、バイオマスセンター建

設事業は凍結することといたしました。 
 残りの３事業である砂原橋架け替え事業、石和温泉駅周辺整備事業および八代ふるさと公園

整備事業につきましては、新市の基盤整備として必要性があるとの判断のもと予算付けを行い

早期完了を目指してまいります。 
 また、公共施設の屋根貸し事業については施設の管理面等、課題もあり、これにつきまして

は引き続き導入について検討してまいりたいと考えております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 再質問を行います。 
 中川秀哉君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 
 ご答弁ありがとうございました。それでは、各論に入らせていただきます。 
 まずは昨年の１１月の要望に関して、お伺いいたしたいと思います。 
 まず安全・安心対策につきましては明日、会派の渡辺議員からも質問がございます。老朽化

対策、また長寿命対策等々ございますので、この点につきましては控えさせていただきます。 
 ２番目の子育て福祉対策の中で、先ほどご答弁もいただきました。医療費窓口無料化、これ

を中学３年生まで拡大をしていただけるということで大変感謝をいたしまして、また敬意を表

したいと思います。さらには今回、肺炎球菌、水ぼうそう、おたふくかぜ等々のワクチンにつ

いても公費助成をお願いできるということではございますが、このうちもう１つ、妊婦検診等々、

これまで単費の予定であった内容につきまして、この件について今後どういうふうな形になる

のか、保健福祉部長にお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 当局の答弁を、荻原保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（荻原明人君） 

 公明党、中川秀哉議員の再質問にお答えいたします。 
 昨年１１月に出されました要望書のうちの子育て福祉施策、何点か項目がございまして、そ

の中で妊婦健診１４回の定期健診、それからヒブ、小児用肺炎球菌、また子宮頸ガンワクチン

の定期接種化を進め、公費助成の恒久化を求める件でよろしいでしょうか。はい。 
 今この国では子宮頸ガン、それからヒブ、小児用肺炎球菌の３ワクチンの接種につきまして、

これまでは任意の接種でありましたけども、平成２５年度から恒久化する方針を昨年暮れに決

定がされたと。これは予防接種法を改正して、この３ワクチンを定期の予防接種ということで

位置付けて平成２５年度から実施をする、施行するという内容のものであります。 
 本市では定期化されました予防接種につきましては、原則として公費負担として実施をして
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おりますので、この予防接種法の改正案が成立いたしますと、これまでと同様に自己負担金を

支払うことなく、予防接種が受けられるということで実施してまいります。 
 それから妊婦健診１４回と、あと乳児健診２回がございますけども、平成２５年度からはこ

の妊婦健診と乳児健診の内容が一般財源化されてまいります。すなわち国からの補助金はなく

なるわけでありますけども、その重要性を考慮いたしまして、今後も妊婦健診の１４回の実施

と乳児の２回の健康診査は今までどおり受けられるように、市単独で事業を継続してまいりた

いと考えまして、この平成２５年度当初予算に予算のほうを計上させていただいたところであ

ります。 
 よろしくお願いいたします。以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 中川秀哉君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 
 ありがとうございました。もう１つ、子育て福祉の中で、これは市長も以前、民生委員をお

務めいただいたというご経験からもあると思うんですが、最近よく孤立死が多くなっておりま

す。このゼロを目指していくために民生委員や地域包括支援センターなど、既存の地域見守り

体制を充実・強化をするとともに、民間事業者からの情報提供等を含めた総合的な命を守るネッ

トワークの構築を求めるという政策の提案をお願いしているわけでございますが、この点につ

いてご答弁いただきたいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を求めます。 
 荻原保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（荻原明人君） 
 中川秀哉議員の再質問にお答えいたします。 
 やはり昨年の１１月にいただきました要望書の中で、孤立死ゼロを目指した地域の見守り隊

制の充実強化についての要望でございました。現在、一人暮らし高齢者を対象といたしまして

市では見守り事業を実施しております。地域の民生委員さん、また消防本部などのご協力をい

ただきまして、ふれあいペンダント、緊急通報システムを実施しております。 
 また民間事業者に協力を依頼いたしまして、一人暮らしの高齢者の見守り事業、それから配

食サービスによる見守りなども行っております。このへんにつきましては、引き続き平成２５年

度も実施をしてまいります。 
 またご質問の地域の見守り体制を充実させるための施策ですけども、高齢者見守りネットワー

クの仕組みづくりについての協議・検討を行っているところであります。このネットワークは

警察、あるいは消防などの公の関係機関、また地域の実情に精通されている民生委員さんなど

各種の団体に声掛けをさせていただきまして、行政と地域が連携を図り、地域ぐるみで見守り

ができるような仕組みづくりを目指しております。 
 今後の取り組みにつきましては、各種団体等からご意見をいただきながら地域ぐるみで見守

りができる仕組みづくりの構築につきまして、さらなる検討を重ねていきたいと。できるだけ

早い時期に構築できるよう、進めてまいりたいと考えております。 
 以上で答弁とさせていただきます。 
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〇議長（前島敏彦君） 
 中川秀哉君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 
 ありがとうございました。 
 続きまして、教育政策についてお伺いします。 
 この点の中では特に特別支援教育を拡充するために、小中学校等に特別支援教室において発

達障害などで読み方が困難な児童、また生徒のために、いわゆるデイジー教科書というものを

採用されているところがございます。この先進事例を私ども公明党会派といたしましても

２０１０年の９月に大阪の社会福祉法人 日本ライトハウス情報センターで実際に研修させて

いただきました。ここで特に奈良のＮＰＯ法人のデイジーの会というところが主催して、マル

チメディアデイジーの教科書を提供する、いわゆる本を読むということが難しいという方に対

して、パソコンなどの機械を使った上でその方に合った速度、または文字の大きさというもの

を自在に編集できるような形のソフト、これが今は教科書も対応できるというふうにもなって

いるそうでございます。 
 笛吹市といたしましては学校施設、パソコンも導入していただいたという経緯もございます。

ぜひ今後、このソフトを利用していただいた授業の展開を求めるところでございますが、これ

についてお伺いしたいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 当局の答弁を求めます。 
 仲澤教育部長。 

〇教育部長（仲澤和朗君） 
 公明党の中川秀哉議員の再質問でございますが、デイジー教科書の導入についてということ

でございます。 
 デイジー教科書というのは今、中川議員のご説明がございましたように、通常の教科書を音

声、または文字にして発信して通常の教科書と同じようにというような情報システムでござい

ますけども、今現在、笛吹市におきましてはデイジー教科書を利用している学校はございませ

ん。けども今ご質問のように大変、教育効果には優れたものだというようには期待をしており

ます。そこで私ども先ほど来、特別支援学級につきましてはご質問いただいておりますように、

それぞれの障がいを持った子どもたちに合わせて教材備品等を整備させていただいております。

例えば弱視でいえば拡大鏡、難聴の子どもでいえば音声拡大機、または電子黒板もその１つで

ございます。そういった形でその子に合った状況のものについては、それぞれ整備をさせてい

ただいておりますけども、この４月にはまた新たな備品といたしまして、その子どもに合った

デイジー教科書ではございませんけれども、デジタル教科書というものを私ども３月補正に計

上させていただいております。その障がいの子どもに合わせたものをということで計上させて

いただいておりますので、またその効果も期待しているところであります。 
 そんなことで、大変私どももこのデイジー教科書については期待しているところでございま

すから、これからさらに検討していきたいと考えております。 
 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 中川秀哉君。 



 ８４ 

〇１３番議員（中川秀哉君） 
 ありがとうございました。まさにこれは発達障害の生徒さんだけではなくて、一般の生徒さ

んもちょっとスピードが遅くなるだけでも、すごく集中して見られるという効果もあると伺っ

ております。ぜひまたそういった形で取り組みを進めていただければと思います。よろしくお

願いいたします。 
 続きまして先ほどご答弁ありました、いわゆる屋根貸しの事業等々ですね。すでに北杜市や

甲府市、また韮崎市もかなり大規模なパネルを付けての事業をされているというふうに伺って

おります。この屋根貸し事業について、どのような取り組みをされているのか。この４番の環

境政策の中の再生可能エネルギーの導入値ということで、質問させていただきたいと思います。

よろしくお願いします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 当局の答弁を求めます。 
 河野市民環境部長。 

〇市民環境部長（河野修君） 
 中川議員の再質問にお答えいたします。 
 再生可能エネルギーの導入ということで、現在、家庭におけます自宅の屋根に付けていると

いう方が今、本当に申請が多くございまして、本市でも補助金の交付をしているところでござ

います。また当初の予算が不足するということで、補正予算もお願いしたところでございます。 
 さてそこで屋根貸しでございますが、屋根貸しにつきましては買い取り価格制度というのが

出まして、電気事業者が公共施設の屋根を借りて、そこで発電をして、東電に売っていくとい

うことになります。現在、笛吹市におきましては先行して小中学校の屋根等には、もうパネル

が設置されているところがございます。ですから、本市におきましてはどの程度の屋根に何キ

ロワットくらいの設置が可能か、調査している最中でございます。電気事業者によりますとお

おむね１千キロワットぐらいが発電できる屋根がほしいということでございまして、今、調査

中でございます。 
 なお、先ほど答弁にありましたように、やはり屋根に乗せるということですので、乗せます

と２０年間はそのまま発電をするということになりますので、管理面等も踏まえて検討を今、

進めているところでございます。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 中川秀哉君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 
 ありがとうございました。そのほかにも若者支援政策や中小企業政策等とありますけども、

先ほど市長からのご答弁もいただきましたとおり、しっかりまた私どもも新たな政策も見つけ

ながら、またご提案をさせていただきたいと思います。 
 最後となりますけども、一番直結の市長の市政運営方針についての再質問といたしまして、

昨年１２月２日、笹子トンネルの事故があったということもありまして、そこで市内の幹線道

路の中で御坂の新トンネルにも同じような工法があったと。県内では愛宕トンネルにも同じよ

うな状況があるということがありました。 
 先ほど来からの質問の中にございますとおり、昨年から今年にかけて観光面でもかなり石和
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温泉、また春日居温泉を含めた利用者減少、またトンネルへの不安等々があったというふうに

聞いております。県では早速、県知事が国土交通大臣また安倍首相に対して、この要請また早

期の回復を伺ったと聞いております。二度にわたって、昨年と今年にかけて行かれたというふ

うに聞いております。 
 市といたしましてもこの間、２割か３割、減少したという部分の回復につながるための何か

方策を打ち立てられているのかどうか、この点についてお伺いしたいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 当局の答弁を求めます。 
 豊角産業観光部長。 

〇産業観光部長（豊角英人君） 
 再質問にお答えいたします。 
 昨年度起こった笹子トンネルの天井板崩落事故、観光客減少にさらなるダメージを与えたと

いうことになります。結論的に申しますと２割強の例年対比減少率というようなことも聞いて

おります。その中で県と合わせてになりますが、談合坂での迂回路の宣伝、それから笛吹ある

いは石和温泉郷にとっての安全・安心というＰＲ、これについても積極的な宣伝活動を行って

まいりました。２月８日の全面開通に向けて、やや客足は戻っているものの笛吹の持つ観光資

源、あるいは石和温泉、春日居温泉も含める中で安心・安全な施設である、こういったものに

はさらにＰＲ、宣伝活動は引き続き行ってまいりたいと思っております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 中川秀哉君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 
 ありがとうございます。なぜ、こういう質問をしたかと言いますとお隣の甲州市、また大月

市のほうでは今回の崩落の関係でかなり積極的な取り組みをされて、特に観光客減少につなが

る流れについては中日本高速道路、また国土交通省に対して利用区間の無料化を訴えたという

ような話も聞いております。この打撃は一宮、御坂インターを持つこの笛吹にとっても大きな

点にもなると思いますので、ぜひまたそういった部分についても近隣の市とともに強いリーダー

シップを持って進めていただきたいという観点から質問させていただきました。 
 また新御坂トンネルにつきましても、迂回路として使われている中でもそういう状況があっ

たと。ケガ人はなかったようですけども、車がダメージを受けたということもあります。命の

道でございますので、ぜひそういう部分についても早期の対策を講じるように県また国のほう

へ訴えていただきたいと思います。 
 そこで最後に市長に強いリーダーシップをとっていただくために、この観光、農業、中小企

業、また安全・安心対策ということで、この市長の手腕をもっていただいて、今年１年、また

任期４年間の中で強いリーダーシップをとっていただくための決意をいただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 当局の答弁を、倉嶋市長。 
〇市長（倉嶋清次君） 

 中川議員の再質問にお答えいたします。 
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 観光、農業、さらには市内の中小企業の、いわば活性化に向けての決意ということでござい

ます。これは先ほど来、強調してきておりますように本当に市政の当面する最重点課題だとい

うふうに思っております。今後、関係の皆さま方のご意見をしっかりお聞きし、また議会の皆

さま方からのご提言もしっかり受け止めながら、スピード感を持って対策を講じ、できること

からどんどん取り組んでいくと、こういう方針で臨みたいというふうに考えておりますのでご

理解とご協力のほどをよろしくお願いいたします。 
 以上をもって、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 中川秀哉君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 
 以上で、公明党会派の代表質問に代えさせていただきます。ありがとうございました。 

〇議長（前島敏彦君） 
 以上で、公明党の代表質問を終わります。 
 続いて、日本共産党の代表質問を行います。 
 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 
 日本共産党を代表いたしまして、代表質問を行います。 
 まず安倍内閣が発足して２カ月余りということですが、日本を取り戻すといって国粋主義の

憲法改悪、教育改革を進めようとしています。三本の矢による経済再生を打ち出していますが、

円安と株価上昇で喜びはしゃいでいるのは投機筋と多国籍企業でございます。自民党政治にお

いても、かつて所得倍増など国民の所得目標を掲げる時代もありました。アベノミクスには国

民の生活向上、所得控除の目標はありません。すでにわずか２カ月余りで原材料、食料、灯油、

ガソリン等は２％のインフレ目標どころか、物によって数％から１０数％も上昇し、暮らしと

営業を苦しめています。 
 所得は増えず物価ばかり上がる。これでは実質的な所得の減少になります。おまけに年金引

き下げ、生活保護基準の引き下げ、消費税増税、負担を増やすことばかりでございます。原発

問題においても３．１１以前への回帰が進められております。 
 こうした中でまず倉嶋市長の憲法、地方自治、市民の暮らしを守る決意を伺います。また、

脱原発首長会議への参加の意思を伺います。 
 次に、貧困による税滞納者への福祉サービス制限の見直しを求めるということでございます。 
 私は１２月議会で笛吹市営住宅条例の一部改正について、うかつにも賛成してしまったこと

を深く反省しております。この場をお借りいたしまして、市民の皆さんにお詫び申し上げます。 
 この中には、地方税の滞納者に公営住宅の入居資格がない旨が書かれております。もともと

公営住宅は、住宅に困窮する低額所得者に対する福祉対策でございます。市民税や国保税を払

いたくても払えない困窮者が増えている中で、税滞納者を一律に入居無資格とすることは、憲

法２５条、そして公営住宅法１条の目的にも、また市民を守る立場にも反するものだと思いま

す。市営住宅条例第６条６項を削除する考えがあるか伺います。 
 他の福祉施策において、税滞納者を一律に対象外とする理由には何があるでしょうか伺いま

す。それらを見直す考えがあるか、伺います。 
 ３つ目の質問でございます。財政見通しを分かりやすく示し、議論を起こしていただきたい
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ということでございます。 
 合併市町村の財政は激動します。こうした時期には実質公債費比率など財政指標はほとんど

役に立たず、逆に財政の見方に混乱をもたらすと思っております。事実、この間の財政指標に

基づく議論が何をもたらしたのか、そのときどきの都合で健全だとか厳しいとか言ってきただ

けでございます。将来財政がどうなるのか、何を改善していったらいいのか、なんら建設的な

議論には結びつかないのではなかったかと思います。合併特例措置が完全になくなる平成３２年

以降、数年間、ここが大事なわけだったわけですけども、この間、再三の要請もかかわらず、

この点、長期財政シミュレーションがつくられなかった、そのためにこの建設的な検討という

ことが市民の間でも、この議会の場でもなかなかやれなかったというのが実態ではないでしょ

うか。長期財政シミュレーションの作成と、それに基づく財政および施策の検討が必要だと思

いますが、いかがでございましょうか。 
 ４つ目に、総合特区構想について伺います。 
 多くの市民が総合特区という言葉に関心を示しながらも、イメージがつかめないと言ってい

ます。私にも市民にもイメージだけでも分かるように示していただきたいと思います。 
 なお、私は都市との交流について普段は戸付き市民農園として、緊急時には都市は大変なこ

とになります。都市住民の疎開先としての利用の場なども構想に含めて、地域活性化を図って

ほしいと思っております。その際にはぜひ山梨県人会、そうした方々も協力を得たり、あるい

はそうした人たちの避難先ということで、相互の協力関係ということができるのではないかと

思います。 
 私は総合特区に指定されることより、総合特区構想によって農業分野でも観光分野でも新し

い意欲的な取り組みが生まれること、それが笛吹市全体の取り組みになることに意義があると

思っておりますが、市長の考えはいかがでしょうか。 
 最後に、教育の諸問題への対処について伺います。 
 全国でいじめや不登校、体罰や不祥事への対処のあり方が大きな問題になっております。笛

吹市教育委員会のこれらの問題への対処の基本的な考えを伺います。 
 社会において、特に教育において人権、人格を蹂躙する暴力および専制支配は否定すべきも

のと思いますがいかがでしょうか。きっぱりと否定すべきだと思いますが、いかがでしょうか。 
 教育問題に関して、教育的配慮は大変重要でございます。しかし、教育的配慮を口実にした

ことなかれ主義が全国にはございましたが、笛吹市ではそうした事態はないでしょうか。 
 数年前の教師の事件に関し、被害者に配慮して子どもたちには都合で先生は退職したと説明

がありました。子どもたちは都合で退職したのではなく、先生は大変な犯罪を起こしてしまっ

た、そのことでいられなくなった、みんな知っておりました。こういうときにきちっとした対

応をすることは非常に大切だと思います。私、すべての子どもたちから聞いたわけではないん

ですが、何人かの子どもたちが先生は嘘をついている。学校はごまかしている。こういう声が

聞かれました。こういうことが学校に対する、教師に対する信頼に大きく結びついて、また成

長過程に大きな影響を与えるものだと思います。この対応でよかったのか。被害者および当該

学年の子どもたちをフォロー、ケアしていくという話でございましたが、フォロー、ケアはど

うだったか、その成果はどうだったか伺います。 
 以上で１回目の質問を終わります。 

 



 ８８ 

〇議長（前島敏彦君） 
 当局の答弁を求めます。 
 市長、倉嶋清次君。 

〇市長（倉嶋清次君） 
 日本共産党、渡辺正秀議員の代表質問にお答えいたします。 
 はじめに憲法、地方自治、市民の安全と暮らしを守る決意を伺うについてであります。 
 日本国憲法の意義に関しては諸説があると承知しておりますが、私が思い浮かぶのは恒久平

和、基本的人権の尊重、国民主権と国民の生存権の保障、地方自治といった原理原則だと承知

しております。 
 日本国憲法は今日においても世界に冠たる進んだ内容を有するものであり、当面これを改正

する必要はないと考えております。 
 憲法は国を律するものと認識しておりますけれども、日本国憲法は地方自治の現場において

もその精神は生かされるべきものと考えております。したがいまして日本国憲法を守り地方自

治の本旨に基づき、市民の命と暮らしを守ることを肝に銘じて本市の舵取りをしてまいります。 
 原子力発電に関してはトイレのないマンションと批判されているように、放射性廃棄物の処

理方法が確立されていない現在、原子力発電の推進には私は否定的な考え方であります。 
 脱原発首長会議への参加でございますが、同会議の趣旨は新しい原発をつくらない、早期の

原発ゼロを目指すことを目的としていると認識しております。こうした観点から同会議への参

加につきまして、前向きに検討してまいります。 
 次に、貧困による税滞納者への福祉サービス制限の見直しを求めるについてであります。 
 １２月議会においては笛吹市営住宅条例の一部改正により、公営住宅への入居者資格要件の

１つとして地方税を滞納していないことのご承認をいただいたところであります。 
 公営住宅の入居については入居者・非入居者間、入居者相互間の公平を確保しながら、真に

住宅に困窮している者に対して住宅を提供できるようにしなければなりませんが、現実には入

居待ちの市民が多いことや家賃滞納が大きな問題となっております。 
 ご案内のとおり、公営住宅の建設・管理運営は国の補助をいただきながら、入居者の家賃収

入と市民の皆さまの税金を財源として進められているところであり、数限りある公営住宅を公

平かつ効率的に活用していくため、市営住宅条例第６条に第６項を加えたところであります。 
 しかしながら、公営住宅が住まいのセーフティネットであるとの考えから市民税や国民健康

保険税を払いたくても払えない困窮者のため、税滞納者を一律に入居無資格にしないよう、そ

の運用には十分な配慮をすることとし、万一、不都合が生じれば改廃も含めて検討することと

します。 
 また他の福祉施策についてでありますが、税の滞納者を一律に対象外とする福祉施策はござ

いませんが、税ではない介護保険料の滞納につきましては一部対象外とするものがございます。

介護保険料を滞納した未納者が介護保険サービスを利用する場合、介護保険法に基づき未納期

間に応じて、自己負担が通常１割が３割に引き上げられるなどのペナルティが課せられており

ます。 
 次に長期財政シミュレーションの作成と、それに基づく財政および施策の検討についてでご

ざいます。 
 議員ご指摘のとおり長期の財政シミュレーションを作成し行政経営を行うことは、市民サー
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ビスの水準を維持しつつ、健全財政を目指す上で欠かすことができないものであります。これ

は私の選挙における公約の大きな柱でもあります。 
 ご承知のとおり本市の普通交付税は合併特例期間が終了し、平成２７年度から一本算定化さ

れるため段階的に大幅に減少してまいります。このことに対応するためには、大胆な事務事業

の見直しや、さらなる行財政改革が必須であると考えております。さらに合併特例法の改正に

より、合併特例債の発行が５年間延長されたことから、今後の活用方法も検討する必要がござ

います。 
 市では例年５年間の中期財政計画を作成し公表しており、今後２４年度の決算見込みや新年

度の当初予算をもとに、国の補正予算などさまざまな要因を反映した中で策定し、６月議会で

ご説明したいと考えております。 
 長期財政計画につきましては、この中期財政計画をもとにクリアすべき課題や市政の運営方

針などを加味した中で、２５年度において検討してまいります。計画策定の上は早急に公表い

たしまして、将来の本市の財政健全化について、皆さんと一緒に議論してまいりたいと考えて

おります。 
 次に、総合特区構想についてお答えいたします。 
 地域活性化総合特区とは総合特別区域法に位置づけられているもので、実現の可能性が高い

先駆的取り組みを行う区域に、国と地方の政策資源を集中させることを目的に指定されるもの

であります。 
 このため、総合特区に指定されますと規制の特例や税制上の支援、財政上の支援、金融上の

支援など多くの特例や支援措置を受けることができる制度となっております。 
 本市は日本一の桃・ブドウ、多くの湯量を誇る石和・春日居温泉、豊富な歴史的資産、自然

美溢れる景観、首都圏から優位な交通環境等々、数多くの恵まれた資源を有しております。本

市を魅力溢れるまちにするためには、豊富な資源を組み合わせ、つなぎ合わせることが必要で

あり、その１つの手段として特区制度の活用が有効ではないかと考えております。 
 議員のおっしゃるとおり、構想を練る中で農業や観光の分野に新しい意欲的な取り組みが生

まれることと思います。このためまずは地域活性化に向けた市内外の方々や企業、各種団体と

の協議の中で生まれる、さまざまなアイディアや意欲的な取り組みを生かすことのできる仕組

みづくりを行ってまいります。 
 また、ご質問にありました戸付き市民農園等につきましても、このような取り組みの中で検

討してまいります。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 続いて、教育長より答弁を求めます。 
 坂本教育長。 

〇教育長（坂本誠二郎君） 
 日本共産党、渡辺正秀議員の代表質問、教育の諸問題への対処についてお答えいたします。 
 いじめ・体罰・不祥事につきましてはいかなる理由があろうとも暴力や人権侵害等、絶対許

されることではないと考えており、これらの問題に対する対処につきましては事実を確認した

上で法令に基づき厳正に対処していく所存であります。 
 また不登校への対応としましては、ふえふき教育相談室を中心に学校や関係各機関と連携を



 ９０ 

深めながら、一人ひとりに寄り添った対応をしているところであります。これらの問題につき

ましては事案が起きてから対応する対症療法的な対応ではなく、起きる前の積極的な取り組み

が大切と考えております。 
 いじめ・不登校につきましては子どもたちに自己肯定感や自己存在感が持てるよう、授業や

諸活動を工夫して展開しているところであります。また体罰・不祥事につきましては、教職員

に教育公務員としての倫理感や服務規律の確保の徹底を指導しているところであります。校長・

教頭等管理職は常に職員に目配り・気配りを行い、職員一人ひとりに言葉掛けを行うよう心掛

けております。それにもかかわらず、このような問題が起きてしまったときには経緯や内容を

しっかり精査した上で、迅速かつ適正に対処していかなければなりません。いわゆる、ことな

かれ主義や隠ぺい体質ではなく、悪いことは悪い、駄目なことは駄目と毅然とした態度で学校

を指導していく所存であります。現に平成２４年５月と１０月、教員の起こした体罰事案に対

して、市教育委員会では当該教師と校長を処分しております。 
 一方で、配慮しなければならないことがあります。それは被害児童生徒とその保護者の人権

の保護であります。教育現場で起きた事案すべてについて、情報を公開していくことが必ずし

もよいこととは限りません。社会的弱者である子どもたちの将来までしっかり考え、さらに保

護者の願いも聞いた上で、市教育委員会としての対応がおのずと明確になってくるものと考え

ております。 
 数年前の教師による不祥事についてでありますが、市教育委員会といたしましては学級が平

静に戻り、しっかりと落ち着くまでの間、県からのスクールカウンセラーを長期間配置すると

ともに複数の教員で子どもたちを見ていくようにも対応したところであります。 
 このことは被害者の人権や被害者の将来、さらに被害保護者の願いを最優先に考えた結果、

最善の対応だったと考えております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 申し上げます。 
 本日の会議時間は議事の都合により、あらかじめ延長いたします。 
 再質問を行います。 
 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 
 税滞納者に対する行政サービスの制限、流行り病のように全国で、まだそれほど数は多くな

いわけですが、広がっているところでございます。しかし、その理由を見ますと公平性の確保

とか、あるいは滞納意識の高揚とかそういったことを言っていますが、それがなぜ条例で制限

に結びつくのかというところは非常に曖昧であります。 
 私は補助金制限、入札制限、融資制限、こういうものの一部は制限があって然るべきだと思

います。補助、融資、契約、入札参加等の条件を満たさない、あるいはそれらの、例えば補助

金の目的を達成できないおそれがあるということに、やはりこの税の滞納というのはつながる

からであります。しかし、福祉や基本的な市民の権利であるサービスを制限してよいという理

屈はないと思います。税滞納者に対するサービス制限の根拠、先ほど言いましたように税負担

の公平性確保や納税意識の醸成が言われておりますが、極めて曖昧です。福祉や市民の基本的

権利に関わる行政サービスを制限してよいとする考え方、固く言えば法理論上の正当性・妥当
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性があればお示ししていただきたいというふうに思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 当局の答弁を求めます。 
 山下総務部長。 

〇総務部長（山下真弥君） 
 非常に難しい再質問でございますが、分かる範囲でお答えをさせていただきます。 
 まず補助、それから融資、これらについては一定のご理解をいただいているところでござい

ますが、福祉や住民サービスにつきましては、非常に制限をすることにつきましては問題があ

るのではないかと。その法的根拠についてというご質問でございます。非常に難しい問題でご

ざいますが、現在のところ条例上、制限を加える、そのときに上位の法令に照らして条例が正

しいかどうかという、こういう観点での検討が必要かと思いますけども、そのへんにつきまし

て今後、研究をしていかなければならないというふうに考えております。 
 議員ご指摘の点でございますけども、このへんで答弁させていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 
 ぜひ検討していただきたいということで、検討のもう１つとして市民サービスという表現を

使っておりますが、市民の基本的な権利でございます。これを、ではどこで線を引くのか。極

端な例を言えば、税金を払っていなければその権利が認められない。最終的に言えば、昔と同

じように税を払う人でなければ選挙権はないと。公民権に関わるようなものだと。そこへ線を

引くということはないと思いますけども、これは線の引きようがないんですよね。個別の契約

とか融資とかそういうものについては当然それなりの根拠は出てくると思いますけども、この

基本的な福祉や市民の権利という点については、これは線の引きようがない。やはり合理性が

ないわけです。そういうことを私、主張しますので、ぜひそのことも考慮しながら検討してい

ただきたいというふうに思います。 
 次に財政シミュレーションについてですけども、積極的なご答弁をいただいたんですが、む

やみにあれを削る、これを削るということではなくて、そういうものをしっかり見据えて、人

件費は果たして削れるのか、物件費だったら何が削れるのか。今、システムの更新をやってい

ますが、先ほどもちょっとお話を聞いたんですけども、従来はシステムの予算費というのはもっ

と大きくなるんではないかという見通しを持っていた元担当の方も、しかし今の技術の進歩の

中で新しい、この使うという、購入するんではなくて使用するという形をとる中で物件費は下

がっていくだろうと。これはもっと下げていこうというふうな具体的な検討が、このシミュレー

ションをすることの中でやれると思うので、ぜひこの点については力を入れていただきたいと

いうことでございます。 
 答弁は結構でございますが、それから特区関連でございますが、こういうことができるかと

いうことをちょっとお聞きしたいんですが、山付きの遊休農地というのはたくさん出ているわ

けで、しかもいい向きの斜面というのが太陽光発電にあるわけですよ。いくつも。そういった

中で昔、農地としてやっていたけども、今は山林と化しているようなところでも、これは農地

転用をしなくても、農業に例えばこの太陽光発電、ハウスに使うとかということを目的にして

つくる場合、これは農業施設として農地転用をしなくてもできるという可能性があるのかどう
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なのか。ぜひそういうことを検討していただきたいということで教えていただきたいというこ

とですが、よろしくお願いします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を求めます。 
 豊角産業観光部長。 

〇産業観光部長（豊角英人君） 
 再質問にお答えします。 
 遊休農地、特に山間部ですか、傾斜地等に太陽光発電の導入、これが農業生産に結びつくも

のであれば、当然ながら農振等の除外の対象になりません。しかしこれを売電する、１つの生

業として起こす場合については農振の除外関係、これは当然、必要となってきます。内容によ

りけり精査していく必要はあろうかと思います。 
 以上でございます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 
 農業というのは季節ものでございますので、当然、余剰電力も出ると思うわけでございます

が、そのへんも含めて速やかに積極的な施策を展開できるように方法を検討していただきたい

と思います。 
 教育関連でもう１つ、教育を受ける権利、学びの権利のいわば主権者というのは私は子ども

ではないかと思います。学校評価制度が導入されてから久しくなりましたけども、子どもたち

の評価はどのように掌握しているかということをお伺いしたいと思います。特に子どもたちの

学びの願いにどう答えているか。それから教師および学校への信頼感はどうかという点につい

て子どもたちの評価、その調査方法ともし結果が出ていれば結果を教えていただきたいと思い

ます。 
〇議長（前島敏彦君） 

 当局の答弁を求めます。 
 坂本教育長。 

〇教育長（坂本誠二郎君） 
 ただいまの再質問にお答えをいたします。 
 子どもの学校評価でございますが、その前に今、ご指摘がありましたように教職員に対する

一人ひとりの評価、それから教職員による学校評価、あるいは私もそういう務めをしてきまし

たが学校評議委員による学校評価、そういった中で学校教育目標に照らして、どこのところが

落ち込んでおり、どこのところが達成しているのかということで大変な作業でございますが、

今、学校現場ではそういった評価が行われております。 
 また児童生徒による評価についての質問でございますが、これもいろんな手法がございます

が、例えば一例ですが授業が終わったあと、今日の授業がよく分かったか、どうだったかとい

うことで授業の評価をしたり、それから学校長が教室をまわりまして子どもたちと授業につい

ての話をしたりということで、それを次の授業に生かしていくというような評価もございます。

子ども自身による教職員の評価ということはありませんが、保護者の学校に対する評価という

ものは各学校でも実施をしておりまして、当然その中には子どもの学校に対する、あるいは担
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任教師に対する評価等も含まれていると、そういうふうに認識しております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 
 子どもによる評価というと固い言葉になりますが、聞きよう、あるいはアンケートにしても

問いようはいろいろあると思うわけなんですが、ただ聞いてみますと各学校ごとにみんな違う

ということなんですが、これは各学校の自主性ということがございますので、一面いい点はあ

るわけなんですが、同時にそういう学校間の交流によって、やっぱりこれは必要だという一定

の統一した部分というのがないと、やはりその評価ということがきちっと出てこないと思うの

で、そのへんをぜひ研究していただきたいと思います。 
 そして最後に今年、学校教育プランの改定ということになりますが、この点についてはその

改定内容は広く教育関係者や市民の検討を待つことになると思いますけども、現時点で教育委

員会として改定のポイントはどこになると、どこにしたいというふうに考えているか伺いたい

と思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 当局の答弁を求めます。 
 坂本教育長。 

〇教育長（坂本誠二郎君） 
 ただいまの渡辺議員の再質問について、お答えをいたします。 
 午前中も問題が提起されましたけども、一番のポイントはまだそこまで詰めておるわけでは

ありませんが、児童生徒の人権、人格の保障ということに焦点を当てて学校教育ビジョンを考

えていきたいというふうに思っております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 
 どうもありがとうございました。ぜひ、そういうことで進めていただきたいと思うわけです

が、特に学ぶ権利から教育というのはあるんだという点を、上からその時代に合った人間をつ

くるんだということではなくて、やはり一人ひとりの成長をどう確保していくかということを

基本にしていただきたいと思います。 
 以上で私の質問を終わります。 

〇議長（前島敏彦君） 
 以上で、日本共産党の代表質問を終わります。 
 以上をもちまして、本日の議事はすべて終了いたしました。 
 次の本会議は明日２月２７日、午前１０時から再開いたします。 
 本日は、これにて散会いたします。 
 大変ご苦労さまでした。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

散会  午後 ５時００分 
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再開  午前１０時００分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（前島敏彦君） 

 改めまして、おはようございます。 
 ただいまの出席議員は２１名であります。 
 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 
 本日、傍聴と撮影の申請があり、これを許可いたしましたので報告いたします。 
 傍聴人に申し上げます。 
 傍聴人は議事について可否を表明し、または騒ぎ立てることは禁止されておりますので静粛

に願います。 
 また携帯電話の電源は切るか、マナーモードに設定をお願いいたします。 
 なお、議長の命令に従わないときは、地方自治法の規定により退場を命じますので念のため

に申し添えます。 
 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりであります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（前島敏彦君） 
   日程第１ 「一般質問」を行います。 

 今定例会では、８名から１６問の通告がありました。 
 質問は通告順に行います。 
 なお、関連質問につきましては申し合わせのとおり同一会派のみ５分間とし、通告者の質問

が終了したのちとなりますので、ご承知願います。 
 それでは順次、質問を許可いたします。 
 １５番、渡邉清美君。 

〇１５番議員（渡邉清美君） 
 公明党の渡邉清美です。２点、質問させていただきます。 
 はじめに、学校施設の老朽化対策についてお伺いいたします。 
 市区町村が所有、管理する公共施設の約４割を占める学校施設の老朽化が今、深刻な問題に

なっております。これらの施設は昭和４０年代から５０年代にかけての児童生徒急増期に一斉

に整備されたものが多く建築後２５年以上が経過している施設は全体の約７割を占めています。 
 昨年４月、文部科学省は学校施設のあり方に関する調査研究協力者会議のもとに老朽化対策

検討特別部会を設置し、老朽化した学校施設の再生整備のあり方や推進方策等についてのとり

まとめを行い、８月３０日に学校施設老朽化対策ビジョンの中間まとめをとりまとめました。 
 この中間まとめでは、従来のように施設設備に不具合があった際に保全を行う事後保全型管

理から計画的に施設設備を点検・修繕等を行い、不具合を未然に防止する予防保全型管理へと

転換を目指すことを求めております。 
 学校施設の耐震化が進んできている中、子どもたちのさらなる教育環境の向上と、そして地

域の防災拠点としての安全性を高めるためにも、建物の劣化診断や中長期計画の策定など、老

朽化対策を積極的に取り組んでいく必要であると思います。本市の将来の財政状況を見通しつ

つ計画的な整備の必要性を感じますが、この点につきましてご所見をお伺いいたします。 
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〇議長（前島敏彦君） 
 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、仲澤教育部長。 

〇教育部長（仲澤和朗君） 
 渡邉清美議員の一般質問、学校施設の老朽化対策についてお答えいたします。 
 本市において学校施設は昭和５０年代に建築されたものが多く、建築後３０年近くが経過し

た施設がほとんどでございます。一方、耐震診断に基づく耐震化は芦川小学校屋内運動場以外

の施設で実施済みとなっております。現在、芦川小学校屋内運動場の改築を進めておりますの

で、平成２６年度にはすべての学校施設が耐震化されます。 
 昨年８月、文部科学省が設置した学校施設整備のあり方に関する調査研究協力者会議におい

て、学校施設老朽化対策ビジョンの中間まとめが公表されました。この中で学校教育施設の老

朽化対策の現状と課題および今後の方向性が示されました。学校施設は子どもたちの学習・生

活の場であり、地域コミュニティや防災の拠点であることから安全面、機能面からも耐震化が

終了した時点で老朽化対策に取り組む必要があると考えております。 
 市では現在、公共施設白書の作成を行っており、学校施設に限らず市が管理する公共施設の

運営状況、利用実態等を調査し、さまざまな角度から整理・分析することによって今後の再整

備・再配置に生かすものであります。特に学校施設においては教育内容・法律等の変化に対応

する学習環境を確保し、児童生徒数の動向を見据え、中長期的な展望に立った計画的な整備を

進めていく必要があります。 
 またその際には従来の改築だけでなく、劣化の状況に応じて改築より経費を節減できる長寿

命化改修等を含め、検討してまいりたいと考えております。 
 学校施設の老朽化対策は今後、取り組むべき重要な課題であると認識しておりますが、厳し

い財政状況の中でより効率性を考慮しながら進めてまいりたいと考えております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 再質問を行います。 
 １５番、渡邉清美君。 

〇１５番議員（渡邉清美君） 
 ありがとうございました。 
 今、芦川のほうの学校のことですけども、耐震化ということでもってお話がありましたけど

も、これは芦川ばかりではありませんけども、すべての小中学校におきまして非構造部材側の

耐震化はすでに結構終わっていますけども、東日本大震災でも体育館の中の照明器具、またガ

ラス、外壁、内壁、それが壊れて亡くなった方もいらっしゃいます。そういった非構造部材の

耐震化というか、しっかりとそういうものが落ちてこない、そういう処置はご検討なさってお

られるでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を求めます。 
 仲澤教育部長。 

〇教育部長（仲澤和朗君） 
 再質問にお答えいたします。 
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 非構造物の耐震化につきましてでございますけども、今、県のほうにおいてもそういった調

査を行っております。学校では特に目視という形の中で調査をさせていただいておりますけど

も、必要に応じてその非構造物につきましても耐震化について進めてまいりたいと考えており

ます。 
 以上で答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 渡邉清美君。 

〇１５番議員（渡邉清美君） 
 ガラスなどの対処ですけども、中央市などは早くに取り組んでおりますので、そういった面

もしっかりとお願いしたいと思います。 
 そして劣化診断というか、そういったことが行われたでしょうか。それがもし行われたとし

たら結果を教えていただきたいんですけども。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を求めます。 
 仲澤教育部長。 

〇教育部長（仲澤和朗君） 
 劣化診断でございますけども、劣化診断自体については私、業者のほうに発注したというこ

とはございませんけども、各学校の校長あるいは私どもの施設担当のほうで確認させていただ

きながら、その状況については把握しております。 
 以上で答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 渡邉清美君。 

〇１５番議員（渡邉清美君） 
 先ほど目視というお話がございましたけども、やはりしっかりと業者のほうに入っていただ

いたほうがいいような感じがしますし、またそういったものも国のほうで予算化されるような

運びもありますので、ぜひよろしくお願いいたします。 
 それと中長期計画のほうですけども、これにはやはり学校施設の教職員の方々、また保護者

の方々、また市のこういった関係者、そういった方々が一緒になってそういう検討をしていく

のかどうか、その点をお聞きいたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を求めます。 
 仲澤教育部長。 

〇教育部長（仲澤和朗君） 
 耐震診断も含めまして中長期計画でございますけども、私どものほうでは先ほど答弁させて

いただきましたように昭和４０年代の後半から５０年代の建物がほとんどでございます。ただ

し、そうは言いましても耐震化を含めまして大改修の工事を合併以前に行っております。そう

いったことも含めまして、古い建物からということで、ただ改修だけということではなくて、

年度もございますし、その当時の建物の具合もございますから、そういったものを含めまして、

計画的な改修を行っていきたいと考えております。 
 以上で答弁といたします。 
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〇議長（前島敏彦君） 
 渡邉清美君。 

〇１５番議員（渡邉清美君） 
 私たちも中学校とか小学校の入学式、卒業式などうかがわせていただいておりますけども、

私は八代ですので浅川中学校のほうに行きます。老朽化ということではございませんけども、

そこが防災拠点になるときに感じますことは、体育館に行くところの階段の下がかなり急勾配

になっていまして滑りやすい。とても障がい者の方がそこを通るとしたら、ちょっと大変な場

所がございますので、そういった視点もまた配慮に加えていただきたいと思います。 
 それと先ほど、やっぱり学校の教育強化というかそういうところにちょっと話が入ったのか

なと感じましたので、ちょっと付け加えさせていただきますけど、理科の教科の関係の研究の

部材とかそういったものにも今後、予算化がされるようですけども、そういった計画もござい

ますかどうか、ちょっとすみません。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を求めます。 
 仲澤教育部長。 

〇教育部長（仲澤和朗君） 
 浅川中学校の関係でございますけども、浅川中学校は昭和４８年、４９年に建築された建物

だと承知しております。議員おっしゃるとおり耐震診断は済んでおりますけども、内部的に不

具合な部分がございますから、それにつきましては、来年度以降の予算計上をさせていただき

まして対応させていただければと考えます。 
 また理科備品につきましては一昨年ですか、国の補助金を使いまして理科備品の一斉の整備

をさせていただきました。ほとんどの小中学校で細かい部分までの理科備品については整備を

されたと思っております。来年度の予算には計上してございませんけども、現状では従来から

の理科備品については、十分に学校のほうでは取り揃えてあるというように承知しております。 
 以上で答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 渡邉清美君。 

〇１５番議員（渡邉清美君） 
 ありがとうございます。理科備品につきましては、少し安全性という面で今、ちょっと質問

させていただきました。以前、私も質問いたしましたけどもアスベストを使っている物質もあ

りますので、その点、しっかりとすべてを変えていただきたいと思います。 
 次に入っていいですか。 

〇議長（前島敏彦君） 
 ２問目の質問を許します。 

〇１５番議員（渡邉清美君） 
 ２点目としまして橋などの橋梁、また道路、また河川、上下水道などの防災・減災について

お伺いいたします。 
 １９５０年代後半の高度経済成長期に整備され、こういったものが本当に今、耐震化する、

またコンクリート構造物の寿命が５０年から６０年といわれていることから、一気に更新する

時代に入ってまいります。そこで、質問させていただきます。 
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 橋梁は何年ごとに健全度を点検し、また鋼材の腐食を防ぐ表面塗装や橋脚の補強などの長寿

命化、また耐震化がどのように進んでいるのか。また、このうち災害時の緊急輸送道路の橋の

耐震化はどのくらい進み、また何年までの完了を目指しているのか。また河川の水門、排水機

場などの耐震化、また老朽化対策などの保全計画の策定はどのくらいまで進んでいるのか。 
 また上水道などは耐震性の強いダクタイル鋳鉄管などの取り替えが済んでいるのか。また配

水管の継ぎ手部分の耐震化は何％ぐらいになっていて、また今後の計画はどのようにお考えな

のか。また阪神・淡路大震災では、神戸地区の電話回線ケーブルの被害は、地中線は架空線の

８０分の１に済んだといったことから電線の地中化の必要性を感じられますが、このことにつ

いてどのようなお考えを持っていらっしゃるのか。 
 今後、こうしたインフラの計画的な更新の促進をしていくことが大変重要ではないかと思い

ます。高い、多くの財源を費やすこの費用、整備の予算というものを考えますと中長期計画を

して、長くもたせることに力を注ぐことによって費用の大幅な縮減ができるのではないかと考

えます。今の最新の技術をもって、これらを１００年以上延命させることができる事業ではな

いかと考えます。 
 橋梁また道路、河川、上下水道などのこうした社会資本について、将来の状態を予測しつつ

計画的・効率的な整備、そして管理の手法である本市のアセットマネジメントについて、お考

えいたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、斉藤建設部長。 

〇建設部長（斉藤寿君） 
 渡邉清美議員の一般質問にお答えさせていただきます。 
 はじめに、橋梁の長寿命化や耐震化の取り組みと緊急輸送道路にあたる橋の耐震化の現状は

どうか、また何年までの完了を目指しているのかについてお答えいたします。 
 橋梁の点検につきましては、平成２３年３月に笛吹市道橋梁長寿命化基本計画を策定し、さ

らに本年度、笛吹市道橋梁長寿命化修繕計画で市道の等級、第三者施設への影響、緊急輸送道

路、損傷の進行などの要因を考慮して各橋梁の点検を設定する計画となっております。 
 また補強・補修の取り組みでありますが、修繕計画に基づき鉄道や中央自動車道をまたぐ橋

梁と山梨県で定めている第２次緊急輸送道路を合わせた１０橋について、平成２５年度より実

施設計を行い、平成３０年度までに修繕等の完成を目指しております。 
 次に河川の水門、排水機場などの総合的な保全計画の策定についてお答えいたします。 
 河川の水門の保全計画の策定は行っておりませんが、農林土木課で管理している樋管・水門

における作動・安全点検は、甲府河川国道事務所が毎年定期的に行っている許可工作物の履行

検査において実施され、安全確認が行われております。 
 そのほかの施設は土地改良区、水利組合、関係区等が管理・作動確認を行っており、その都

度、不具合があれば報告があり機能保全に努めているところであります。 
 また、排水機場につきましては渋川流末にありますが、設置されてから５０余年が経過して

おります。現在、保守点検を年６回実施しており、修繕が必要な個所はその都度、対応してお

ります。 
 一方で、排水機場の更新等につきましては国・県へ要望書を提出しておりますが、現在、渋
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川の改修も進んでおり、平成２３年には沈砂池を設置し、伏せ越し水門の清掃等が行われてい

ることから、更新が困難との回答を受けております。 
 今後は防災面からの要望等も含め、検討してまいりたいと考えております。 
 次に、上水道はダクタイル鋳鉄管等付け替えが済んでいるか。配水管の継ぎ手の部の耐震化

率はどのくらいで、今後の計画はどうなっているのかについてお答えいたします。ダクタイル

鋳鉄管の敷設につきましては、第１次拡張事業において配水管を中心にできるところから順次

行っております。その配水管の耐震化率は約１．０４％であります。敷設替え・修繕等工事の

ときに必要とする個所に設置しているのが現状であります。 
 今後は老朽管、特に石綿管等の早急な敷設替えおよび漏水修理時において、積極的に耐震化

を進めてまいります。 
 次に電線の地中化の必要性について、お答えいたします。 
 電線類の地中化は安全で快適な通行空間の確保、都市防災機能の向上、都市景観の向上など

の利点が考えられます。しかし、整備にかかる工事費はその条件などにより異なりますが負担

が大きく、埋設個所となる歩道などの整備も必要となり、県内の市町村においても整備が進ま

ないのが現状であります。 
 現在、市内では市部通りや石和温泉駅周辺において整備が進み、さらに駅北側周辺の県道・

市道での整備を計画しております。 
 今後は整備の条件、事業の有効性・効率性、投資効果などを精査・検証する中、参画企業と

の調整を図りながら、整備を検討してまいりたいと考えております。 
 次に橋梁、河川施設、上下水道、道路等の社会資本にかかるアセットマネジメントについて

お答えいたします。 
 橋梁につきましては先ほどの答弁のとおりでありますが、道路等につきましても平成２４年

度に国の第一次補正の補助事業を取り入れ、舗装路面、法面擁壁、道路付属物等の道路ストッ

ク総点検を平成２５年度に行い、修繕計画を策定していく予定であります。 
 今後、策定する修繕計画においては道路等の社会資本の状態を客観的に把握・評価し、計画

的かつ効率的に管理を行うアセットマネジメントを展開することにより、更新時期の平準化と

費用の最小化を図りながら、対症療法型から予防保全型の管理を行ってまいりたいと考えてお

ります。 
 また上水道事業は平成２０年度より水道ビジョンに基づき、下水道整備事業は平成１９年度

より平成３２年度までの公共下水道財政健全化計画に基づき事業を遂行しております。それぞ

れ特別会計・企業会計を基本といたしまして計画的かつ効率的な運営を行い、アセットマネジ

メントにつきましても今後、検討をしてまいりたいと考えております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 再質問を行います。 
 渡邉清美君。 

〇１５番議員（渡邉清美君） 
 ありがとうございました。 
 下水の関係のあれですけども、重さが加わって震動などによって道路にくぼみが出たところ

とか、そういうような個所は今のところあったでしょうか。お聞きします。 
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〇議長（前島敏彦君） 
 答弁を求めます。 
 斉藤建設部長。 

〇建設部長（斉藤寿君） 
 渡邉議員の再質問にお答えさせていただきます。 
 下水、上水等で道路を掘削等しますと、２メートルほど掘り下げるわけですので、長い経過

のうちには道路が部分的に下がるというようなところがありますけども、一時的に工事をやっ

たときには仮舗装をしまして、その後、半年あるいは１年経過ののちに本舗装ということで対

処をしているところでありますが、実際、市民からの苦情等もいただく中、建設部におきまし

て一時補修等も行っているのが実情であります。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 渡邉清美君。 

〇１５番議員（渡邉清美君） 
 その際、硬質の塩化ビニール管とかそういうのを使われているのでしょうか。 

〇議長（前島敏彦君） 
 松岡公営企業部長。 

〇公営企業部長（松岡利明君） 
 ご質問の回答ですが、いわゆる部署部署で違いますので一概には申しませんが、基本的には

鋼材を使います。ですから、ご質問のとおりであります。 
〇議長（前島敏彦君） 

 渡邉清美君。 
〇１５番議員（渡邉清美君） 

 渋川の排水機場の関係ですけども、やはり地域の、よく志村議員なんかが中心になりまして

国のほうに訴えることを、一生懸命私たちも協力して今回もやっていきたいと思っていますけ

ども、今まではあんまり通らなかったようですけども、今一度やはり市のほうも真剣になって

いただいて、いつも真剣になっていただいておりますけども、なお一層ここでそういったこと

が予算化されるときに、一気にやっていくような体制はお考えになっていただけるでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を求めます。 
 斉藤建設部長。 

〇建設部長（斉藤寿君） 
 渡邉議員の再質問の渋川の排水機場の対応ということで、答弁のほうを答えさせていただき

ましたけども、設置から５０年以上経過する中、渋川というのは県の１級河川でございますの

で市としては河川管理者に現在、お願いをしているところでありますけども、答弁でも言った

とおり、改修工事が進んでいるということで、あんまりいい回答はいただいておりませんが、

実際、伏せ越し水門につきましては、隣接する濁川のほうへ排水をしている経過もございます

ので、渋川の排水をよくする会とともども、そのへんで県のほうへ濁川の水位が上がったら、

渋川の水位も上がるというような観点から呼びかけて、排水機のポンプがなるべく早く入れ替

わるように努力していきたいと考えておりますので、よろしくお願いします。 
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 以上、答弁とさせていただきます。 
〇議長（前島敏彦君） 

 渡邉清美君。 
〇１５番議員（渡邉清美君） 

 今回、国のほうでさまざまな交付金関係の申請がございます。結構、急にきまして、たぶん

午前中きて夕方には出せという、そのくらいの短い期間になる場合もあるかもしれませんので、

どうかさまざまな交付金の申請には、これはどの部署でも同じだと思いますけども、早期のう

ちにいつでも出せるような体制、そしてこんなこと無理かなと思っても、それもどうぞ加えて

いただきたいと思っておりますけども、その点のスピード感は、対処できるような今、状態で

しょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を求めます。 
 成島財政課長。 

〇財政課長（成島敦志君） 
 緊急経済対策等もございまして、すでにさまざまな分野で情報が入っている部分もございま

す。なかなかつかめない部分もございますけども、できるだけ情報収集をしながらそういう財

源をできるだけ取り込んだ中で対処していきたいということで、各部署に申し添えてあります

ので対応していきたいと思っております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 渡邉清美君。 

〇１５番議員（渡邉清美君） 
 いろいろありがとうございました。いろんな交付金が本当にすごいスピードでくると思いま

すけども、それにしっかり対処していただいて、この２５年の中ですべての今までのものをしっ

かりと整備して、よりよい笛吹市を目指して私たちも一緒に頑張ってまいります。どうぞよろ

しくお願いいたします。大変ありがとうございました。 
〇議長（前島敏彦君） 

 以上で、渡邉清美君の一般質問を終了いたします。 
 関連質問を許します。 
 １３番、中川秀哉君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 
 それでは、渡邉清美議員の質問のうち２番目の社会資本の防災について関連質問をさせてい

ただきます。 
 質問、また答弁のほうにも若干あったかと思いますが、２４年度の国の補正予算が昨日、参

議院でも通ったという形になりました。そこで１点、国交省の中で防災安全対策の交付金５，

４９８億円の中で、暮らしの安心に直結する事業を目的とした交付金が出ます。この中で具体

的には先ほど出ました老朽化した社会インフラの整備、また市街地などの防災の向上、住宅・

建物の耐震化、防災公園等の整備等々ございます。通学路対策や無電柱化も想定されておりま

す。この中で昨日の質問にもありましたが、公明党としては昨年の１１月２８日の要望の中で

安全・安心対策を要望させていただきました。この中で特に１番目の命の水となる緊急輸送路
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の確保、また老朽化した橋梁や道路等の再構築の促進、また通学路の設定、見直しなどによる

河川、施設等の再構築、また木造住宅密集地の道路拡幅や空き家の除去などによる防火対策、

学校・病院等の公共施設の民間建築物の耐震化や老朽化対策について強化を求めると申し上げ

させていただきました。この点の中で今回、進められている点、この２５年度予定している中

で今、計画されている予定がありましたらお伺いしたいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を求めます。 
 答弁を、斉藤建設部長。 

〇建設部長（斉藤寿君） 
 中川議員の関連質問にお答えさせていただきます。 
 建設部で所管する事業に限定されるわけですけども、先ほど言いましたとおり橋梁の点検、

あるいは実施設計、２５年度からこの交付金を使いまして道路ストックの総点検ということで

道路の舗装の法面、答弁でもお答えしましたけども舗装の点検、あるいは法面の点検等を実施

する運びとなっております。またこの交付金を使いまして、通学路等の整備も三者合同の点検

結果に基づいてやる部分もあるかと思いますけども、通学路の一部整備にも図っていこうとい

うことで、今、建設部では考えておるところであります。よろしくお願いします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 中川秀哉君。 
〇１３番議員（中川秀哉君） 

 ありがとうございました。建設部の所管の中では今、通学路というお話がございました。管

轄の中では東町の中にございます、対岸の鵜飼橋の土手ですね。ここは県もしくは国交省の管

轄になっております。そこを通学する生徒さんが何人もいるという中での、その土手に対して

は市では何もできないというご回答もいただいておりますけども、区の要望としてもぜひ横断

歩道、また下のサイクリングロードに下りるような階段の設置、これは緊急性を持つというこ

とでぜひお願いしたいということで、区長からも要請をいただいているところでございます。

そういった観点で今、市で取り扱えない部分も多々あると思いますけども、この県・国のほう

へそういう緊急性の部分で必要だと認められるものについては早急に要望、またお願いしたい

というふうに思います。 
 また１点、確認させていただきたいのは市内にある社会資本の中で、体育館の状況でござい

ます。以前、確認したところによりますと、すでに２０年を超える体育館もあるというように

考えておりますが、それについては今後、耐震化をしていくのか。またはそれ以外に何か方法

を考えられているのか、お伺いしたいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を求めます。 
 答弁を、仲澤教育部長。 

〇教育部長（仲澤和朗君） 
 中川議員の関連質問でございますけども、市内公共施設の体育館につきましての耐震化でご

ざいますけども、おおむね体育館につきましては、新たな事業としまして昭和５６年以降の建

物が多いわけでございますけども、耐震診断に基づきまして必要に応じて、必要なところにつ

きましては、耐震化を図っていきたいと思っております。 
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 以上で答弁といたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 中川秀哉君。 
〇１３番議員（中川秀哉君） 

 ありがとうございました。 
 先ほどのコンクリートの寿命というのはやはり５０年から６０年といわれている中で、今回

の長寿命化に対しては、それになる前に整備をするということが大事だといわれております。

ただ、今ある体育館という施設は大体が４００人ぐらいの規模、中間の施設だというふうに認

識をしております。今後そういった部分について、どのように考えていくかも十分、検討の余

地があるのではないかと考えております。ぜひ、早急な対策を求めたいと思います。 
 以上で質問を終わらせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 関連質問を終わります。 
 一般質問を続けます。 
 ７番、保坂利定君。 

〇７番議員（保坂利定君） 
 笛新会の保坂であります。通告に従いまして、一般質問を行います。 
 史跡甲斐国分寺跡・国分尼寺跡整備事業について、お聞きいたします。 
 甲斐国分寺跡・国分尼寺跡は、奈良時代に聖武天皇の命令によって建てられた古代寺院跡で

国の史跡に指定され昭和５８年度から事業開始し、国８０％、県１０％、市１０％の国庫補助

事業として指定地の総面積は７万３，８８４．６８平方メートル、平成２３年度までに国分寺

跡については６９．８２％、国分尼寺跡については７０．２９％を買い上げ、公有地化を行い、

その後、発掘調査を進め史跡の様子を明らかにして復元整備を行い、史跡を永久保存しながら

歴史学習の場として活用できるよう整備を進めている事業であります。地域の方もこの事業に

理解を示し、農業・観光・文化財の連携した整備を期待しているもので、今回の不適切な事業

執行については非常に残念でなりません。 
 以下、質問に入ります。 
 １番目として、平成２４年１０月に行われた文部科学省会計検査および１１月の文化庁調査

において、補助金の不正受給、不適切な事務執行が判明し多額の国、県の補助金および加算金

を返還することになった内容と今後の対応をお聞きします。 
 ２番目として国文祭では文化財巡りの訪問地と予定されておりますが、その取り組み状況に

ついて、お伺いいたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、仲澤教育部長。 

〇教育部長（仲澤和朗君） 
 保坂利定議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに多額の国、県の補助金および加算金を返還することになった内容、今後の対応につ

いてでございますが、不適正執行である旨の指摘を受けましたのは、平成２０年度から２３年

度にかけて実施いたしました甲斐国分寺跡・国分尼寺跡の土地買い上げにかかる国の補助事業
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についてであります。史跡地の買い上げに伴う上物補償費で、住宅および果樹等の撤去につき

まして、事業期間内に完了しなかったにもかかわらず、完了したものとして虚偽の写真を付し

て実績報告書を作成し、提出したものでございます。 
 この４年間にわたり、実施した補助事業経費の総額は約４億４，７００万円で２０筆の土地

を取得いたしました。このうち１４筆の土地の上物補償に関して不適正と認定されました。国・

県から約３億９，８００万円の補助を受けましたが、そのうち約１億３，７００万円の返還を

求められることとなりました。また補助金適正法の基準に基づき、年率１０．９５％の加算金

が付き、合計約１億７千万円となりました。 
 なお、この事業の補助金につきましては国が８０％、県が１０％を負担しております。 
 今後、二度とこのようなことが起こらないよう調査委員会を設置し、原因究明と再発防止策

に徹底的に取り組み、国庫補助事業に限らず事務の適正執行に努めてまいります。 
 次に国民文化祭での文化財巡りの訪問地としての取り組みについて、お答えいたします。 
 第２８回国民文化祭やまなし２０１３が本年１月１２日から１１月１０日までの３０３日間

の期間でスタートいたしました。本市におきましても、市独自事業として５つの事業を開催い

たします。 
 ご質問の甲斐国千年の都の文化財巡りでございますが１０月１２日・１３日に開催し、１２日

には古代寺院跡や古墳をボランティアガイドの案内により見学していただきます。甲斐国分寺

跡では、多くの人が訪れる４月までに史跡東側に新たに説明板と簡易的なガイダンス施設を設

置いたします。説明板では国分寺の復元イメージ図や発掘調査により出土した遺構を紹介し、

ガイダンス施設では出土品や写真パネル等により甲斐国分寺跡・尼寺跡の調査成果を紹介いた

します。また、甲斐国分寺跡隣接地にある国分多目的集会施設の屋外トイレを快適に使ってい

ただけますよう改修しております。 
 １１月３日には「見つけよう四季の彩 ようこそ蛇笏・龍太の里へ」と題し、文芸俳句大会

を開催いたします。前日の２日には吟行を開催し、境川町の山廬、八代町の岡・銚子塚古墳、

そして一宮町の甲斐国分寺跡をコースに組み入れております。県内外からの多くのお客さまを

お迎えできるよう、準備を進めております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 再質問を行います。 
 保坂利定君。 

〇７番議員（保坂利定君） 
 簡単に言うと補助金の適正化法違反、虚偽報告、２０年度から２３年度、補助事業経費が４億

４，７００万円、２０筆。補助金が３億９，８００万円、１４筆。返還金が１億３，７００万

円、これは文化庁、伝統文化課、過去最高ということです。１０．９５％の加算金３，４００万

円。合わせて１億７千万円。特にこの１４筆に対する土地の上物ということですけども、この

１４筆の中に宅地というか家屋、これが何件分あったのかということと、それからもう１点、

２４年度の事業内容、この事業内容、これも説明だと約７千万円ほど返還、この議会で財源更

正、一般財源を振り分けて合わせて２億４千万円という金額になるんですけども、特に１４筆

の内容とそれから２４年度の事業内容、この説明をお願いしたい。 
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〇議長（前島敏彦君） 
 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、仲澤教育部長。 

〇教育部長（仲澤和朗君） 
 保坂議員の再質問でございますけども、宅地につきましては２件の宅地を移転させていただ

いております。また、この返還金の根拠ということについてでございますけども、平成２０年

度には１１筆のうち、先ほど説明させていただきましたように平成２０年度は１１筆のうち６筆

が、また２１年度につきましては３筆のうち２筆が、平成２２年度には４筆のうちの４筆が、

２３年度は２筆のうち２筆が不適正と認定されております。 
 また平成２４年度の事業につきましては、地権者２名につきまして４筆の購入を計画してお

ります。面積数にしまして２，９９０平方メートルの購入をさせていただきたいと考えており

ます。すでに地権者につきましては承知していただきまして、この３月までには上物、植木、

ブドウ棚でございますから、それについては撤去していただき、また１つは農業用倉庫がござ

いますから、それにつきましても撤去していただくというような予定でございます。 
 以上で答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 保坂利定君。 

〇７番議員（保坂利定君） 
 簡単に言うと繰り越しの手続きをとれば、なんら問題はなかった。その学芸員さん方が、こ

の繰り越しの事務手続きの措置を知らないか、勉強不足だった。そしてもう１つは、文化財課

の中には文化財保存事業の中で繰越措置をした場合には翌年度の補助金がもらえないとか、申

請ができないというような考えがあるようですけども、通常の経験年数がある職員であれば、

３月に事業が終わらない場合には繰越手続きを取るというのは通常、課内での打ち合わせがで

きると思うけども、なぜここができなかったのか、これを１つ聞きたい。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を求めます。 
 仲澤教育部長。 

〇教育部長（仲澤和朗君） 
 繰り越しということにつきましては、通常の業務であればなんの事業におきましても繰り越

しという措置は十分できるわけでございますけども、今回の案件につきまして、文化財の国補

事業につきましては、年度内に完成しなければならないという職員の認識が強くありました。

それにつきましては私ども管理者といたしましては、職員の認識不足についての指導が徹底さ

れていなかったということで反省しております。 
 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 保坂利定君。 

〇７番議員（保坂利定君） 
 教育部長、大変悪いんですけども、私も職員ＯＢということなんですけども、これは単なる

認識不足では済まないということがありますので、今後教育委員会の中でしっかり研修等々含

めて教育等をお願いしたいと思います。 
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 それでは調査委員会のことを聞きますけども、全員協議会の中で調査委員会の設置要綱を聞

きましたけども、この設置要綱のまず名称、それから設置要綱の組織の第３条、これは１０名

以内をもって組織して市長が委嘱または任命するとありますけども、すでに１９日に１回目が

開催されたと。６名という。なぜこの６名なのか。なぜここにその文化財の専門家を入れると

か、もう少し若い人たちを入れて、これは重要な問題なんですよ。もう少し幅広く意見を聞く

必要が。人選は済みましたけども、このへんがちょっと気にかかりますので、このへんなぜ６名

の根拠ということと、今後の調査委員会、１９日、第１回目が済んだようですけども、この日

程等の説明をお願いしたいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を求めます。 
 山下総務部長。 

〇総務部長（山下真弥君） 
 お答えします。 
 まず名称でございますけども、事業の名称をはっきりするために変更させていただきました。

笛吹市甲斐国分寺跡等整備事業にかかる不適正事務処理に関する調査委員会という名称に変え

ました。 
 ６名の根拠でございますけども調査委員会の目的に照らして十分に検討した結果、学識経験

者２名、市民代表２名、職員２名で必要十分であるというふうに判断をさせていただきました。 
 文化財の専門家の件でございますけども、これにつきましては先ほどから答弁させていただ

いておりますように、文化財の価値とか文化財の歴史とか発掘に関するものではなくて、単に

事務処理、一般行政職の事務処理の知識不足なりチェックミスなりということでございますの

で、結果としまして行政学の先生、それから法的な関係からの弁護士の先生、この２人。それ

と市民の代表に入っていただければ、十分にやっていただけるというように判断をさせていた

だきました。 
 日程でございますけども、すでに２回開催をしております。週に１回程度やっていきまして、

できるだけ早くスムーズに結論を出していきたいというふうに考えておりますけども、この先

生方、委員の皆さまが納得いくまでやはり調査をしていきたいと考えておりますので、そのへ

んは前後するかと思いますので、ご了解をお願いしたいと思います。 
 以上です。 

〇議長（前島敏彦君） 
 保坂利定君。 

〇７番議員（保坂利定君） 
 この調査委員会の結果報告、これを受けて地方自治法第２４３条２項の関係がありますけど

も退職者を含めた職員の賠償責任、県で新聞に出ていましたけども、県の不正受給等々は４分

の１を限度に上限３００万円と。これは額が大きい。大変です。市民の不信感が強い。 
 ここで副市長にお聞きしますけども、副市長も調査委員会のメンバーということなんですけ

ども、現時点ではまだ調査委員会の報告を待たなければ結果が出ませんけれども、基本的にこ

の職員退職者を含んだ中で賠償責任を求めていく方向なのかどうなのか、現時点での考えをお

聞きしたい。 
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〇議長（前島敏彦君） 
 答弁を求めます。 
 久保田副市長。 

〇副市長（久保田克己君） 
 保坂議員の再質問にお答えをさせていただきます。 
 現在、設置しております調査委員会におきまして、しっかりとした事実確認を行いまして他

の自治体の事例も参考にしながら、調査委員会の中でどこまで職員および退職職員の賠償責任

について求められるのかを検討委員会の中で精査しながら、今後検討していきたいとこのよう

に考えておりますので、ご了解をいただきたいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 保坂利定君。 
〇７番議員（保坂利定君） 

 基本的には調査委員会の報告を待って判断するということだと思いますけども、これもでき

るだけスピーディーに、できるだけ早く市民に納得いくようなぜひ結果をお願いしたいと思い

ます。 
 次に再発防止策ということ、検査体制は厳格なものにして現地確認等を確実に行いというこ

とですけども、検査体制の具体的な案をお示しお願いしたいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を求めます。 
 答弁を、仲澤教育部長。 

〇教育部長（仲澤和朗君） 
 保坂議員の再質問の再発防止でございますけども、先ほどもご指摘いただきましたように職

員の繰り越し等の認識不足については大変申し訳ないわけでございますけども、そういったこ

とにつきましても職員の事業へ向かう姿勢につきましては、徹底した指導をさせていただきた

いと思います。 
 また検査等でございますけども、１人に任せたということもございましたので、これにつき

ましては当然、最終的な検査はもちろんでございますけども、当初の事業の執行にあたりまし

ても複数人で対応する、また中間的なことにつきましても複数人で対応する、特に地権者等が

ある場合につきましてはお互いの言い分というものもございますから、複数人での対応をして

いきたいと思っております。 
 また検査体制につきましても最終的に調書をつくるということではなくて、他部署の検査体

制も導入するということも組織として考えていきたいと思いますから、今後の対策を考えてい

きたいと思います。 
 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 保坂利定君。 

〇７番議員（保坂利定君） 
 ぜひ再発防止策にはしっかりした体制づくりをして、今後こんなようなことのないような体

制づくりをお願いしたいと思います。 
 次はこれからの２５年度以降の事業内容なんですけども、特に地元の地権者、あるいは一宮
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町の地域審議会、あるいは１８年度に整備の策定をしたと思いますけども、その策定委員さん

に対するのと市民に対する今後の事業計画の説明はどのように行っていくのか、お聞きをした

いと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、仲澤教育部長。 

〇教育部長（仲澤和朗君） 
 地域への説明でございますけども、先ほど保坂議員さんがおっしゃったとおり、地域の貴重

な遺産でございます。地権者会、または地域審議会等がございますから、調査委員会の進行も

含めまして、これから地域に出向いて説明をさせていただきたいと思います。 
 以上で答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 保坂利定君。 

〇７番議員（保坂利定君） 
 この問題は基本的に調査委員会の報告を待ってということなんです。これは大変、市民も注

目し関心は高い。波及効果が大変恐ろしいんです。市役所職員が１億７千万円、２４年度７千

万円入れて２億４千万円。では、私は税金を払わないよと。職員は何をしているんだと。この

不信感が非常に強い。できるだけスピーディー感を持って、市民の不信感を払うような、ぜひ

体制づくりをお願いしたいということをお願いします。 
 この問題に関して市長、副市長、教育長は就任前の事項なので大変ご苦労願っておりますけ

ども、この問題に対して倉嶋市長の見解をひとつお願い申し上げたいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 当局の答弁を、倉嶋市長。 
〇市長（倉嶋清次君） 

 お答えいたします。 
 およそ公務員たるもの市民の、また国民の貴重な税金をお預かりして仕事を進めているわけ

でありますから、その際には法令制度に則り、適正な業務が行われなければならない、これが

当然のことであります。 
 今回の事案はそのような、公務員として基本的な姿勢に欠けているという点で誠に恥じ入る

ばかりでありますし、市民の皆さまの貴重な財政に大きな負担を掛けてしまっているというこ

とについて、深くお詫びをする次第でございます。 
 二度とこのようなことが起こらないように先ほど来、るる答弁の中でございましたように調

査委員会にしっかりと内容の調査をお願いするということはもちろんでありますけども、市政

を預かる者といたしまして、職員に対して基本的な市政をしっかりただして職務に当たるよう、

私としても指導してまいりたいと考えております。 
 特に私がよく使う言葉に「天網恢恢 疎にして漏らさず」という言葉がありますけども、天

の網は一見荒っぽく見えるけども、しっかりと見逃さないとこういう意味でございます。天に

恥じない仕事をしていくということが基本的に大事だということを私自身肝に銘じ、また職員

にも徹底してまいりたいというふうに思っております。 
 なおこの国分寺、国分尼寺の跡地、これは国民の貴重な財産であり、私たち笛吹市民にとっ
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ても大事な宝でございます。このようなことは非常に残念ではございますけども、だからといっ

てこの貴重な文化財の価値がいささかも下がる、傷つくものではございません。多少、時間は

かかるかもしれませんけども、しっかりと整備をして笛吹市民の誇りのある宝として、また多

くの国民が訪れてくれるような場所に持っていきたいと、かように決意を改めて固めている次

第でございます。 
 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 保坂利定君。 

〇７番議員（保坂利定君） 
 ぜひこの問題に対しては、市民に対してしっかりした説明責任をお願いしたいということと

今後の一宮町の活性化になる事業ですので、前向きにスピーディーにぜひ取り組んでお願いし

たいと思います。 
 ２問目の質問に入ります。 
 防災に強いまちづくりということですので、通告で質問要旨は説明してありますので、時間

の関係もありますので、即、質問に入りたいと思います。 
 まず防災に強いまちづくりということで、防災計画の見直しをしているところですけども、

この見直し内容と時期は。 
 ２番目として、大規模地震の際には防災関係機関の活動が困難になり、住民の自主的な防災

活動、自分たちの地域は自分たちで守る自主防災組織の充実・強化、特に団塊の世代、女性の

参画が必要と考えるがこの現状と訓練。 
 ３番目として、防災ボランティアの育成と現状はをお聞きいたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 当局の答弁を求めます。 
 山下総務部長。 

〇総務部長（山下真弥君） 
 保坂利定議員の一般質問にお答えします。 
 はじめに防災計画の見直し内容と時期はについてでありますが、地域防災計画の見直し内容

は東海地震など大規模災害への対応のための自助・共助の意識の浸透、自主防災組織の活性化、

防災リーダー・防災ボランティアの育成、さらには初動体制の強化、情報の収集伝達体制の整

備など東日本大震災を教訓にした内容であります。また、原子力災害や火山災害の対策を加え

て全体の改訂を行ってまいります。 
 昨年６月災害対策基本法の改正があり、８月に南海トラフ三連動地震の広範囲での被害想定

が公表され、９月には国の防災基本計画が修正されました。それに伴い山梨県地域防災計画の

修正が１２月から行われておりますので、現在進めている本市の地域防災計画の改訂版には市

独自に水防計画の見直しも加えて、本年９月の完成に向けて取り組んでおります。 
 次に自主防災組織の充実・強化について、お答えいたします。 
 昨年９月の防災訓練の日には各地区において自主防災組織が中心となり、市内全体で１万２，

５００人を超える市民の方々の参加により、笛吹市総合防災訓練を実施いたしました。各地区

とも必要な基本訓練を行っており、中には地区の実情に合わせてそれぞれで工夫を凝らした、

より実践的な訓練を取り入れている行政区もありました。各行政区に組織される自主防災組織



 １１３ 

をより実践的なものとすることが重要な課題であり、その核となり得るのが自主防災組織と自

主防災リーダーであると考えています。自主防災組織は複数の防災リーダーが複数年続けて携

わることで組織がより強化されますので、今後も自主防災リーダーの育成や自主防災組織への

整備費補助を行ってまいります。また団塊の世代や女性の参画は自助・共助の活動を進めてい

く上で不可欠でありますので、これらの方々への働きかけも検討してまいります。 
 続きまして、防災ボランティアの育成と現状はについてお答えいたします。 
 防災ボランティアの活動が地震防災対策を効果的に推進する上で、大きな役割を果たすこと

は多くの災害で実証済みであります。現在、明確に防災ボランティア団体として市内で活動し

ているのは、素っ飛び会の１団体約２０名となっています。市では、防災ボランティアの役割

や活動内容などについての学習や研修の機会を増やすとともに、市民活動を支援する地域振興

基金を有効に活用して、育成や自発的な取り組みをサポートしております。 
 今後も社会福祉協議会との連携を強化しながら、防災ボランティアの育成と支援をしてまい

ります。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 再質問を行います。 
 保坂利定君。 

〇７番議員（保坂利定君） 
 防災計画の見直し、基本的には３月、今年度で終了すると思いましたけれども、国・県も大

幅に見直しをしているということなんですけども、見直し改訂版は９月に完成ということです

けれども、この市民への周知、あるいは啓発活動はどのように行っていくかということをお聞

きしたいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を求めます。 
 雨宮総務課長。 

〇総務課長（雨宮寿男君） 
 再質問にお答えをいたします。 
 ただいま、議員も言われたとおり当初３月、２４年度で完成予定でございましたけども、大

幅な見直しがあったということで、現在では９月の完成を予定しているところでございます。

それまでに３月、あるいは４月、それと８月くらいに一応、原案の検討、それからパブリック

コメント等によりまして、市民の意見を伺うということで市民への啓発というか周知のほうを

事前に行うということで進めてまいりたいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（前島敏彦君） 
 保坂利定君。 

〇７番議員（保坂利定君） 
 答弁の中では基本的には自主防災リーダーを育成して、その中で自主防災組織、そこへボラ

ンティアさんを入れたり、各種団体を入れて自主防災組織の強化を図っていく、これは私も賛

成ですけれども、今、その自主防災リーダーの育成が重要であると。整備費、補助金も含めて

現在の具体的な内容と状況をお聞かせ願いたい。 
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〇議長（前島敏彦君） 
 答弁を、雨宮総務課長。 

〇総務課長（雨宮寿男君） 
 再質問にお答えをいたします。 
 自主防災組織の強化が重要であるということでございます。その中で自主防災リーダーを育

成していくということが、第１の課題であるというふうに考えております。現在、自主防災リー

ダーの育成のための養成講習会等については、現在のところ峡東県民センターで行っておりま

す自主防災リーダーの養成講座、これが年に２回ございますけども、そちらのほうへ行政区長、

あるいは消防団のＯＢ、また一般のボランティアの方をそれぞれ約４０名ほど参加をしていた

だいておるような状況でございます。 
 それから市といたしましては全国統一土砂災害の避難訓練、あるいは市の防災訓練等におき

まして、地域のほうで自主的にそういった自主防災リーダーの育成に努めてもらえるように促

していくというような状況でございます。 
 あと整備費補助金につきましては、限度額を設ける中で整備費の２分の１を補助していくと

いうことで、防災のための備品ですとか、あるいは自主防災マップ作成に関する経費等を補助

していくというような状況でございます。 
 以上で答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 保坂利定君。 

〇７番議員（保坂利定君） 
 県は新年度からの市町村の防災力を診断するということで、関係機関との連携とか地域コミュ

ニティの推進ということで、新年度から１３市を含めてキャラバン隊をつくって市町村に出向

いて、その市町村の防災力を診断する。これで指摘を受けながら、強い防災計画を練りながら

防災に強いまちづくりを目指してほしいと思うんですけども、ただ先ほど言ったとおり、防災

のリーダーを育てて自主防災組織の強化を図る、これは賛成なんですけども、ただ訓練が。９月

１日は関東大震災を教訓に、３．１１、もう２年経つ。訓練を年にやっぱり２回ぐらいはしな

いと、リーダーも含めて、その組織も含めて、例えば自主防災組織の取り組む避難所でどうす

るか、情報伝達はどうするのか、炊き出しはどうするのか。市のほうでも、例えば避難勧告の

基準づくりはどうなっているとか、それぞれの機関が消防団員も平日の昼間、災害が起きた場

合は市外へお勤めしている方がおりますので、消防隊員が帰宅困難になるおそれもあります。

やっぱりそこの人、物、金ではないんですけども、行政区を単位としたその自主防災組織によっ

て、その防災に対する減災、軽減が図られますのでぜひこの訓練を通じて、年２回ぐらいの訓

練をするぐらい、それも単位として行政区はもとより小中学校等を含めながら、そういう単位

で、ぜひ訓練の回数を増やしてお願いしたいんですけども、そのへんの考え方をお聞きしたい

と思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、雨宮総務課長。 
〇総務課長（雨宮寿男君） 

 再質問にお答えいたします。 
 防災訓練のあり方でございますけども、たしかに現在行われている防災訓練の内容につきま
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しては、実効性があるものかどうかと言いますと疑問に感じられる部分もあろうかと思います。

東日本大震災の教訓を受けまして、まだまだやらなければいけないことはたくさんあろうかと

思います。 
 今後、防災訓練のやり方につきまして、より実際に被害があったときにどのように対応して

いくかということを具体的に想定しながら、やっていかなければならないというふうに思いま

す。防災訓練の回数についてですけども、現在は防災週間の中でやっているということです。

また行政区のほうにもお願いしていく中でやっているという状況ですので、回数については今

後、区長会等と協議する中で、また検討をしてまいりたいというふうに考えております。 
 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 保坂利定君。 

〇７番議員（保坂利定君） 
 ぜひいろんな関係機関と協議の上、区長会等と含めてご協議を願って訓練の回数を増やしな

がら、それぞれの組織の事実強化を図りながら、ぜひ地域の防災力の強化に努めてほしいと思

います。 
 以上をもちまして、私の一般質問を終わります。 

〇議長（前島敏彦君） 
 以上で、保坂利定君の一般質問を終了いたします。 
 関連質問を許します。 
 １番、神澤敏美君。 

〇１番議員（神澤敏美君） 
 笛新会の神澤敏美でございます。 
 ただいま、保坂議員から２番目として防災の問題を質問されまして、それに関連した質問を

行いたいと思います。 
 火災は全国的に高齢者住宅と空き家に多く見られていますが、本市の土地統計調査における

高齢者住宅、空き家となっている住宅はどのくらいの戸数になっているのか。また空き家となっ

ている所有者、管理者に防犯・防災の責任者指導の状況は行き届いているのか、お伺いいたし

ます。 
〇議長（前島敏彦君） 

 当局の答弁を求めます。 
 雨宮総務課長。 

〇総務課長（雨宮寿男君） 
 神澤議員の関連質問について、お答えをさせていただきます。 
 高齢者の世帯と、それから空き家の数ということでございますけども、ちょっとデータ的に

は古いんですが、平成２０年のデータとなりますけども、空き家につきましては市内総数の世

帯戸数が約３万２千戸。そのうち空き家が６，５００戸でございます。約２０％ということに

なります。そのうち賃貸用マンション、それから別荘等ございます。これは４千戸ほどござい

ますので、一般の戸別の住宅につきましては１，７００、１，８００戸くらいということになっ

ています。 
 また高齢者世帯につきましては２３年度、２４年度の４月１日の数字でございますけども、
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約５千世帯、独居世帯が２，５００、それから高齢者夫婦の世帯が２，３００、そのほか１７０ほ

どあるということでございます。 
 空き家等の管理につきましては言うまでもなく所有者、あるいは管理者が責任を持って行う

ことが原則ということでございますけども、防火・防犯という観点から市としても当然、関与

していかなければならないというふうに考えております。 
 これまで行政区との連携を図る中で、防火・防犯診断等で特に危険な空き家等がある場合に

は、市のほうから所有者、管理者に対して啓発をしていくということをやってまいりました。

今後も引き続き地域や隣近所での見守りということをやっていただくということをお願いする

中で、市としても管理者のほうに対して指導徹底を進めてまいりたいというふうに考えており

ます。 
 以上で答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 神澤敏美君。 

〇１番議員（神澤敏美君） 
 今、課長のほうからの答弁の中でその状況が自主防関係に全部伝わっていると、活動関係も

お互いに注意しながら地区が安全・安心になるかと思いますけども、そのへんの指導もよろし

くお願いいたします。ありがとうございます。終わります。 
〇議長（前島敏彦君） 

 ほかに関連質問。 
 ５番、岩沢正敏君。 

〇５番議員（岩沢正敏君） 
 笛新会の岩沢でございます。 
 先ほどの保坂議員の防災に強いまちづくりにつきまして、関連質問をさせていただきます。 
 防災に強いまちづくりに欠かせないのが、やはり地区にある消防団だと思っております。こ

の消防団の統合計画、これについてお伺いいたします。特に境川分団におきましては、統合計

画に基づいた統合が進めるという方向で進んでいるような気がいたしますけれども、その点に

ついてどのような計画をもって統合を進めていくのか、そこのところをお伺いいたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 当局の答弁を求めます。 
 雨宮総務課長。 

〇総務課長（雨宮寿男君） 
 岩沢議員の関連質問について、お答えをさせていただきます。 
 消防団の統合につきましては、その要因としまして団員の確保が難しくなっていること、そ

れから団員の職種も自営業よりも被雇用者の割合が増えているということから、昼間の火災に

なかなか対応できなくなってきているというような状況がございます。それによって団員のい

わゆる在職期間の長期化とか高齢化等が進んでいるということから、消防団の部の統合につい

て市として計画を進めているというような状況でございます。 
 ただ、部の統合につきましては、各地域で協議をしていただく中で行っているところでござ

いますので、例えば境川分団の中でそういう部の統合の計画等につきましても、それぞれの地

区の中で行政区、あるいは消防団の中で統合の案を固めていただくということで進めていると
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いうことでございます。 
 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 岩沢正敏君。 

〇５番議員（岩沢正敏君） 
 うちのほうの境川分団におきましては、第１０部がその統合の対象になっていると思います

けども、１０部という部に関しては団員の確保はこれはもう、私の目から見ても十分、逆に入

りたいといっても入れないというような状況の中にあるわけですけども、地域の中のやはり協

議というものを大事にして、この統合計画はしていただきたいと思います。そしてこの統合が

されなければ、装備の一新ということも更新ということもできないということであれば、これ

は非常に残念なことであります。装備につきましては、境川の地域審議会でもこの間、出まし

た。支所に置いてあるタンク車、これはもう３５年くらい経っていると思います。おとといの

坊ヶ峰のちょっとした火事がありました。これについてもやはり水源がないところですので、

このタンク車が一番先に支所の職員、あるいは地区の消防団が駆けつけました。初期消火で消

防本部が来る前に、かなり消火ができたということで非常に重要なタンク車だと思っておりま

す。そして災害のときには、これが給水車になると。うちのほうの地区は水がない地区ですの

で、給水の飲料水のためのタンク車として使うという方向でも考えております。ぜひともこの

更新もしていかなければ困るよというのが地域審議会でも出ておりました。そういうことが地

区から出てきておりますので、この装備の計画についても地区の意見、地区の事情というもの

をきちっと配慮した中で統合計画をしていただきたいと思っております。当局としては、２５年

度で境川のタンク車は替える気があるのかどうか、そのへんのところをちょっとお聞きしたい

と思っております。 
〇議長（前島敏彦君） 

 当局の答弁を求めます。 
 雨宮総務課長。 

〇総務課長（雨宮寿男君） 
 質問にお答えいたします。 
 消防施設の整備、詰め所、車輌の整備につきましては、この地域防災計画の中で平成３０年

まで、一応この計画の中には載ってございます。この計画の中には載ってございますが、今、

言ったように部の統合があった場合には、そこの部のほうには、例えば詰め所の改築が必要で

あれば詰め所を新しく建てる。それから車両の更新が必要な場合には、車両を更新するという

ことで、優先的にこの整備の中に入っていくということであります。 
 岩沢議員がおっしゃられるのは車両の整備、更新ということでございます。一応、この更新

の予定には入っていない場合でも、本当に車両が動かなくなるとか、厳しいような状況であれ

ば、この防災計画、本年度見直しもしている中で多少の見直しはしていかなければならないか

なと思います。 
 なお、２５年度につきましては一応、詰め所、それから車両のほうとも予定をしているとこ

ろがございますけども、今はっきりどこの部ということは思い出せませんけども、境川につい

ては２５年度には、今のところ予定はされていないというふうに記憶しております。 
 以上でございます。 
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〇議長（前島敏彦君） 
 岩沢正敏君。 

〇５番議員（岩沢正敏君） 
 先ほど申しましたが、答弁もいただきました。できるだけ地区の実情をよく、総務課といた

しましても察知して、実情をよく見ていただきたいとそれをお願いしまして、関連質問を終わ

りとさせていただきます。ありがとうございました。 
〇議長（前島敏彦君） 

 関連質問を終わります。 
 一般質問を続けます。 
 １番、神澤敏美君。 

〇１番議員（神澤敏美君） 
 笛新会の神澤敏美でございます。議長のお許しをいただきましたので、一般質問２点お伺い

したいと思います。 
 質問に入る前に３月１６日、紙上におき本市の当初予算３４１億３，９００万円。「大型３事

業継続が要因 合併後最大」と公表され、市民に不信感を与えたのではないかと思いますが、

実情を知るとき必ずや理解を得られるものと信じます。 
 前市政の当初予算が３２１億６，３００万円。６月補正で５億３，８３６万円。９月補正で

７億５，５４６万円。職員の不正返還金が１億７，３００万円。総額３３６億１，９００万円

となるとき、本年度の当初予算に匹敵する執行となっております。 
 大型事業を見直し、継続事業を精査し執行する中で限られた財源で健全な財政運営を図り、

市民の負託に応えていただくことをお願いし、一般質問に入ります。 
 最初に春日居町福祉会館、山ゆりの湯開館日改正についてお伺いいたします。 
 少子高齢化社会を迎え毎年伸びゆく医療費を考えるとき、高齢者の健康維持・促進こそが不

可欠でございます。笛吹市の社会福祉協議会におかれては多種多様に各事業を提供し活用され、

地域住民の福祉に寄与していることは承知しておりますが、春日居町福祉会館には天与の湯、

長寿の名湯といわれ、子どもたちから高齢者まで癒しの場、交流の場所として山ゆりの湯が併

設されて、住民に親しまれ活用され、健康促進に寄与しております。 
 社会福祉会館の休日は毎週火曜日、祝祭日法による祭日と規定されており、祭日が続くと何

日も休日となります。高齢者は祭日に福祉活動に、軽スポーツに、子どもたちはスポーツ少年

団活動にと汗を流しております。休日は市長が必要と認めるとき、変更できることとなってお

りますがお伺いいたします。 
 定休日を毎週火曜日とし、祭日・休館日は開館と改正していただくことを考えますが、いか

がでございますか。 
 ２点目といたしまして、昨年は年末から、また今年、年始にかけ非常に寒い日が続きました。

休館日は１２月２８日から翌月１月８日までの８日間となっているため、自転車で車でとなご

みの湯に通った高齢者、また体調を崩した方がございました。そこでお伺いいたします。 
 年末年始の休館日を１２月３０日から年始は年１月２日までの４日間と改正をしていただけ

れば、高齢者ににこやかな笑顔が戻るではないかと思います。長寿の源となるよう行政の後押

しが必要かと考えますが、市長の所見をお伺いいたします。 
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〇議長（前島敏彦君） 
 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、荻原保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（荻原明人君） 
 神澤敏美議員の一般質問にお答えいたします。 
 春日居福祉会館、山ゆりの湯開館日の改正をについてでありますが、春日居福祉会館は昭和

５９年４月に開設されまして、合併後は笛吹市福祉センターの１つとして運営されております。

同施設には温泉施設 やまゆりの湯を併設し、高齢者の憩いの場と、また心身の健康保持およ

び福祉の増進を図るとともに一般市民の福祉、研修および集会の場として利用されております。 
 やまゆりの湯の利用料は市民の方は２５０円となっておりまして、７５歳以上の高齢者およ

び障がい者、中学生以下は無料となっており、平成２３年度における利用者数は４万２５人で

ありました。 
 施設の運営、管理につきましては平成１８年度より指定管理者制度を導入し、笛吹市社会福

祉協議会に委託しております。 
 休館日を火曜日のみにすることと、年末年始の休館日を１２月３０日から１月２日までとす

ることが住民サービス、また健康増進につながるとのご質問でございますが、休館日につきま

しては、本市福祉センター条例によりまして春日居福祉会館は毎週火曜日、国民の祝日に関す

る法律に規定する休日および１２月２８日から翌年１月４日までを休館日とされております。 
 福祉センターの運営に関しましては、合併時にそれぞれの施設での設置経過に鑑み、所期の

目的に沿って運営形態を継承してまいりました。これまでも施設運営を委託しております指定

管理者と協議する中で、９月のシルバーウィークでの休日を開館とするなど適宜便宜を図って

まいりました。 
 春日居福祉会館におきましてはやまゆりの湯を併設し、その利用形態は高齢者の皆さまの憩

いの場や健康保持、また福祉の増進の場としての役割が大きいものと認識をしております。休

館日の取り扱いにつきましては単に温泉施設としてだけではなく、福祉センターとしての管理

運営上の課題なども指定管理者から聴取いたしまして協議を行う中で、市民の皆さまのご期待

に沿えるよう、努めてまいりたいと考えております。 
 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 再質問を行います。 
 １番、神澤敏美君。 

〇１番議員（神澤敏美君） 
 どうもありがとうございます。 
 この異常な少子高齢化社会を考えるとき、医療など少しでも市の財政を考えると高齢者の健

康促進こそが一番寄与するものと考えます。どうか一日も早く、今の答弁の中の検討を実行に

移していただいて、住民の高齢者が安心で楽しく生活できるような後押しをお願いいたします。 
 ２点目といたしまして、太陽光発電装置設置推進で次世代に安心・安全をについてお伺いい

たします。 
 １点目、太陽光発電設置で地域活性化を。 
 ２点目、地産地消エネルギー活用で次世代の安心・安全な生活基盤を。 
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 ３点目、発電事業企業の誘致促進を。 
 ４点目、耕作放棄地、遊休農地西山山林地、公共施設の有効活用をについて４点お伺いいた

します。 
 いつ発生しても不思議ではない東海地震、東京電力福島原発事故から２年を経ても原発の再

稼働の状況になく、今夏も節電は避けられない中、県では昨年９月、県内の電力需要をすべて

賄う自然エネルギー地産地消の長期計画の行程を年度内に作成するとしております。この事業

は各自治体の負担はなく、各自治体の公共施設の屋上や屋根を民間企業に貸して太陽光発電装

置を設置し災害時の非常用電源を確保するものとしていますが、本市においても災害時に備え

太陽光発電装置設置事業を推進して地域の活性化を図るべきだと思いますが、いかがですか。 
 ２番目といたしまして災害が発生すれば市民の生活は切迫し、特に高齢者、次世代を担う子

どもたち、困窮な生活を余儀なくされます。伺います。 
 自然エネルギー活用により次世代の安心・安全な生活基盤の構築を推進して、住民に投資す

る税の有効活用となりますが、いかがでございますか。 
 ３点目、地産地消エネルギー太陽光発電設置事業の推進により、発電設置企業と発電に屋上

や屋根を借りて取り組みたい企業の誘致も図られ、地域の経済の発展となり市の固定資産税の

増にも寄与することが期待できます。お伺いいたします。 
 ４点目、昨年の７月１日から再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度が始まり、１１月

に山梨県内の農業団体や農業委員会でつくる県農業委員会議は県の農業施策に対する建議書を

提出いたしました。 
 内容は耕作放棄地に太陽光発電装置を設置し導入して農家の収入増につなげ、売電して発電

用として農地を貸すことができ、経営の安定化にもつながると提案し、仕組みづくり、また支

援策の検討を要望しております。 
 総務省、経済省、農水省と国の法改正にも必要になるかと思いますが、本市にも耕作放棄地

が多く、また西山一体の山林地帯は日照時間も長く、近くには復元することが困難な耕作放棄

地があります。眠っている資源の有効活用も考えられますが、伺います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、河野市民環境部長。 

〇市民環境部長（河野修君） 
 神澤敏美議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに太陽光発電設置で地域活性化をについてでありますが、現在、全国の自治体では東

日本大震災による福島原子力発電所の事故以降、エネルギー政策の課題が議論になっておりま

す。特に注目を集めているのが太陽光発電などの再生可能エネルギーの利用促進でございます。 
 太陽光による再生可能エネルギー資源の活用は、温室効果ガスである二酸化炭素の発生抑制

に大きく寄与することから、市といたしましても小中学校や庁舎等の公共施設２４施設に太陽

光発電システムを設置してまいりました。また、住宅用太陽光発電システムの設置につきまし

ても補助制度を設け積極的に活用していただけるよう、普及・拡大に取り組んでいるところで

あります。 
 今年度の１月末までの導入件数でございますが３４０件、ここ数年増加傾向にあります。今

後も住宅や事業所への導入量の拡大が見込まれ、地域産業や地域経済に結びつくなど地域の活
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性化に大きく貢献することが期待されております。 
 次に地産地消エネルギー活用で次世代の安心・安全な生活基盤について、お答えいたします。 
 本市は年間の日射量も多く太陽光発電に適した気候を有する土地であることから、公共施設

や住宅用の太陽光発電システムを中心に普及・拡大に取り組んでおります。平成１８年度から

今年の１月末までの間、補助制度を利用された分は１，１４０件を超えており、年間の発電容

量の合計は約４５６万キロワットアワーとなります。 
 また、小中学校や庁舎等の公共施設２４施設の太陽光発電システムの発電容量は約７０万７千

キロワットアワーで合計約５２６万７千キロワットアワーになり、平成２３年度に本市内のす

べての家庭や事業所が消費した電力量の約１．１％を賄っていることになります。 
 今後も太陽光や小水力発電などの地域の特性に合った、再生可能エネルギーの普及に取り組

み、市内における電力の地産地消を着実に拡大していきたいと考えております。 
 また今回の震災を契機とする省エネルギーの取り組みなど、ライフスタイルの変革につきま

しても市民や事業者に呼びかけを行い、次世代の安全・安心な生活基盤を整えてまいりたいと

考えております。 
 次に発電事業企業の誘致促進をについて、お答えいたします。 
 昨年７月から電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法が施行さ

れ、再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度が始まりました。この制度を利用する発電事

業者は公共施設等の屋根を賃借し、太陽光発電システムにより発電された電気については電力

会社に全量を売却するものであります。 
 緊急災害時における公共施設への電力供給など地域産業、地域経済の面からも貢献ができる

こと。また、二酸化炭素の排出量の削減にもつながり地球温暖化防止施策にも効果が期待でき

ることなどから、発電事業者への条件整備等を協議しながら誘致について検討してまいりたい

と考えております。 
 次に耕作放棄地、遊休農地、西山山林地、公共施設の有効活用をについてお答えいたします。 
 耕作放棄地や遊休農地への太陽光発電システムの設置につきましては、農業振興地域内の農

地であることから、農業振興地域からの除外許可および農地転用等の許可が必要になります。

また西山山林地はもとより地目が山林の場合の開発は、伐採届の提出や林地開発申請による許

可が必要となるなど、有効活用する場合には十分な検討・協議をしていかなければならないと

考えております。 
 公共施設への太陽光発電システムの設置につきましても、耐震性や積載量および設置屋根の

状態、さらに景観等を考え検討・協議し、有効活用を図ってまいりたいと考えております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 再質問を行います。 
 １番、神澤敏美君。 

〇１番議員（神澤敏美君） 
 どうも前向きな答弁をありがとうございます。この事業はまだ始まったばかり、地域によっ

ては進んでいるところがありますけども、もしこれが経産省、いろいろなものがあります。そ

の中で法改正も必要になってきますけども、５年後には自由化になるというような計画でござ

いますので、今からこの計画に沿ったものを皆さんの中でも、お互いに私たちも勉強しながら
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構築していけたら、また笛吹市も安心で、いざ災害があったときにも各市民が安心した生活を

送れるのではないかと思います。 
 また太陽光装置を今、５０センチほどの高さですけども、屋根ではなくて、地上は。それを

もう５０センチぐらい上げるようなことをすると、その下へ特殊なイモができることもあるし、

これもまた農家にも寄与することができると思いますので、そのへんも考えながらひとつ進め

るような計画を前向きに立っていただきたいと思います。まだ、この事業が始まったばかりな

ので、あまり追求もできないものですから、ここで。いろいろと答弁、ありがとうございまし

た。終わります。 
〇議長（前島敏彦君） 

 以上で、神澤敏美君の一般質問を終了いたします。 
 関連質問を許します。 
 （ な し ） 
 関連質問を終わります。 
 ここで、暫時休憩とさせていただきます。 
 再開を午後１時３０分からとさせていただきます。 

休憩  午前１１時４８分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 １時２９分 
〇議長（前島敏彦君） 

 再開いたします。 
 一般質問を続けます。 
 ２番、神宮司正人君。 

〇２番議員（神宮司正人君） 
 笛新会の神宮司正人です。許可をいただきましたので、質問をさせていただきます。 
 まず財政的知見から市内公共施設、インフラ等の維持管理についてお伺いをいたします。 
 公共施設のあり方についての見直しが、意識を持った全国の自治体で進められております。

景気のよいときに造り続けた箱物施設が元凶となって、財政的に逼迫している自治体も少なく

ありません。 
 神奈川県秦野市における公共施設白書の作成、それに基づいた公共施設の再配置は全国的に

注目される存在となっております。私は昨年の１２月はじめて当選させていただき、定例議会

で本市での合併特例債を活用する大型施設の建設問題に対し、反対する立場から倉嶋新市長に

その対応等、質問をさせていただきました。 
 その後、機会をいただけたなら次回、秦野市の取り組みについてお伺いをさせていただきた

いと思っていましたところ、つい先ごろ２月の４日・５日の両日でございますが、１泊で行わ

れました議員研修の先、その第１番目が秦野市でございました。私は２年ほど前からＮＨＫの

「特報首都圏 縮みゆく日本」のタイトルで報道されました秦野市、あるいは習志野市等の取

り組みに注目しておりましたので、１８名の同僚議員諸兄とともに熱心に熱く語る秦野市の担

当、志村課長補佐さんのパワーポイントを使っての説明、ならびに古屋市長さんのお話に、わ

ずか２時間足らずの間ではありましたが、勉強させていただく機会をいただきました。 
 そこで本市でもぜひとも公共施設白書、これを活用して率先して取り組みをしていただきた
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く決意を新たにしたところでございます。このことについて、市のほうはどのように取り組ん

でいくお考えなのか、お伺いをいたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、山下総務部長。 

〇総務部長（山下真弥君） 
 神宮司正人議員の一般質問、財政的知見から市内公共施設・インフラの維持管理についてに

お答えいたします。 
 公共施設・インフラの老朽化等の対応につきましては、各々の施設を管理している所管課が

主体となり維持管理、耐震補強改修、電気機械設備修繕等を行っております。 
 保育施設、学校施設は建て替えを控えている芦川小体育館を除き、昭和５６年建築基準法改

正の新耐震基準に適合しており、本庁舎につきましても平成２５年度に耐震補強改修を予定し

ております。 
 その他の公共施設につきましては、現在進めている公共施設白書作成業務の中で老朽化率、

将来維持管理費用や建て替え費用の推計を行うことにより、財政状況・施設需給バランスと併

せて課題の抽出を行います。 
 この公共施設白書をもとに市が管理している公共施設全体について今後、厳しくなる財政状

況を踏まえまして改修・修繕、取り壊し、統廃合等の再配置計画を検討してまいりたいと考え

ております。 
 次にインフラの整備ですが、橋梁につきましては笛吹市道橋梁長寿命化基本計画および笛吹

市道橋梁長寿命化修繕計画に基づきまして、補強・補修を進める予定であります。また道路等

につきましても舗装路面、法面擁壁等の総点検を平成２５年度に行いまして、修繕計画を策定

いたします。さらに上水道につきましては水道ビジョン、下水道につきましては公共下水道財

政健全化計画に基づき、効率的かつ効果的な管理運営に努めてまいります。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 再質問を行います。 
 ２番、神宮司正人君。 

〇２番議員（神宮司正人君） 
 お答えいただきまして、ありがとうございます。 
 本市の財政についてですけども、当定例会冒頭、総額３４１億円の合併後最大の当初予算が

提出されております。本市財政は１０年後２０年後のシミュレーションをされていると思いま

すが、その内容また中長期財政計画についてもお伺いをいたします。本市財政は本当に健全な

のか、本当に大丈夫なのか、財政課長にお聞きしたいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を求めます。 
 答弁を、成島財政課長。 

〇財政課長（成島敦志君） 
 中期財政計画、長期財政計画というものに関しましては、これまでの答弁の中でもお答えさ

せていただいておりますけども、ここのこれまでの状況、それから補正の状況、国の動向です
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ね、それから新年度当初予算の状況、それからまた新たな課題に対してのもろもろのものを盛

り込んだ中で、中期財政計画につきましては６月には議会のほうへ報告したいと考えておりま

す。 
 なお、長期財政計画につきましては、さらにその２５年度予算も盛り込んだ中期財政計画、

それから今後の予測も公共施設白書も秋には出るという中で、もろもろのものを盛り込んだ中

で、新たに２５年度中に取り組んで長期財政計画を作成していきたいというふうに考えており

ます。 
 以上でございます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 神宮司正人君。 

〇２番議員（神宮司正人君） 
 いずれ白書が出てからお答えということだと思いますが、今までの１０年、シミュレーショ

ンは大丈夫だよというふうにおしゃってきました。 
 それでは次に昨年末に、不幸にして起こってしまった笹子トンネルの天井板崩落事故を踏ま

え、１２月の一般質問の折、ちょっとだけ触れさせていただきましたが、日本全国どこの自治

体も間違いなく今後は公共施設、またはインフラについてメンテナンス、維持管理の時代に入っ

たと専門家の皆さんもおっしゃっていますし、私もそう考えています。 
 もし市の財政計画がこれから健全であるとするならば、これからメンテナンス、維持管理の

ための費用は、今までとこれからはどういうふうになっていくとお考えなのか、再度お伺いし

たいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、成島財政課長。 
〇財政課長（成島敦志君） 

 再質問にお答えいたします。 
 先ほど申し上げましたように、今後シミュレーションのほうはつくっていくということにな

りますけども、これまでも維持管理費といたしまして、今年度の予算の中でも１億５千万円、

維持補修費という形になります。なお、その維持補修的な意味合いではなくて、学校等につき

ましては、改築を含めてやっていくような、普通建設事業的なものもございますけども、これ

までどおり、それは進めていくことになろうかと思います。 
 なお、今回の公共施設白書の中で、さらにその老朽化等を考えていきますと、どうしても財

政的な考えからいきますと、施設の統廃合ということも当然、考えていかなければならないと

いうふうにも考えておりますので、そういうところも早急にそれが出せる、なかなか結論が出

せないと思いますけども、そういうところも含めた中で考えていかなければならないと。そう

いう面では維持補修、また改築等に向けては、その形式的には増えていくというふうに考えて

おります。 
 以上でございます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 神宮司正人君。 

〇２番議員（神宮司正人君） 
 今、今後は増えていくと。そういう予想であるというふうな意見だと思いますが、公共施設、
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インフラの維持管理にこれから一体どのくらいの費用を投入したらいいか。市がしっかりと公

共施設、インフラを把握していないと分かりません。 
 そこで本市では公共施設、インフラの将来のあるべき姿を考えていくとき、公共施設は市内

のどこにどれだけあるのか。どのくらいの人が利用し、どのくらいお金がかかっているのか、

それらを判断する、基礎となる公共施設白書、これを作成しているというふうな意見を言って

おられましたが、一般の市民の方にはよく分かりませんので、もう一度どういうことで発注さ

れたのかお伺いいたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、山下総務部長。 
〇総務部長（山下真弥君） 

 お答えします。 
 公共施設白書につきましては、議員さんご指摘のとおり市内の公共施設すべてを網羅すると

いうことで検討してきました。現在、発注をしているわけでございますけども、学校等につき

ましては１施設ということで数えさせていただきまして、１７３の施設について詳しい調査を

していきたい。今後、維持管理、補修、統廃合等々の議論をしていく上で必要な内容を調査し

ていくわけでございます。 
 施設の基本的な情報としましては面積とか築何年建っているかとか、それから耐震はどうなっ

ているかとか、また利用面ではどのくらいの市民が使っているのか、どのような形態で使って

いるのか等々、それから維持管理、経費が今どのくらいかかっているのか。今後、幾年ごろに

は寿命がくるとか、耐震化が、統廃合が必要だとか、そういう統廃合以前の問題として、統廃

合も含めた議論をする上で必要な基礎資料、これを作っていくということでございます。これ

をもとに市民の多くの方、それから専門家の皆さんも交えて大いに議論していく。このときに

秦野市の事例も参考にさせていただきながら議論をしていきたいと考えております。 
 あくまでも公共施設の白書はスタートに立つということで、それからが非常に意味のある議

論ができるかどうかということで、十分に準備をしていきたいと考えております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 神宮司正人君。 

〇２番議員（神宮司正人君） 
 この公共施設の白書、いつごろ発注して、いつごろ出てくるんですか。 

〇議長（前島敏彦君） 
 答弁を、山下総務部長。 

〇総務部長（山下真弥君） 
 発注はもうすでに済ませておりまして約１年間弱かかる予定で、１１月ごろを目途に考えて

おります。 
〇議長（前島敏彦君） 

 神宮司正人君。 
〇２番議員（神宮司正人君） 

 今年の１１月ということで、外部ですからコンサルタント会社に発注されているというふう

に理解してよろしいですね。これはそんな１１月なんていうレベルではなくて、一日も早くで
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きないんですか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、山下総務部長。 
〇総務部長（山下真弥君） 

 一日も早く取り組んでいきたいというふうに考えております。ただ、あくまでもしっかりと

した基礎資料が必要でございますので、現地に行かなければならない調査項目もございます。

そのへんを委託先と協議をしながら、スピード感をもってやっていきたいと考えております。 
〇議長（前島敏彦君） 

 神宮司正人君。 
〇２番議員（神宮司正人君） 

 一日も早くということですけども、外注に出しているんですからなかなか出てこない。秦野

市の、ここに公共白書ございます。これは全部、秦野市の職員が作ったものですよ。やっぱり

特命チームをつくって市職員みずからが調査するとか、サンプルの作成、それからデータをど

んどん出していく、そういうことをしないと、今度は人のつくったものを市職員、あるいはトッ

プの方、幹部の方たちが見ても理解するのに、また時間がかかるではないですかね。かなり時

間を要すると思います。できたものは。そのへんはどうお考えですか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 山下総務部長。 
〇総務部長（山下真弥君） 

 ご指摘のとおり、自前でやる方法もあろうかと思います。本市につきましては６００万円の

予算をつけまして専門的な知識をもとに十分、基礎資料として耐え得るものをつくっていきた

い。ご指摘の点につきましては、職員が作る段階から関わることを十分考えながら取り組んで

いきたいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（前島敏彦君） 
 神宮司正人君。 

〇２番議員（神宮司正人君） 
 外注で６００万円もかかって、人の作成したものを今度は自分が供するときには時間がかか

ると言っていただきました。 
 戦後の復旧・復興、また東京オリンピック、また高度成長期に公共施設は旧町村でも一斉に

整備されてきました。一斉に整備されてきたということは当然のこととして、それは一斉に老

朽化を迎えます。そして一斉に更新の時期がやってくると、そういうことでございます。 
 それで今までのように経済も成長する、税収がどんどん上がってくる、人口もどんどん増え

ていく、そうであればなんの問題もありません。ただ残念ながら、その逆に日本中は高齢化と

少子化、人口の減少はどんどん進んでいきます。現に山梨の人口、この３月の末、８５万人を

切るという予測が新聞に発表されました。そうするとどういう現象が起きてくるか。国も地方

自治体も財政状況がどんどん悪化してきます。そのような状況の中で今まで同じように、物は

どんどんつくる、そんな時代はもう過ぎました。むしろ市民にとって本当に大切な公共施設、

それさえ維持していけなくなる可能性があります。公共施設の更新問題、あるいは老朽化問題

になるといわれておりますが、今まさにわれわれはその時代に突入しております。 
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 しっかり把握していかなければ市の当初予算、本予算、また補正予算さえ立てることができ

ないはずです。維持管理にはいくらかけられるか。新しく直す、子どもたちや弱者を最低限守

るための歩道であったり、側溝等の改修にはいくらかけられるのか、それさえ分からない。今

まさにこの問題に真剣に取り組んでおられる秦野市がわずか１時間ほどの、私たちのすぐ近く

にあります。しかもありがたいことに、そこの担当者はいつでも情報公開、情報開示をいたし

ます。いつでも呼んでくれれば行きます。いつでも来てください。そうまで言ってくれており

ます。 
 ２年ほど前、一宮町で行われました市民ミーティングのとき、市の財政についてそのシミュ

レーション等に大いに問題があると市民目線で発言された倉嶋市長さんがおりますが、どうか

理解があると思います。市長は本案件に対し特命チームを編成し、経営政策部でも総務部でも

どこでも結構ですがそういう特命チームをつくって、この問題に対し真剣に取り組むことが大

切と考えますが、市長の見解を伺いたいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を求めます。 
 答弁を、倉嶋市長。 

〇市長（倉嶋清次君） 
 お答えいたします。 
 議員ご指摘のように笹子トンネルの事故はまさしく象徴的に表現していますように、公共施

設が非常に老朽化し危険な状態になってきている、そういう公共施設がたくさんある。まさに

これから大変な時代に直面しているというふうに私も考えております。私としても一刻の猶予

もならないというふうに思っておりますので、公共施設白書、これは業者さんのほうにお願い

しておりますが、これもできるだけ拍車をかけてやっていただく。先ほど総務部長からそのプ

ロセスでもというお話がございましたけども、私もそれを待たずに動いていくことが大事であ

るというふうに思っております。 
 大胆に見直していかないといけないと。秦野でも指摘しているように縦割りというところを

ぶち壊していく、縦割りをなくしていく。そこまでしっかり踏み込んで施設の今後の活用を考

えていく。また単にハード的な話だけではなく、市の組織のあり方なり、あるいは市民とのパー

トナーシップのあり方、市政の、あるいは地域社会におけるそうした組織面のあり方も含めて

考え直していく、見直していく、そういう必要があるのではないかというふうに考えておりま

すので、しっかり私としても腹を決めてこの問題に取り組んでいきたいし、職員にもしっかり、

ある種の意識改革を訴えながら取り組んでいきたいというふうに考えております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 神宮司正人君。 

〇２番議員（神宮司正人君） 
 市長の前向きな答弁、ありがとうございました。秦野市の担当者、また秦野市長さんとわず

かな間ではありましたけどもお話をお伺いする中、私ばかりではなく、ここに同席しておりま

す議員の皆さんも深い感銘を受けて研修してまいってきました。それは少子高齢化の進む中に

あって、市民の将来のために３０年４０年、あるいは５０年先をしっかりと見据え、今まさに

パンドラの蓋を開ける、その勇気を時のリーダーが持てるかと、そういう宿題であったと思い
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ます。気が付いた人の責任、目覚めた人の責任、そしてパンドラの蓋にしっかりと手をかけ、

公共施設白書に基づいた対応を市民、職員、議会にしっかりと説明をし理解をいただきながら、

市民に向いた市政運営を市長ならしっかりと有能な職員を登用して実行できると思います。 
 どうか３０年５０年後、市民に胸を張って自信を持って引き継ぎできる市を目指して、ぜひ

とも市民のために市長は最大限の努力をしていただきたく、心よりお願いをいたします。 
 早急に秦野市に学ぶ行動を、本市発注の外部委託の公共施設白書が出る前、実務者を派遣す

る等の行動を一刻も早く速やかにとっていただきたい。今一度、市長の決意のほどをお聞かせ

いただきたいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、山下総務部長。 
〇総務部長（山下真弥君） 

 市長に代わりまして、お答えします。 
 職員はすでに行っております。白書を作る担当が、議員が説明を受けた志村さんから直接、

説明を受けております。私も志村さんの書いたものを何回か読ませていただきました。本当に

パンドラの箱を開けるということになろうかと思いますけども、私も部長としてしっかりこの

へんを肝に銘じてやっていきたいと考えております。ありがとうございました。 
〇議長（前島敏彦君） 

 神宮司正人君。 
〇２番議員（神宮司正人君） 

 もう職員を派遣しているということで、ありがとうございます。 
 それから秦野市が１７万人の人口に対して予算が４５０億円。わが笛吹市は７万人そこそこ

で３４１億円の予算を組んでおります。１人当たりの人口にしますと実に秦野市の１．８４倍

です。このような予算であれば４０年５０年、次の世代に自信を持って渡せません。早い対応

を、できるだけ一日も早い対応をお願いいたします。 
 次に市職員の市民への接客、規律、モラルハザードについてお伺いをいたします。 
 善良な市民の皆さんより一部市職員の市民や市政への対応について、大いに不満があるとの

ご意見が私のところに寄せられる事案が相次いでありました。たとえ一部ではありましても市

職員、管理者として決して市民より苦言をいただくことがあってはならないと思いますが、市

長ならびに管理担当者はいかがお考えなのか、お伺いをいたします。 
 本年早々に発覚した昨年末の市職員による量販店での代金未払い問題、俗にいう万引き事案、

それとかつい先ごろの新聞報道での、昨年１０月の文科省会計検査にて不適正な事務処理、補

助金の不正受給事案が相次いで判明し、多額の本市財政負担とともに市民をはじめ県下住民の

信用を大きく失墜する出来事が相次いで発覚しております。誠に遺憾であるとともに、その信

頼回復には相当な努力が必要であると考えております。 
 私は本市の管理職はもとより、ほとんどの職員は一昔前から比べると、実によい態度で窓口

業務等のサービスを市民に対応されてきていると感じていたところでありますが、市民の目線

から見るとき、ご指摘の窓口対応、また市の行事等への寄附金協力要請時の職員の態度などに

上から目線であるとのご指摘をいただきました。 
 市民はすべてを理解し、窓口に来る人ばかりとは限りません。むしろほとんどの市民はどう

すればよいのか、よく分からない、不安のまま窓口にやってくるといってもよいでしょう。職
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員は、いわば行政の窓口業務のプロですからすべてを知っていて当然です。その職員と市民と

の間でボタンの掛け違いが生ずるのはなぜでしょうか。それは常に職員が市民への思いやり、

やさしさを持って謙虚に接することができているかではないでしょうか。 
 また恒例の行事として４月にもう始まりますが、桃の花まつり、夏の花火大会等に関係各位

よりご寄附をいただくことがあろうかと思いますが、一部の職員の中には今年も寄附をいただ

いて当然のごとく、横柄な態度であったとの指摘もいただいております。寄附者は大変厳しい

昨今の経済情勢下にあっても、なんとか市の恒例行事にはやり繰りをして協力していきたいと

思っているのに誠に残念であるとの苦言もいただいております。どこの部署とは申し上げませ

んが、先に指摘をした不祥事とともに市職員、ならびに管理をする立場のモラルハザードを今

一度しっかりと再認識する絶好の機会であると考えておりますが、いかがでしょうか。モラル

ハザード、職員の市民への接し方、職員の規律についてはどのようにされているのか、お答え

をお願いいたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、山下総務部長。 

〇総務部長（山下真弥君） 
 神宮司正人議員の一般質問、市職員の市民への接客、規律、モラルハザードについて、お答

えいたします。 
 まず職員を総括する部長として万引き、不適正執行が続いたことにつきまして、深くお詫び

を申し上げます。 
 地方公務員である市職員は、全体の奉仕者として住民の福祉の向上のために働いております。

言うまでもなく主役は市民でありますので市民の期待に応えるために市民の視点に立ち、行政

サービスの質の向上に努めております。 
 そのため、日ごろより笛吹市職員倫理綱領や職員行動規範などの周知徹底に努めるとともに、

特にお客さまである市民の方への接遇につきましては、職員接遇マニュアルに基づく応対に心

掛けているところでございます。 
 これまでも市長への手紙等で市民の方から職員の対応につきまして、ご指摘をいただいた際

には原因をしっかり究明し、改善をするとともにその旨について丁寧にご返事をしてまいりま

した。 
 今後につきましても市民の期待と信頼に応えられる職員、また組織となるよう、なお一層努

力してまいります。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 再質問を行います。 
 ２番、神宮司正人君。 

〇２番議員（神宮司正人君） 
 ありがとうございます。 
 ぜひともこの機会にもう一度見直して規律、モラルハザードについて再検証・再構築され、

失われた信頼回復のためには、今までと市は大きく変わったとはっきりと市民に思われるよう

なことが大切であると考えております。これは市民への対応はこうするべきであると。市長の
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お考え、あるいは幹部の方たちのお考えをトップダウンでやりきっていかなければならないと

考えております。しっかりと誠意と持って市民へのサービス、対応をお願いいたします。市長

の決意のほどをお聞かせいただけますか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を求めます。 
 答弁を、倉嶋市長。 

〇市長（倉嶋清次君） 
 お答えいたします。 
 私も１０年余にわたってお客さまと接する、いわゆる接客業というものをやってまいりまし

た。いかに気持ちよくお客さまに来ていただいて、気持ちよく帰っていただくか、このことは

骨身にしみて感じているところでございます。そういう意味でまだまだ私ども市の職員、１００点

満点は付けられない。もっともっとしっかり笑顔で市民を迎え、市民の用事に的確に対応して

笑顔で送り出す。こうした基本的な動作からまずしっかりやっていただきたいなというふうに

思っております。 
 その他、本当に市民目線で市民のためになる市政でやっていくには、まだまだいろんな要素

があろうかと思います。今のご指摘もしっかり踏まえて、よりレベルの高い市民サービスが行

われるように私が先頭に立って努力してまいります。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 神宮司正人君。 

〇２番議員（神宮司正人君） 
 市長の力強い決意をいただきまして、ありがとうございます。 
 数々の不祥事等、再発防止のためには市長みずからが率先して行動していただきたい。市民

と職員は市長の宝物でございます。職員にとっては市民こそが職員の宝物であると、そのこと

を自覚ができるまで市長は一生懸命リーダーシップをとって、発揮していただきたいと思って

います。市長なら立派にできるはずです。どうか市長には頑張っていただきたいと思いますの

で、以上をもちまして私の質問を終了させていただきます。ありがとうございました。 
〇議長（前島敏彦君） 

 以上で、神宮司正人君の一般質問を終了いたします。 
 関連質問を許します。 
 １１番、北嶋恒男君。 

〇１１番議員（北嶋恒男君） 
 笛新会の北嶋恒男です。 
 今、前段で公共施設につきましての話がありましたので、それに関連した話でスコレーセン

ターの音響施設、音響装置についての質問をさせていただきますが、これはだいぶ前からあそ

こを利用した人は研修等で行ったとしても、講演者の声がよく聞き取れないと。でも笛吹音楽

祭とか私、今年も行きましたし、昨年も行きましたけども、音楽祭の場合は非常に感動した施

設だと思いましたけども、先日も行った研修会でほとんど、３割も分からなかったよという意

見がありました。前から、あそこは大々的に改修しなければというお話を聞きましたけども、

その後、そういった世間の話があるんですけども、クレームに対して今、どのような市のほう
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としてはお考えか、お尋ねいたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を求めます。 
 答弁を、仲澤教育部長。 

〇教育部長（仲澤和朗君） 
 北嶋議員の関連質問でございますけども、スコレーセンターの音響施設、大ホールのことだ

と思いますけども、スコレーセンターにつきましては昭和６２年に建てた建物だと思っており

ます。約３０年が経過しております。スコレーセンターにつきましては、私どもにつきまして

は、先ほどの長寿命化改修ではございませんけども、大改修を検討しております。部分的な改

修ということではなくて、総体的なものにつきまして改修をと。ただし来年度、そのことにつ

いて実施しますとは言えませんけども、来年度につきましては図書館のエアコンを改修し、そ

の後、大改修を検討していきたいと考えています。 
 以上で答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 北嶋恒男君。 

〇１１番議員（北嶋恒男君） 
 大改修というお話がありましたけども、こういった財政難でございますので、今すぐという

わけにはいきません。でもまた明日、例えば研修会があった場合、そこへ訪れた聴取者が非常

に不満だったということもあるわけですので、たぶん私は思うんですけども、アンプとかマイ

クですね、それからスピーカーなんかも前後左右のような形で、専門家に見ていただいて少な

くともそういったよく声が通るような装置に当面していただければ、そういった不満もないん

ではないかなと思うんです。講演者の声の質にもよりますし、通る声とかゆっくり話す方なら

いいんですけども、普通に早口の場合はなかなか聞き取れないということもあります。そんな

ことでぜひ一度そんなにお金はかからないと思いますので、そういったマイク、スピーカー、

そんなことでちょっと点検をして、なんかそういう装置ができれば少しは改善するだろうと思

いますけどもいかがでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を求めます。 
 答弁を、仲澤教育部長。 

〇教育部長（仲澤和朗君） 
 大ホールの集会室の音響施設でございますから、おそらく集音関係につきましても適切なも

のはやっていなかったと思いますから、これから集会施設の音響施設について確認・検討させ

ていただきます。 
 以上で答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 北嶋恒男君。 

〇１１番議員（北嶋恒男君） 
 もう１問、最後の接客・接遇の関係ですけども、今度、今、庁舎のほうを改修しております。

来年には立派なきれいな庁舎ができるということでして、現在はご存じのとおり、ご覧のよう

になかなか接客とかそういうことがあれですけども、今度はきれいになりますので、ぜひ受付
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の人の衣装のほうもまたしたり、こじんまりした、こざっぱりした、ぜひ清潔感のある、今で

も十分ではありますけども、さらにそういったことを気をつけていただいて、そしてまた接遇

マニュアルというような、総務部長のほうからもお話がありましたけども、やはり読むだけな

ら、なかなか実感が湧かないと思いますので、そういった専門職の方もいます。そういった研

修も受けまして、そしてまたいろいろの施設が全国にもありますので、そういった模範的なと

ころを一度、視察に行くとかそんな形をして、これは結局は自分の身に付くことでございます

ので、ぜひこの機会にそういった接遇、接客、市長さんも非常にそういった点のご理解がある

と思いますので、要望という形なんですけども、それについての総務部長、ちょっとお考えを

お願いしたいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、山下総務部長。 
〇総務部長（山下真弥君） 

 貴重なご意見、ありがとうございました。 
 衣装等もこざっぱりということもありました。それから研修につきましても専門的な方、経

験者を呼ぶこともご指摘がありました。十分に検討させていただきます。ありがとうございま

した。 
〇議長（前島敏彦君） 

 ほかに。 
 （ な し ） 
 ないようですので、関連質問を終わります。 
 一般質問を続けます。 
 １９番、大久保俊雄君。 

〇１９番議員（大久保俊雄君） 
 笛政クラブの大久保俊雄でございます。 
 われわれを取り巻く経済も先週末、日経平均株価も年初来高値を更新したと思えば、昨日の

ようにイタリア総選挙初の大幅な円高株安ということで、実態のない期待感だけのわれわれの

経済というものの脆弱さが露呈されたのではないでしょうか。 
 世相を端的に１９文字に表しますと「どう進む アベノミクスとクラシマイズム」といった

ところでしょうか。 
 昨日の笛政クラブ、上野議員の代表質問の冒頭のとおり政権交代の期待感をいかに地域経済

や市民生活の隅々まで浸透するか、課題山積のこの９年目、衆人の環視するところであります。 
 本定例会初日の冒頭、倉嶋市長は平成２５年度市政運営の基本方針で市民に開かれた市役所、

公正・公正で透明性の高い市政の実現を打ち出され、情報公開と率直な議論と市民合意を目指

す中での大きな５つのまちづくり推進を説明されました。 
 市長の公約は施策遂行にあたり、市民の皆さま、議会に意見を聞きながら説明、理解を得な

がら進めていくと常に申されております。その一環として市長と語る市民ミーティングを企画

され、１２月１８日、１４０名参加の石和町を皮切りに約２カ月にわたり７町で開催、延べ６４０名

が参加されました。職員の参加、重複参加を考慮しますと一般市民参加は５００名にも満たな

かったのかと分析されます。 
 今後の市政運営方針を明らかに知らしめる機会がこのミーティングだけではないにせよ、大
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型建設事業に対する公約、また選挙後の大きな方向性とその他市政全般にわたる意見交換、意

見聴取の場としては決して参加者が多いとは到底言いがたく、私も何カ所か参加し、参加者の

意見・感想を伺ったところ、本ミーティングは大型建設プロジェクトに対して意見を異にする

市民の皆さまにとっても、また今後の笛吹市が何を目指すのか、関心や不安をお持ちの方にも

完全燃焼であったとは言えないことも事実でありました。 
 そこで伺いますが市長の目指すところの市民との対話、議会との対話を重視する市政の推進

を基本とする中で、過日開催された市長と語る市民ミーティング開催に対し、その成果と今後

の課題について伺うわけでありますが、まず大型建設事業に対して凍結から継続、もしくは事

業縮小と進路変更された事業に対し市民に十分説明され、その趣旨がある程度、理解されたと

考えるか、どのような分析がなされたか、昨日の代表質問でも一部触れられましたがお聞かせ

ください。 
 またバイオマス、石和温泉駅舎ならびに周辺整備は縮小ならびに一部見直し、アリーナ事業

は中止と明言されましたが、建設の可否の決定を受けてそれに付随する多くの諸問題、例えば

代替地、接続道路として周到な準備をされた地権者や地域に対してどのような説明と理解を求

めるのか。実施設計締結までの具体的スケジュールや財源の問題など、これらも地権者、地域

住民、市民に対し、密度の濃い説明とできる限りの要望反映が必要であるが、当局はどうお考

えでしょうか。 
 さらに今後も大型建設計画をはじめそれぞれの地域が抱える課題に対し、市民ミーティング

や関係団体、いろいろな諸々の意見を聞いていく旨、説明がありましたが、今後の開催頻度、

内容、具体的にどのような手法をとられるのか、まず１問目としてお伺いいたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、風間経営政策部長。 

〇経営政策部長（風間和仁君） 
 大久保俊雄議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに大型建設事業に対して、市民は十分理解されたと考えるかについてでありますが、

今回の市民ミーティングは全７会場で実施、約６４０名の市民の皆さまにご参加をいただきま

した。また大型建設事業につきまして参加者からいただいたご意見・ご質問は、延べ９４件と

なっております。 
 大型建設事業の現状と今後の考え方につきましては、現時点でできる限りの説明をさせてい

ただき、市民の皆さまよりさまざまなご意見をいただいたところでございます。 
 お尋ねの市民の皆さまが十分理解されたと考えるかについてでございますが、一定のご理解

をいただいたものと考えております。 
 次にバイオマス、駅舎周辺整備、アリーナ事業は建設の可否以外にもそれに付随する諸問題

について、地権者・地元・市民への密な説明と要望反映が必要であるがについて、お答えさせ

ていただきます。 
 どのような事業でありましても理由の如何を問わず、中途での中止や計画変更等につきまし

ては土地等の権利者をはじめとする多くの関係者にご迷惑をお掛けすることになります。 
 ご質問の各事業につきましても具体的な変更内容等が確定していないものがありますが、地

権者や関係者の皆さまに適時、詳細なご説明を申し上げ、ご迷惑をお掛けしたことをお詫び申
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し上げるとともに、ご理解を賜りますようお願いしてまいりたいと思っております。 
 次に市民ミーティングの今後の開催頻度、内容、具体的な手法についてお答えさせていただ

きます。 
 市民と市長が直接市政についての意見交換を行い、現状の課題や理想のまちづくりについて

の情報を共有することで、開かれた行政の実現と協働のまちづくりを推進することを目的に市

民ミーティングを開催いたしております。 
 この市民ミーティングには市がテーマ、対象者、開催地等を定めて開催する対象限定型と開

催を希望する団体等がテーマを決めて定めて行われる公募型の２つがございます。参加人数は

おおむね１０人以上５０人以下としております。 
 今回の市民のミーティングは、合併特例債を財源とする大型建設事業の今後の方向を決定す

るための参考意見をお伺いするということを目的に開催いたしました対象限定型ということで

７会場で開催いたしております。より多くの市民の声を伺い、各地域の抱える課題等をきめ細

かく把握するためにはもっと小さい単位での開催が必要であると考えております。 
 今後は開催を希望する行政区、各種団体等からの申し込みによる公募型を中心に開催してま

いりたいと思っております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 再質問を行います。 
 １９番、大久保俊雄君。 

〇１９番議員（大久保俊雄君） 
 今の市民ミーティング、一定の理解という文言とお詫びと理解という言葉があったわけです

けども、一定というのはどのへんを指すのかちょっと分からない部分がありまして、限りなく

皆さん、一人でも多く理解いただけるようにやっていただきたい。ことにバイオマス接続道路、

こういったものが長い間、地元の皆さん、地権者、いろいろ損得抜きにして市政のために何が

いいか、皆さんに提供した部分もありますので、ぜひこの時期にいろいろお詫びとか言います

けども、できることは十把ひとからげではなくて、総論ではなくて各論でも、やはりどんどん

こういう部分で進んでいるですとか個別の事業、個別の案件で説明できるところはどんどんし

ていかないと、これは本当に大きなしこり、また市政の逆にブレーキになる可能性もあります

けどもそこはいかがでしょうか。個別でできることは説明を密にしてほしいと思いますけども。 
〇議長（前島敏彦君） 

 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、豊角産業観光部長。 

〇産業観光部長（豊角英人君） 
 私のほうからバイオマス関係について、答弁させていただきます。 
 取り付け道路等については、砂原橋の関係になろうかと思います。その中で私ども市民ミー

ティングはもちろんのことでありますが、地元区であります砂原区、それから増田区において

地元との意見交換をそれぞれ開催しております。 
 その中で実際に市民ミーティング、広く市民の声を聞く以外に実際に仕事の方の生のご意見

も聞いております。これにつきましてはそれぞれの意見として今後の検討課題、またこれを検

討する組織を立ち上げた中で、最終的な方向づけ、こういったものについて生かしていきたい
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と考えております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 大久保俊雄君。 

〇１９番議員（大久保俊雄君） 
 今の生の声と、なんでも生、ダイレクトが大事でありますのでお願いしたいということと、

あと石和温泉駅舎整備、こちらのほうはややトーンダウンされた中で、ある部分、規模縮小と

もいわれているということでありますが、例えば１４０号、北バイパスに出る信号の件ですと

か、また敷地内に接続される市道の整備、電柱の地中化とか、いろいろそれに付随する要望も

出る中で、どのように意見集約して地域、区とかそういったものを意見集約されるのか。また

駅舎周辺整備に関連して、当然、駅前区画整備等も終了しましてそれに付随するいろんな地域

の要望、これはまた次の機会にお伺いすることになりますけども、いろんなそれに対する１つ

の単体としての事業は縮小なり、継続する中でありますけども、それに付随する、いろいろ多

岐にわたる地域要望、住みやすさ実現に向けた考えがありますけども、そちらどのように取り

組まれる予定でしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、風間経営政策部長。 

〇経営政策部長（風間和仁君） 
 再質問にお答えさせていただきます。 
 市民ミーティングでの出された意見につきましては、今、共有を図るべく各担当部で見られ

るような状況をつくらせていただいております。やはり公平性が大事ですので、ある個所につ

いてはこうだ、この部門についてはこうだというような形があってはまずいと思いますので、

全部の部署に出た意見等が集約して見られるような形を構築する中で、統一的な見解も出しな

がら対応させていただきたいと思います。やはりそれぞれの現場に出向くことも必要ですし、

先ほど来、生の声も大切だということをお聞きしておりますので、でき得る限り市民の立場に

立った対応をさせていただきたいと考えております。 
 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 答弁を、斉藤建設部長。 

〇建設部長（斉藤寿君） 
 大久保議員の再質問でありますが、駅周辺整備のうち１４０号からのアクセス道路に信号機

というお話でありますけども、これについては今現在、警察あるいは県の公安委員会と協議す

る中、設置の方向で取り組んでいるわけですけども、公安委員会からは設置するという返事は

もらっておりませんけども、改良工事の中ではいつ信号機が立ってもいいように、いつでも設

置できるような形で改良を行っているところであります。 
 また、付近住民からのいろいろな要望をどのような形で取り扱っていくかということであり

ますけども、地元松本区等とも協議する中、できるところからやっていきたいと。できないも

のについては将来的に考えていく問題もあるわけですけども、協議する中、進めていきたいと

いうふうに考えております。 
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 以上、答弁とさせていただきます。 
〇議長（前島敏彦君） 

 大久保俊雄君。 
〇１９番議員（大久保俊雄君） 

 あともう１点ですが市民ミーティング、またそれに付随するいろいろな意見聴取ですとか、

意見反映の手段は１０人から５０人、また対象限定うんぬんの説明がありましたけども、あり

とあらゆる手段を使っていただいて、笛吹市議会としましてもただいま議会改革検討委員会、

その中で市民との関係ですとか市に対する関係、こういったものを市の１つの合議体として、

一生懸命、基本条例制定に向けて取り組む中で、執行部もやはりありとあらゆる手段で聴取し

てほしいということで、本当に市長の話にもひざづめ談議をやると。これはまったく大事では

ないでしょうかね。ＩＴ社会の進行で、フェイスブック、こういった手段も大事ですけども、

やはり山梨県というのは俗に言う無尽というのがありますし、いろんな消防団、ＯＢになって

も１０人、２０人でやっている地域づくりのためにみんな知恵を出す。こういった場でわれわ

れ褒められることはないんですけども、まちづくりの大きなヒントというのは数多く見い出さ

れるわけでありますし、またことに一番の今の問題は若手世代の政治的無関心、ポリティカル

アパシーというのは、やはり将来を見据える中で一番大事ではないかなということで、また政

治的関心がない世代には、またそういった無尽とか集まるところは、市長も多忙とは思います

けども、どんどん月に何回とか積極的に行っていただいて、決して素晴らしいと言われること

はないかもしれないけども、いろんなまちづくり、そういったひざづめ談議から、私はまちづ

くりのヒントというものは大きく出されると思いますから、そこらへんの方針というのを、で

きれば市長のほうから情報収集の手段で積極的なお考えがあれば、お伺いしたいと思いますけ

ども。 
〇議長（前島敏彦君） 

 当局の答弁を求めます。 
 倉嶋市長。 

〇市長（倉嶋清次君） 
 ご指摘いただきましたように、私もひざづめ談議には大いに賛成でございます。ぜひ、私は

実は無尽というのは１つも持っておりませんので、なかなか仲間はずれにされるというような

思いもございますので、ぜひ飲み過ぎないように注意いたしますので、声を掛けていただくよ

うに、特に若い人にはお願いしたいと思っております。よろしくお願いします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 大久保俊雄君。 
〇１９番議員（大久保俊雄君） 

 前向きなお答えをいただきましたので、２問目に移らせていただきます。 
 近年、地域主権、地方分権、市民主権といわれる時代を迎え、市民と職員との協働のまちづ

くりが一層求められる中で、多くの自治体で市民から求められる職員像として市民第一主義に

立った信頼される職員が掲げられております。 
 その一方で、多くの職員が真摯に業務を遂行するかたわらで、職員の不祥事や住民からのク

レームがなくならないなどの現状も注視しなくてはなりません。地域経済が底を打ち続ける現

在、地方零細企業や個人商店における労働環境と公務員の労働環境の乖離がさらに広がってい



 １３７ 

るのではないかと疑問を抱く市民の声も多く寄せられており、改めて信頼される職員像とはど

んな職員か。そして信頼される職員になるためには、どうすればよいのかを考え実践する。実

践しなければならない事案が発生しております。さらにそれに加えて本市や県における複数の

補助金不正受給問題などの交付金問題を受け、公務員倫理とは何か論じられるようになりまし

た。公務員倫理とは真面目に職務をされている職員にはお堅い話でありますが、法令遵守、コ

ンプライアンス、それに加えて公務員としてのモラルの高揚、言い換えれば社会通念として公

務員に求められる言動行動規範遵守であろうかと思います。しかし公務員である以上、住民か

らの信頼確保に向け、常に意識し続けるテーマであり、何気ない日常行動の中にある不祥事の

火種に気づき、ときには新たな気持ち、視点で自分の身のまわりを見つめ直し、誰かが定期的

にチェックすることが必要不可欠ではないでしょうか。そこで市民が求める、より信頼される

職員像とは何か、市民への奉仕者として市民と職員との協働のまちづくりが必要になる中で、

業務上はもとより業務外においても高い行動規範、公務員倫理による職務遂行の具体策、さら

に法や法令、条例や関係法規に則って業務を遂行する基本姿勢の徹底、これら再発防止策と市

民の信頼回復、確保に向けた具体策についてお聞かせください。 
 また団塊世代の退職を補うため、多くの職員が採用されております。定数削減の影響もあり、

一人ひとりの職務のフィールドも徐々に広がる中で、未経験の分野にも積極的に取り組む能力、

市民をはじめ他人とのコミュニケーション能力などが重視される今日このごろであります。大

切な一人ひとりの能力発揮、人材育成の具体策、各世代、ポジションにおいて各種研修がなさ

れていると思いますが、具体的取り組みとその効果・検証についてお聞かせいただき、２問目

の質問といたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、山下総務部長。 

〇総務部長（山下真弥君） 
 大久保俊雄議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに、職員による不祥事の再発防止策および市民の信頼回復・確保に向けた具体策につ

いてでありますが、職員による窃盗行為、不適正な事務処理による補助金返還事案が発生しま

したことにつきまして、市民の皆さまをはじめ議員ほか関係各位に対しまして深くお詫び申し

上げます。 
 今後の再発防止と信頼回復のための具体策といたしましては、まず職員それぞれが公務員と

しての高い倫理観と使命感を持ち、与えられた職責をしっかりと果たすことであります。その

ために笛吹市職員倫理綱領、職員行動規範などを繰り返し再確認すること。また、管理職員に

よる部下職員に対する日常の管理・監督・指導をさらに強化することなどに努めてまいります。 
 続いて人材育成の具体策、各種研修の効果・検証についてお答えいたします。 
 市民サービスの向上を図り、一層厳しさが増す都市間競争の時代に勝ち残るためには職員一

人ひとりが行政のプロとして自覚を持ち、より高い次元に挑戦できる職員が求められています。 
 本市の人材育成基本方針の中では、求められる職員像としまして自治体職員としての使命と

責任を自覚し、笛吹市で働くことに誇りと喜びを持つ職員、仕事への情熱と柔軟な思考力を持

ち、活力ある職場づくりのために事務事業の改善に積極的に取り組む職員など、５つの職員像

を掲げています。このような人材を育成するために人事評価制度を導入し、職員の育成を進め
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てまいりましたが今後、本格導入に向けまして、より一層、精度を高めてまいります。 
 このほか山梨県市町村職員研修所が実施する職務階層別の研修や各種専門研修、全国の職員

を対象として開催されます市町村アカデミーなどへの積極的な参加、市独自の職員研修を開催

することで能力開発、専門性や公務能率の向上に効果が上がっているものと考えております。 
 今後、団塊世代の退職により多くの管理職層が入れ替わる中、管理職を対象とするマネジメ

ント研修や次世代を担う中堅職員を対象とする政策形成研修など、各種研修を引き続き積極的

に行うことで人材の育成を図ってまいります。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 再質問を行います。 
 １９番、大久保俊雄君。 

〇１９番議員（大久保俊雄君） 
 繰り返し再点検、日常また点検するという言葉があるんですが、１年ごとにまたこういうこ

とが必ず出てくるということで、事件のあとにこの調査員を設ける前に未然に防ぐ方策という

ものが大事でありまして、これは過日申し上げたんですがアインリッシュの法則、これは俗に

ヒアリハットというんですけども、労災とか事故に対する法則でありますけども、重大な事故

が発生した際には２９の軽度の事故と３００のニアミスが存在する。私も３０年来、企業です

とか会社の組織に属する一人として、まさにこの法則というのは行政の組織に当てはまるなと

いう部分で、今回は大きな事故が起きたわけでありますけども、ヒヤッとしたこととかそういっ

たものを未然に大きな芽にならないようにする組織体制というものは、どうとられるんでしょ

うか。また分析されて、午前中にもちょっとお話があったかもしれませんけども、ここらへん

の点検は、ともすれば大きな重大な事故につながるであろうという部分、ちょっとお話を伺い

たいんですけども、いかがでしょうか。点検はされたのかどうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、雨宮総務課長。 

〇総務課長（雨宮寿男君） 
 再質問にお答えをいたします。 
 職員の事故を未然に防ぐための方策ということでございますけども、これについては上司が

日ごろから部下の態度、それから健康状態に気を配ることが大事だと思います。またコミュニ

ケーションを欠かさずとっていくこと。業務上は報告、連絡、相談、これを欠かさずに行うこ

と。こういったことを行っていくことで、事故の未然防止につなげていくというふうに考えて

おります。 
 また点検、どういったことでということでございますけども、こちらについては人事評価制

度等の面談の中で年に３回ほどの面談を行う機会があるわけでございますが、その折に当然、

業務、業績の報告等以外に職員の今、抱えている悩みですとか健康状態等、聞き取りをしてい

くというようなことで、チェックしていく機会を設けているというような状態でございます。 
〇議長（前島敏彦君） 

 大久保俊雄君。 
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〇１９番議員（大久保俊雄君） 
 今、行政改革という言葉をいろいろ耳にしますけども、市民ニーズや時代の要請に応えられ

るように、組織のあり方や仕事の中身を適切に変えていくことではないかと。また地域主権、

市民ニーズの多様化などで本市が果たさなければならない役割が大きくなる中で、組織づくり

と諸課題に的確に対応できるのが人材育成だと思うわけでありまして、今、平成１７年に策定

された人材育成基本方針というものが策定されて今日に至っておるとは思うんですけれども、

まず人材育成基本方針、平成１５年に策定されてどのような進捗といいますか、効果が発揮さ

れているのかお伺いしたいわけですが、いかがでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を求めます。 
 答弁を、雨宮総務課長。 

〇総務課長（雨宮寿男君） 
 再質問にお答えをいたします。 
 先ほど申されたように行政改革を進める中で、当然、職員の削減は行っていかなければなら

ない、そういった中で地域主権改革の中では仕事量が増えるということから、職員の能力を高

めることで、そういった事務量の増加に対応していくということが必要かと思います。市の人

材育成基本方針につきましては、合併時に策定をされたものでございます。その目指すもの、

戦略的な人事制度、個性ある人材をつくるとか、また目指す人材育成というようなものを定め

ているわけでございますけども、これによってどういうような効果が出ているのかということ

については、具体的な数値で述べられるようなものではございませんので、はっきりとは申し

上げることはできません。当然、上司の評価ですとか、市民の皆さまの評価とかといったもの

で判断するしかないんではないかなというふうに思っております。いろいろな研修を受ける中

で、当然、職員の能力等は多少なりとも高まっているというふうには感じてございますけども、

どういう効果が具体的に表われているかといったことについては、今のところ判断する数値等

については持ってございませんというのが実情でございます。 
〇議長（前島敏彦君） 

 大久保俊雄君。 
〇１９番議員（大久保俊雄君） 

 人事評価とかはこれは企業の基本中の基本でありまして、部下ですとか係員が何をやってい

るか把握していないことには評価ができないのが当然で、数値とかそういうものではないと思

うんですよね。人事評価というのは。１つはリーダーシップを養成するといいましょうか、特

定の目的を達成するために、相手に積極的な意識の変化を促すものがリーダーシップであり、

これはポジション、市長さんですとか、そういった地位に関係なく、相手の意識の変化を求め

るのがやはりリーダーシップであると思う中で、やはり人事評価制度、これは公務員の方々、

集団主義ですからね、リーダーシップとチャレンジ精神、こういったものはなかなか、われわ

れの考えとは違うところがありますけれども、そこらへん、若手世代に対するリーダーシップ

の涵養方法とか分からない、数値がないとかというんではなくて、やはり今言ったように積極

的に意識を変えるのが組織の人事評価の中のリーダーシップの養成とチャレンジ精神だと。こ

れは人材育成基本方針の中でもはっきり謳っておるわけなんですよね。この中で。リーダーシッ

プとチャレンジ精神。もう一度、このリーダーシップを涵養するための具体策、またチャレン
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ジ精神といいますけども、なんでもかんでも思うことはできない中で、例えば観光施策ですと

か、そういった部局はむしろ、いろんな食べ歩きしてどういうところがいいのかなとか、こう

いうことこそ、部局によってチャレンジ精神を発揮すべきだということで、甲府の鳥モツ隊も

そうですし、四国の夕日がきれいに見えるまちづくり、こういった部分で、なんか画一的に、

能力があっても同じことをやっていればいいと、これは非常に優秀な人材、優秀な能力を持っ

ている職員の方々ですので、チャレンジ精神を涵養する方法とリーダーシップ、ことに若い世

代のそういった部分を養成する具体策について、お答えをいただきたいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を求めます。 
 答弁を、雨宮総務課長。 

〇総務課長（雨宮寿男君） 
 再質問にお答えをいたします。 
 若手職員のリーダーシップ、またチャレンジ精神をどうやって促していくかということでご

ざいますけども、先ほどから言われている人事評価の中でもこれまで旧町村時代は年功序列に

よる管理職員の登用制度等の形であったわけでございますけども、公平・公正な昇任管理の運

用というような形で、分かりやすい人事の評価のあり方というようなことで努力すれば、それ

が評価につながって目に見える形でそういった登用制度、昇任・昇格制度、採用試験もそうで

すけども、昇任・昇格試験によって上のレベルの段階へステップアップしていくというような

制度を取り入れてきますので、そういったことから若い職員のやる気を出していく。また新た

なことにチャレンジしていく、職員提案制度等で若い職員の市に対するいろんな提案をいただ

くことで、そういったチャレンジ精神にもつなげていくということによってリーダーシップ、

あるいはチャレンジ精神といったものを涵養していくというようなことで努めてまいりたいと

いうふうに考えています。よろしくお願いしたいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 以上で、大久保俊雄君の一般質問を終了いたします。 
 関連質問を許します。 
 （ な し ） 
 関連質問を終わります。 
 一般質問を続けます。 
 １６番、亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 
 通告に基づきまして、一般質問を行います。 
 まず２５年度予算における低所得者、貧困者に対する対策が十分かどうかということについ

て伺います。 
 総務省が１９日発表した労働力調査によりますと、アルバイトや派遣などの非正規雇用が過

去最高となっておりまして、年収２００万円未満の非正規労働者が３５％になるなど若者や子

育て世代の低収入、低賃金が続き、また高齢者には年金の引き下げが待っているなど、生活に

困窮する市民はあとを絶ちません。昨年の総選挙で政権についた自民党、公明党政権ですけど

も２０１３年度の政府予算を閣議決定しております。 
 その内容と言いますのは軍事費を４００億円増額する一方で、生活保護費の削減や地方公務
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員給料の引き下げを前提とした地方交付税の削減、そして民主党政権のときに国民に約束して

いた全学年での３５人学級の廃止など、市民の暮らしと教育を直撃する内容となっております。 
 住民の福祉の向上を本旨とする地方自治体として、２５年度予算のうち特に低所得者、貧困

者対策について伺います。 
 まず１つ目、これまでもさまざまな低所得者、貧困者に対する支援制度を行ってまいりまし

た。しかし非正規雇用が増え、低収入・低賃金・低年金が続くもとで特に２５年度予算におい

て特徴的な貧困対策は何か、特筆すべき事業があったら示してください。 
 ２つ目として、政府は生活保護費の生活扶助費を３年かけて８．３％削減することを打ち出

しております。現在の基準のもとでも、保護を受けている人たちはぎりぎりの生活を余儀され

ているのに、これ以上の削減は許されるものではありません。まさに国家による貧困者いじめ、

そのものであります。この最低生活を示す保護基準の削減はさまざまな制度に連動してまいり

ます。笛吹市で影響を受ける制度の内容と、またその規模はどのくらいになると推定されるの

か伺います。 
 ３つ目として、その影響を最小限にするため市としてどのような対応を講じるのか伺います。 
 ４つ目として低所得者、貧困者が最低限度の生活を維持していく上で、最後のよりどころと

なるのが生活保護であります。２５年度予算では生活保護の法令や援助金の適切な活用対策は

どうなっているのか。また速やかな認定のための施策について、まず伺います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、荻原保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（荻原明人君） 
 亀山和子議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに２５年度予算における低所得者貧困対策の特徴はについてでありますが、近年の長

引く経済不況、雇用情勢の悪化により全国的に生活保護申請が急増し、国のデータとしまして

昨年の１１月末時点で生活保護受給世帯は約１５６万８千世帯となり、過去最多を更新し続け

ております。同様に低収入や年金の引き下げにより生活に困窮する世帯も増えております。 
 平成２５年度予算におきまして新たな低所得者困窮対策の予算計上というのはありませんが、

県の緊急雇用創出事業臨時特例基金を活用しての住宅手当緊急特別措置事業として扶助費

３６５万２千円を計上し、２５年度も継続実施してまいります。 
 なお、このほか平成２５年度は介護保険料の基準額を負担能力に応じたきめ細かい負担段階

で設定するなど、低所得者に対する個人負担の軽減などの困窮対策は、継続して実施してまい

ります。 
 次に生活保護費の基準額が引き下げられることにより、影響の受ける制度の内容と規模につ

いてお答えいたします。 
 生活保護は憲法２５条の健康で文化的な最低限度の生活を保障する制度で、その基準は他の

生活支援制度の基準の参考となっております。本市でも特に就学援助は生活保護基準額の

１００分の１３０を基準として援助を受けられる世帯が決まりますので、生活保護費の基準が

下がれば対象から外れる世帯もあると思われます。 
 現在、市内の認定者数は小学校４９３人、中学校３５２人の合計８４５人おります。今回の

制度改正の影響で、９人ほどが対象から外れてしまうと予想されております。そのほか地方税
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法で生活保護基準額との関連で定められた市民税の非課税措置により決定されます保育料の免

除や軽減、国民健康保険一部負担金の減額や免除、障害福祉サービスや高齢者福祉サービスの

利用料の負担額、介護サービス利用者負担金や介護保険料の軽減、学童保育料の軽減などに影

響が出るものと思われます。 
 影響される規模、範囲についてですけども、地方税法の非課税措置基準額の変更について国

からの正確な情報がまだ出されていないために、現段階では調査することは困難であります。 
 次に影響を最小限にするための対策について、お答えいたします。 
 今後、生活扶助費の改正内容が判明し次第、国の動向を確認しながら関係部署と連携し、対

応できるよう要綱の改正など検討してまいります。 
 次に生活保護法令外援助金の適切な活用策と速やかな保護認定の具体策について、お答えい

たします。 
 本市では平成１９年度より笛吹市法外援護費支給要綱を定めまして、生活困窮者で緊急的あ

るいは一時的な援助が必要な方に食費や被服費などの支給を行っており、平成１９年度から５年

間で合計８件を援助いたしました。 
 食料支援につきましては、緊急性のある方は市の社会福祉協議会やＮＰＯ法人フードバンク

山梨などにつなぎ、生活資金につきましては社会福祉協議会の貸付事業の福祉金庫等の紹介も

合わせて行っております。しかし福祉金庫の貸付にも保証人などの要件がございますため、な

かなか迅速な対応に結びつかない現状が見受けられます。 
 他市の法外援助費の活用事例を見ますと、乗車賃程度の５００円ほどの給付をしている市や

上限を定め現金給付を行っている市などさまざまであります。 
 本市でも他市を参考にしながら、緊急的あるいは一時的援助を必要とする方に迅速に目的に

沿って活用できるように努めてまいります。 
 次に速やかな保護認定のための具体策についてでありますが、生活保護認定は生活保護法の

規定により申請から１４日以内に保護の要否を決定することになっております。ただし、状況

調査や確認に日数を要することから、短期間での決定処理が困難な場合にはその処理を３０日

まで延ばすことが可能と定められております。 
 本市におきましてはケースワーカーが地区担当制でありますため、１人のケースワーカーに

相談・申請が集中する場合もありますが、今後は課全体で連携・調整を行い、ケースワーカー

同士支援体制をとり、速やかな対応に努めてまいります。 
 なお、申請時の面談や居宅確認において、窮迫性や法外援護費が必要と認められるケースに

おきましては課内連携を強化しまして、調査結果を待たずに短期間での保護決定を行うよう努

力してまいります。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 再質問を行います。 
 １６番、亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 
 生活保護基準の引き下げでそれに連動して、さまざまな支援制度が影響受けるということが

今の部長の答弁で明らかになりましたけども、特に私、ここで就学援助のことについて伺いた

いと思います。 
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 答弁にもありましたように笛吹市では対象世帯、生活保護の１．３倍というふうにしており

ます。もし、この生活保護の基準が下がれば、対象から外れると思われる世帯が９世帯出てく

るかもしれないという答弁でありました。でもそれが外れるとしても、それは援助を必要とし

なくなったということではなくて、政治が援助を打ち切るということであります。やっぱり親

の貧困が子どもの教育にも影響を与えるということになります。笛吹市においては、こうした

事態があってはならないというふうに考えるものですけども、先ほど要綱の改正も行うという

ような答弁がありましたが、その要綱の改正にあたって、現在の保護基準が適用されるという

ふうな要綱の改正ということで理解してよろしいんでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を求めます。 
 答弁を、仲澤教育部長。 

〇教育部長（仲澤和朗君） 
 亀山議員の再質問でございますが、就学援助に関して今回の引き下げに影響するということ

につきましては、基準額が下がればそれに対して影響が出てきます。それに伴いまして現在、

私どものほうでは９名の世帯が影響するというふうに試算しておりますけども、それにつきま

しては要綱を見直すということでございますけども、たまたま昨晩でございますけども、県の

ほうからそんな通知がきておりまして、現行に影響が及ぼさないようにということで各市町村

で検討していただきたいというような連絡もきております。 
 私どもにつきましては、その９世帯につきましては必要がないということではございません

から、要綱を現行に合わせた中で改正ができるか検討していきます。 
 以上、答弁とします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 
 そこのところ確認したいと思います。 
 次に就学援助に関して、財政課長に伺います。 
 平成２０年から平成２４年までの、５年間の就学援助の受給率を教育委員会に出してもらい

ました。それによりますと平成２０年の受給率１２．３５％、２４年度の受給率１４．１８％

でありまして、この５年間に１．８３ポイント上がっております。これは親の貧困、子どもの

貧困が大変進んでいるということであります。 
 私、１２月の議会で就学援助の対象品目が新たに３品目加わったということに関連して、国

では一般財源化していますよというふうに述べているものですから、ぜひともこの笛吹市でも

この３品目を支給すべきではないかというふうな質問をしました。そのときの財政課長の答弁

では、一般財源化されているというのであれば調査し検討したいという答弁でありました。そ

の結果についてどのように検討し、結果どうなったのかお伺いしたいと思いますし、２５年度

予算案にこのことが反映されているのかどうか、財政課長に伺います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を求めます。 
 答弁を、成島財政課長。 
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〇財政課長（成島敦志君） 
 ただいまの再質問にお答えいたします。 
 この２５年度予算のほうには、それについてはまだ検討の段階ということで予算化はしてお

りません。これにつきましては一般財源化となっているという中で、一般財源化ということで

すので、基準財政需要額の中へそこを盛り込む等の財政的な試算の中で国の措置として盛り込

んでおりますので、すべてその基準財政需要額、また今回にあります収入額等、いろんな交付

税の算定の中で考えますと、それをすべて、これに限らずすべてにそれを適用してとなります

と、ほかの事業等にも影響が出てくるものがございますので、さまざまな面からこの検討をし

ていきたいというふうに考えております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 
 親の貧困、子どもの貧困は待ったなしです。何かというと検討するという答弁が返ってくる

わけですけども、できるだけ早く結論を出していただきたいというふうに思っております。 
 ただいま、部長のほうから法外援助金の活用策についても答弁がありました。そのことに関

連して質問いたします。 
 私は１つのケースを紹介して、市の対応はこれでよかったのかということを問い質したいと

いうふうに考えております。これは１つのケースですけども市内に住む６０代の男性、仮にＡ

さんとしますけども、ホテルで働いていたものの失業して、昨年の１０月から電気、ガスが止

められた状態でした。やむにやまれず１２月１９日、生活保護課に生保の申請に行きましたけ

ども、アパートの賃貸証明書がないということでその日は申請書を受理してもらえず、１２月

２５日、書類が整ったところでようやく受理してもらいました。電気、ガスが止められている

間、この方は食事は毎日パンだけでしたし、それも１２月はほとんど１日１個のパンしか食べ

られず、歩くのもやっとというように本当に衰弱した状態で生保課を訪れています。その状況

を知りながら担当ワーカーは１２月１９日、受理せず帰してしまいました。フードバンクのこ

とも紹介したみたいですけども。申請書が受理されたのは社協からたまっている電気、ガス代

の分だけお金を借りて滞納分を払い、３カ月ぶりに温かいものを食べて温かい部屋で過ごせた

と本人は言っておりました。昨年の１２月はご存じのとおりとても寒い日が続きまして、朝の

最低気温はほとんどマイナス５度とかマイナス４．８度とか、マイナス３．１度という状態で

した。その寒さの中で耐えていたわけです。 
 この逼迫した状況のＡさんの保護が決定されたのは、およそ１カ月後でありました。このケー

スを見てこのＡさんに対する援護課の対応、適切だったかどうだったか。適切だったと思われ

るか。まず部長の見解を伺います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を求めます。 
 答弁を、荻原保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（荻原明人君） 
 再質問にお答えいたします。 
 急迫性のある方に対しまして昨年暮れに生活保護の困窮の相談があったと。その時点での生
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活援護課の対応が適切であったかどうか。ケースファイル等も確認いたしておりますけども、

適切であったかどうかというと、すべてがそうであったとはなかなか言い切れない部分もござ

います。 
 今回その援護課のケースワーカーの対応ですけども、生活保護法やケースワーカーの業務と

して、対応として大きく逸脱しているものではないというふうに認識はしておりますけども、

ご本人との面談の中でいろんな状況をお聞きする中で、先ほど議員さんからは電気が１０月ご

ろから止められていてというお話がありましたけども、そのときの面談の中では電気が止めら

れそうだというふうなやりとりもあったということで、そういうところで十分な急迫性が把握

しきれていなかったという部分がございます。それからご説明していくと、そのときの状況も

あるんですけども、急迫性のある方の場合には面談をして課内で協議をして、その日のうちに

生活保護の申請書を書いていただいて受理するケースも当然ございますけども、今回、申請書

を早速出してくださいというふうな指導を課内で検討して、そのＡさんにもいたしました。し

かしながら申請書を作成する段階で、本人の経歴ですとか個人情報を記載しなければならない

部分もありまして、本人がいったん持ち帰って、また書いて持ってくるというふうなやりとり

があった関係。それから１２月の暮れで、ちょっと連休が挟まってしまったというようなこと

もありましたので、そんなことで迅速な対応ができなかったということがございますので、そ

ういう点につきましても、今後は十分急迫性とかが確認できる場合には課内で協議をして、しっ

かり迅速かつ適切な対応をしていきたい、努めてまいりたいというふうに考えております。よ

ろしくお願いいたします。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 
 対応として大きく逸脱しているとは思わないとか、急迫性が十分把握しきれていなかったと

いうような答弁でしたけども、私はこのケースの中で３つ問題点があるというふうに思います。 
 まず１つは、１２月１９日に明らかに申請の意思があって訪問しているわけですから、たと

えすべての書類が整っていなくても、そこで申請は受理すべきであります。 
 ２つ目は大変、逼迫した状態でありました。担当したケースワーカーが急迫性を十分把握し

きれていなかったということは大変、私、疑問に思います。私もこの方に会いましたけども、

本当に衰弱した状態で歩くのもやっとというような状態でありました。こういう人にこそ、やっ

ぱりすぐにでも援護費を適用して電気、ガスがすぐ復旧できるようなそういう対応をすべきだっ

たというふうに思います。これが２つ目の問題だと私は指摘したいと思います。 
 ３つ目にこんな逼迫した状況であるのに、認定まで１カ月もかかってしまうというような画

一的な対応をすべきではありません。最初、答弁で２週間ほどかかるというふうなことであり

ましたけども、ほとんど１カ月かけております。特にこのような逼迫した状況のところでは、

きちんと２週間、もっと早く対応すべきというふうに私は思っております。 
 私が指摘したこの３つの問題点について、部長はどういうふうに考えるんでしょうか。 

〇議長（前島敏彦君） 
 答弁を求めます。 
 答弁を、荻原保健福祉部長。 
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〇保健福祉部長（荻原明人君） 
 再質問にお答えいたします。 
 はじめに急迫性をもって申請の意思を持ってきた方に、どうしてその時点で申請書の受理を

しなかったのかという点でありますけども、先ほども申しましたように申請書の内容記載につ

きまして、やりとりの中で本人がいったん持ち帰るというふうなことがありました。そういっ

たことと生活保護もあくまでも申請主義ということもありましたので、そこでもう少し深く突

き止めて面談をして、そこで申請書を出して受理していくというような方向を、指導というか

導き出せなかったのかなと今になりますと、やはりいろんな多種多様なケースがありますので、

相談者の立場に立った対応をすべきだったなというふうに考えております。 
 それから、そういった急迫性を持った方への法外援護費ですけども、市で定めました支給要

綱に基づきまして、今後有効に活用できるように努めてまいりたいと思います。 
 それから保護決定までにやはり１カ月かかった部分ですけども、多種多様、複雑なケースが

多いわけでありますけども、課内でしっかり連携をとって、またケースワーカー同士の支援体

制もとりながら、やはり保護法に基づく期間内での保護認定に今後は努めてまいりたいという

ふうに考えております。よろしくお願いいたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 亀山和子君。 
〇１６番議員（亀山和子君） 

 申請の受理ですけども、明らかにこの方は１９日に申請の意思があって、援護課を訪問して

おりました。その申請日をいつにするかということで、遡って保護費が支給されるわけですか

ら、支給日をいつにするかということについては彼にとっては大変重要なことです。ですから、

たとえ持ち帰ったとしても申請書だけ先に受け付けるという方策をこれからぜひとっていただ

きたいと思いますし、課の中でもそういうことは徹底していただきたいというふうに思います。

どうぞ、答弁を。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、荻原保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（荻原明人君） 

 再質問にお答えいたします。 
 生活援護課の中で、しっかりそのへんの再確認・再認識をしまして今後の適正・迅速な生活

保護業務に努めてまいりたいと思います。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 
 法外援護費のことについて、伺います。 
 先の答弁では、適用されたのは５年間で８件ということでありました。その５年間にどのく

らいの相談や申請件数があったのか分かりませんけども、でも５年間でかなりの数の申請相談

にのぼるというふうに思います。 
 先ほどのケースからしても、この要綱が適切に運営されているというふうにはとても思いが

たい。この８件という数字であります。やはり法外援護費はなんのためにあるんですかね。市
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民を救済するために存在する援護費であるはずです。相談・申請に来たときに救済する立場に

しっかりと立ちきって、この援護費の活用について、２５年度は運営について活用していただ

きたいと思いますので、その点についてもう１回、見解を求めたいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 荻原保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（荻原明人君） 

 再質問にお答えいたします。 
 市の法外援護費の活用の仕方についてでありますけども、年間の予算額が法外援護費、総額

で１０万円という金額であります。そういった関係で、なかなか職員のほうも慎重になってし

まったという部分もあろうかと思いますけども、実施要綱では緊急性が高く、援護が必要な緊

急的、あるいは一時的に必要な方に支給するというふうなことで食費あるいは光熱水費、電気

料とかの関係ですね、それから被服費等が金額、上限とも規定されておりますので、これに基

づいた中で今後、運用をしてまいりたいと考えております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 
 １つ、風間部長に伺います。 
 先ほど荻原部長の答弁で、法外援護費支給要綱を定めておりまして、これに則って運営して

いるということでありました。私もこの質問を準備するにあたって、こういう要綱があるんだ

ろうなというふうに思っておりましたけども、市のホームページでは要綱は公開されておりま

せん。条例や規則は公開されているんですけども、とても不便に感じております。要綱が公開

されないということで。たくさんの要綱があるかと思いますけども、ぜひともこの要綱まで含

めて公開していただきたいと思いますけども、見解をお願いします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、風間経営政策部長。 
〇経営政策部長（風間和仁君） 

 要綱がたくさんあるのは議員さん、ご指摘のとおりでございます。庁内につきましても法令

審査会等がございますので、そこでまた検討させていただいて、前向きな検討をさせていただ

ければと思っております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 
 その件について、よろしくお願いします。 
 ２問目に移ります。これも２５年度予算における多様な市民要望に予算案は、どういうふう

に応えているだろうかということについて伺います。 
 １つ目は、各行政区からたくさんの要望が毎年上がってくるわけですけども、この行政区の

要望に対してどのように応えているのかということが１件と、あとそれから１２月議会におい

て全会一致で採択になった、３つのワクチンのことについて伺います。 
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 この件については、すでに市長も議会初日の所信表明の折に「やります。やります。やりま

す。」と３回にわたって発言しておりましたし、昨日の会派代表質問への答弁でも４回、答弁し

ておりましたので、私がここで改めて質問するのも大変間延びするわけですけども、具体的な

助成内容について伺いたいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、山下総務部長。 

〇総務部長（山下真弥君） 
 亀山和子議員の一般質問にお答えします。 
 はじめに、各行政区からの要望に十分応えているのかについてであります。 
 行政区からの要望につきましては、各支所を通じまして毎年、定期的に提出されております。

２４年度は市内全体で５００件以上の要望が提出されております。その内容は主なものとしま

して市道、農道、水路、消火栓、防火水槽、カーブミラー等の交通安全施設、防犯灯の整備な

どでございます。しかし、単年度でこれらの要望すべてに対応することは難しい状況でありま

すので、担当部署において緊急性、優先度を検討する中で順次、対応しているのが実情でござ

います。 
 このような中で、平成２５年度当初予算では建設部、産業観光部、総務部、市民環境部など

に合計約４億円近くを計上させていただき、地域要望に応えていきたいと考えております。 
 続きまして、ワクチン接種に助成を求める市民要望に応えているかについてお答えいたしま

す。 
 ご質問のとおりロタウイルス、水ぼうそう、おたふくかぜの予防接種に公費助成を求める請

願が昨年１２月、本市議会第４回定例会において全会一致で採択をされました。予防接種は感

染症対策として最も基本的かつ効果的な対策の１つであり、市民の生命と健康を守る重要な手

段であります。特に子どもの予防接種につきましては、次代を担う子どもたちを感染症から守

り、すこやかな成長を支える役割を果たすものと考えております。 
 これらのことを考慮し、子どもの健康づくり支援対策の１つとしまして、任意の予防接種で

はありますが、ロタウイルス、水ぼうそう、おたふくかぜの予防接種への公費助成を県内の他

市に先駆けて行うこととし、平成２５年度当初予算に計上したところであります。 
 助成の内容についてでありますが、ロタウイルスワクチン接種につきましては助成対象年齢

を生後６週から生後６カ月までとし、１回５千円で必要な回数２回分を助成いたします。また

水ぼうそうおよびおたふくかぜにつきましては、助成対象年齢を１歳から小学校就学前までと

し、必要な回数の１回３千円を助成いたします。 
 今後、市医師会や医療機関と協議を進めまして、平成２５年度の早い時期に実施してまいり

ます。 
 なお、接種対象者が平成２５年４月以降に行った助成対象予防接種、３ワクチンにつきまし

ては、事業開始前の接種であっても遡及適用していく考えであります。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 再質問を行います。 
 １６番、亀山和子君。 
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〇１６番議員（亀山和子君） 
 ワクチン接種への助成について、伺います。 
 今の答弁にもありましたように議会の決議を尊重していただき、そして市民要望にしっかり

と応えてくれたことに対しては大変感謝いたしますし、特にこの事業を企画立案し提案して、

そして実現までこぎつけてくれた関係職員の皆さんには、本当に敬意を表したいと思います。 
 特に今の答弁にもありましたけども、３つのワクチンの接種助成については県内でも初めて

のことでありますし、特にロタウイルスについては全国的に本当に画期的な助成であるという

ふうに考えています。 
 その評価の上に立って質問いたしますが、助成額については必要経費の大体３分の１ぐらい

であります。この助成で接種率がどのくらいになるというふうに推計されるでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を求めます。 
 荻原保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（荻原明人君） 
 再質問にお答えをいたします。 
 ロタウイルス、水ぼうそう、おたふく風邪の予防接種の公費助成の助成額と接種率をどのく

らいみているかということでありますけども、ただいま議員さんのほうより助成額がおおむね

３分の１くらいというふうなご指摘がございましたけども、一般的には医療機関でロタウイル

スが１回１万２千円から１万５千円くらい費用がかかると。医療機関によって多少の差はござ

います。それから水ぼうそうとおたふく風邪の予防接種は、それぞれ６千円から１万円くらい

の範囲内で医療機関によって若干バラツキがある。その低いほうの金額からいきますと今回、

市のほうで実施を予定しております助成額は、２分の１程度ということで私どもも考えており

ます。 
 そして実施率、接種率でございますけども、ロタウイルスにつきましては生後６週間から２４週、

生後６カ月の間に２回ワクチン投与をしていただくということで、これは今、任意であります

けども、かなりの保護者の皆さん方が積極的に接種を受けられるということで、公費助成とい

うことになると、８０％くらいはいくんではないかということで周知にも努めてまいりたいと

思います。 
 それから水ぼうそうとおたふく風邪ですけども、それぞれ就学前に接種することが非常に有

効でありますので、年代を狭める方法と広げる方法がございますけども、県下他市に先駆けて

笛吹市で新しい事業ということでございますので、２５年度は就学前までの６歳までを対象児

童ということで接種のほうを進めていくと、接種率を７０％、水ぼうそう、おたふく風邪、と

もにみております。２５年度でなるべく接種率を高め、多くの方に積極的に接種をしていただ

き、その後はある程度、平準化するような方向でもっていきたいというふうに考えております。 
 答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 
 今の答弁にもありましたように、大変このことは特に子育て中の人たちからは大変喜ばれて

おります。先ほどの部長の答弁にもありましたように、ワクチン接種の目的というのはやっぱ
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り病気のリスクを軽減することや医療費の削減などにもつながるという、そういう目的がある

わけですけども、こうした目的が十分、達成されるためには接種率を限りなく１００％に高め

なくてはいけないというふうに思っております。 
 今の答弁では大体ロタは８０％ぐらい、水ぼうそう、おたふくは７０％ぐらいと推計される

というふうな答弁でありましたけども、たとえば今、定期接種で行っている予防接種は大体接

種率が９０％か９５％、１００％に限りなく近い率になっていると思います。なぜかといいま

すと、やっぱりこれは全額公費負担になっているということも大きな要因ではないかと思いま

す。ワクチン効果が十分達成されるためには、全額公費負担を望みますけども、この件につい

てもう１回、答弁をお願いします。全額公費負担できないでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を求めます。 
 答弁を、荻原保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（荻原明人君） 
 再質問にお答えいたします。 
 接種率を上げるためには全額公費助成というご指摘・ご質問でございますけども、今回この

事業を始めるにあたりまして、全国で水ぼうそう、またおたふく風邪の予防接種を公費助成し

ている自治体との状況も調査してみました。たしかに出生児童数の少ない自治体では全額とい

うところもあるわけですけれども、３千円以下、３千円くらいの助成金額のところが約５０％

ということであります。こういったことを踏まえまして、先ほど申し上げましたようなことで

事業計画いたしましたけども、財政的な課題もございます。難しいところもありますので、県

内他市に先駆けて公費助成を実施していくということに対しまして、ぜひ保護者の皆さまにも

ご理解をいただきながら積極的に予防接種を受けていただきたい。子どもさんたちの健全育成

に市と保護者と力を合わせながら取り組んでいきたいという、市の子育て支援策ということで

ぜひご理解をいただきたいと思います。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 
 行政区の要望に関して、質問します。 
 今年度は４億円、要望が満たされているということでしたけども、大体ここ数年どのくらい

の要望が満たされているのか。また５００件ということでしたけども、それを総額にするとど

のくらいの金額になるのか、参考に伺いたいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、山下総務部長。 

〇総務部長（山下真弥君） 
 今年、２５年度につきましては４億円、この間どのくらいだったかということについては調

査をしておりませんので、今のところ数字としてはもっておりません。というのは各部局にい

ろんなところに分かれて予算を盛っております。その予算の盛り方もそれぞれの部局でこの区

からの要望に応えるためにこの予算を盛ったということではありませんので、なかなか計算の
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ほうを積算するのは難しい状況でございます。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 以上で、亀山和子君の一般質問を終了いたします。 
 関連質問を許します。 
 １８番、渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 
 関連質問２問ですが、まず１問目ですが地域からの要望というものは大変強いものがあった

わけですけども、防災無線の難聴、また災害の危険区域に関して戸別受信機を配置するという

お話でございましたけども、この設置の方法なんですが、計画から見るともともと戸別受信機

が設置されていて、デジタル化に伴ってそれが使えなくなったという経過を考えてみますと、

これは無償貸与、あるいは補償という考え方が必要かと思いますが、どういう普及の方法をと

るのか、まずお聞きします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を求めます。 
 答弁を、雨宮総務課長。 

〇総務課長（雨宮寿男君） 
 渡辺議員の関連質問にお答えをいたします。 
 今回の戸別受信機の設置につきましては、芦川地域を中心に予算的には約３００個ほどの予

算を盛っております。これについては一応、全戸に無償貸与という形で負担金を取る等の考え

ではございません。 
〇議長（前島敏彦君） 

 渡辺正秀君。 
〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 低所得者、生活保護者の先ほどの質問、答弁というものを聞いておりまして、本当に今、生

活保護バッシングというのがありますが、これは生活保護バッシングだけではなくて、低所得

者のさまざまなところに影響すると。まさに低所得者バッシングだということを強く感じたわ

けです。 
 それから先ほどから市民の接遇という問題がございましたけども、特に低所得者に対する接

遇ということが大変問題があるのではないかなということを感じたところでございます。しか

し、その根っこにはわれわれ自身というか市当局というか、その政治を進める側にもあるんだ

なというのが、先だっての不当に市民の権利を制限するというような措置に出るということか

ら、これでは本当に低所得者に対するきちっとした接遇はできないなということをちょっと感

じたところでございます。 
 それで質問の中身ですが、生活保護のわが市における捕提率はどの程度になっているかとい

うことをお聞きします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を求めます。 
 答弁を、荻原保健福祉部長。 
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〇保健福祉部長（荻原明人君） 
 渡辺正秀議員の関連質問にお答えいたします。 
 本市の生活保護の保護率でよろしいでしょうか。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 
 捕提率、生活保護基準の世帯に対する生活保護を受けている世帯の。 

〇保健福祉部長（荻原明人君） 
 今、こちらに保護率の資料はございますけども、捕提率についてはちょっと資料を持ち合わ

せておりませんので、またのちほど回答させていただきたいと思います。よろしくお願いいた

します。 
〇議長（前島敏彦君） 

 渡辺正秀君。 
〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 どこでも生活保護受給世帯が増えているといっても、補足率は全国的に見ても１０数％とい

うことで、本当に必要な人にそれが行き渡っていないというのが現実でございます。 
 そうした中で財源の問題について前にも聞いたわけですが、４分の３はその年、国から交付

されるということで、４分の１についてどうなっているかということで、翌年度、交付税にしっ

かりと算入されているという緊急報告、これを紹介してきたわけなんですが、その後、生活保

護バッシングがひどくなっている中で、この算入というのは数年前と同じようにしっかり算入

されているかどうか、財政課あるいは生保のほうか、お答え願いたいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を求めます。 
 答弁を、成島財政課長。 

〇財政課長（成島敦志君） 
 その点に関しまして、基準財政需要額の算定の中ということになりますので、細かい部分、

もろもろな非常にたくさんな内容になりますので確認をさせていただいて、その部分をお示し

したいと。のちほど、今議会の中で資料として提供させていただきたいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 渡辺正秀君。 
〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 基本的には、これは財源補償というのは憲法からくる生活保護でございまして、国の責任で

あります。そしてこの間も国の政策によって今、正規の労働者が１０数％から３５％になって

しまった。そして所得もこの間、非常に下がった、まさに国の責任ということを絵に描いたよ

うに示していると思います。こうしたことでございますから、考え方としても当然、国の責任

で財源を補償すると。現実にその点は国も崩せないで、今もきっちりと地方交付税で残りの４分

の１は翌年度にきちっと自治体にきていると。そういうことで、もう１つは財源を心配して窓

口でなかなか受け取らないということが、万が一あるとするならばそれは間違いだということ

を肝に銘じていただきたい。この点について、見解をお聞きします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を求めます。 
 荻原保健福祉部長。 
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〇保健福祉部長（荻原明人君） 
 関連質問にお答えいたします。 
 そういったことは一切ございません。生活保護法の基準に則りまして、それぞれの個別のケー

スにしっかり対応していきたいと考えております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 
 生活保護法の基準に沿って、しっかりと対応していただきたい。また低所得者に対する接遇

ということについては特に注意していただきたいということをお願いして、関連質問を終わり

ます。 
〇議長（前島敏彦君） 

 関連質問を終わります。 
 ここで、暫時休憩いたします。 
 再開を３時４５分からとさせていただきます。 

休憩  午後 ３時３４分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ３時４５分 
〇議長（前島敏彦君） 

 再開します。 
 一般質問を続けます。 
 １２番、志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 
 笛政クラブの志村直毅でございます。議長の許可をいただきましたので、これより一般質問

を行います。 
 はじめに公共施設から考えるガバナンスについて、伺います。 
 ２００４年に笛吹市が発足し、２００８年に議会に送っていただきまして、２００９年大型

プロジェクト構想が発表されました。その年に私は国際ＰＰＰフォーラムというフォーラムに

参加して、塩川正十郎学長の率いる東洋大学で根本祐二教授がこのフォーラムを主催しまして、

その中で公共施設のあり方を本当に真剣に考えていかなければならないと、そういう思いを強

くしまして翌年の９月議会で公共施設白書の作成を提案させていただきました。 
 当時の答弁では５年ぐらいかかるかなと思っていましたけども、ようやくこの業務に手が付

きまして、本当に感慨深い思いをしております。このことをまず冒頭申し上げて、本市の公の

施設の管理運営状況の実態把握のための公共施設白書から、このガバナンスについて考えてい

きたい、そんな思いで質問させていただきます。 
 行政財産のうち主に建物と土地については直営、指定管理、業務委託などの管理運営の形態

があり、教育、保育、文化、スポーツ、保健、庁舎など用途に応じた機能がございます。公共

施設白書の整備は１７３の本市の公共施設について、そのデータと現状をまとめるものといえ

ますが、現有公共施設の維持・更新は本市の今後の行財政を大きく左右する課題であり、方向

性をもって進めていくことが不可欠であると考えます。 



 １５４ 

 そこで公共施設のあり方とともに、関連する住民自治を支援していく施策とガバナンスにつ

いて、市長の考え方をお尋ねします。 
 まず全国的な事例を見ると、公共施設白書の作成後にそれを生かすことができない事例も少

なくありません。これには白書作成自体が目的化されたり、総論には賛成しても各論では反対

にあったり、そのほか首長が代わった、例外を設けるなどの対応をとったといったケースによ

るものが見受けられます。白書の作成とともに今後の公の施設の管理、運営方針を議論してい

くことは施設のみならず、市の将来の方向性を検討していくことでもあり、合併した本市にあっ

ては必須であると考えますが、市としてそのような認識を持っているのか伺います。 
 次に将来的な公の施設のあり方と管理運営の方針としては、人口減少と超高齢化時代に向け

て総量の削減、建物の維持から機能の維持へ、計画的な費用の工面という３点は不可欠と考え

ます。これについての見解をお聞かせください。 
 次に行政区の地域施設である公民館施設を有効に利活用することで、機能を代替し施設を生

かすことにもつながると考えますが、これには土地や施設の登記、その前提となる認可地縁団

体化、それと同時に行政区、自治会の範囲の見直しや、運営スキル向上などの自助や支援のた

めの対策など乗り越えなければならないハードルもあると思います。しかし、公民館は今後コ

ミュニティの自治の拠点として、これまで以上に生かすことが大切であり可能であると考えて

いますが、そのために取り組む具体的なお考えがあるのか伺います。 
 次にそれと関連しますが、自治のあり方は行政主導・行政任せ・行政頼みのままではやがて

限界がおとずれます。そのためには住民自治を鍛え、磨いていく必要があるとともに、これか

らの笛吹市にとっては市民のガバナンスも問われることになると考えております。 
 したがって、現在進めている公共施設白書作成を、今後の公の施設のマネジメントとともに

市民のガバナンスを創造していく機会と捉え、本市の公の施設を市民施設として生かしていく

ためにも、公共施設白書の作成業務と並行し、管理運営の基本方針を検討していく必要がある

と考えます。 
 以上の点について、市長の見解をお聞かせください。ここまで１問目の質問といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、山下総務部長。 

〇総務部長（山下真弥君） 
 志村直毅議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに今後の管理運営方針を議論していく認識を持っているかについてでありますが、合

併して８年が経過いたしますが、市内には旧町村当時からの類似する公共施設が多く存在し老

朽化も進んでおります。財政が厳しくなる中で、これらの施設をすべて維持していくと施設運

営にかかる費用が増加し、財政を圧迫することは明らかであります。 
 現在進めている公共施設白書は、公共施設の将来を考えるための基礎資料であり、現状と課

題を明らかにし、市民・議会・行政が公共施設に対する現状と課題を共有して問題を解決いく

ためのものであります。 
 したがいまして、公共施設の将来計画を策定する段階では、市民の皆さまとともに専門家に

も参画してもらい、市の将来像、まちづくりのあり方などを議論する中で検討していかなけれ

ばなりません。 
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 以上のことから、公共施設のあり方を議論することが、施設のみならず市の将来の方向性を

議論していくことでもあるという認識で取り組んでまいります。 
 次に将来的な公の施設のあり方と管理運営の方針について、お答えいたします。 
 公共施設白書作成業務では老朽化・耐震性能等の品質分析、用途別供給エリアごとの需給バ

ランス分析、施設維持管理にかかる施設別コスト計算の現状などを検討内容に取り入れ、これ

らを集計・分析いたします。 
 施設の老朽化による経費の増加、高齢化と人口減少による利用形態の変化、厳しい財政状況

による維持管理費の縮減などによりまして、将来は必要性の高い施設のサービスを良好な状況

で維持することも簡単ではなくなる可能性もございます。 
 このため公共施設の総量の削減や長寿命化対策、市民協働、公民連携等によるサービス機能

の維持、さらには計画的な財政計画などを含めた公共施設の将来計画基本方針の策定について、

公共施設白書をもとに検討してまいります。 
 続きまして、公民館施設をさらに生かすために取り組む具体的な考えはあるかについて、お

答えいたします。 
 地域コミュニティの重要性が叫ばれている現在、地域住民の活動の場として地区公民館は重

要な役割を果たすものと考えております。事実、各行政区においては各種総会や集会、各種教

室、敬老会などのイベントなど、子どもから高齢者まで積極的に活用されています。 
 また、保健福祉部が社会福祉協議会に委託している介護予防事業やってみるじゃんのほとん

どが地域の公民館を利用し実施しているように、市の事業にも活用しております。地域の一番

身近にある公民館をより有効的に活用することはコミュニティの醸成の意味から、また市の事

業推進の意味からも重要と考えておりますので、さらに検討をしてまいります。 
 次に公の施設を市民施設として生かしていくためにも公共施設白書作成業務と並行して、管

理運営の基本方針を検討する必要があるがについて、お答えいたします。 
 公共施設白書の作成後に、施設の修繕や統廃合など施設のあり方を検討することになります

が、管理運営のあり方についても当然検討しなければなりません。 
 市の公共施設を市民施設として活用していくことにつきましては、法令上いくつかの課題が

あると思われますが、他市の例などからも検討していかなければならない課題であります。 
 ご指摘のとおり、公共施設白書を作成し施設のマネジメントをしていく中で、住民自治の原

点に立ち返り、市民の自治の力を育てる必要があると考えておりますので、この観点からも施

設の管理運営の基本方針についても検討してまいります。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 再質問を行います。 
 １２番、志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 
 費用の工面という部分についても、ぜひしっかりと心を砕いていただけたらと思います。 
 機能の維持というところが一番、考えていくときに重要なポイントで、しかもその市民のガ

バナンスを育てていくという点では、こういった考え方をお示ししたいと思います。 
 まず１つは自治体行政区といった生活基盤のエリアで考える。そして次に小学校区などの範

囲で一定のまとまりがあるエリアとして枠組みを考える。そして市全体のエリアとして考える。
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こういった３階層での用途、必要な機能をそれぞれ考えていくということが必要であると思い

ます。そういった部分について、この３階層の考え方について、ご見解をいただければと思い

ます。 
〇議長（前島敏彦君） 

 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、山下総務部長。 

〇総務部長（山下真弥君） 
 議員ご指摘のとおり３階層のエリアで自治会、行政区レベルのエリアにはこういう人たちが

必要、あるいはこういう機能が必要なんだと。あるいは小学校施設には、また施設機能が必要

なんだという考え方もあろうかと思います。非常に重要な指摘でございますので、参考にさせ

ていただいて、今後検討させていただきます。 
〇議長（前島敏彦君） 

 志村直毅君。 
〇１２番議員（志村直毅君） 

 そして市民の皆さまにもこれは総量をこのまま維持できないということは、しっかりとお伝

えをしていかなければならないと、こんなふうに思っています。そういう中で一番身近な生活

基盤のある自治会単位でどういうふうなことをしていくのか。この機能という意味でも、これ

は例えば防災という点でもそうですが、自治会単位で取り組むべきこと、そして小学校区ぐら

いで取り組むべきこと、そして市全体として取り組むべきことということで、その仕事の仕分

けもできてくると。そういうことが結果的に行政のダウンサイジング、縮小化にもつなげてい

けるということになろうかと思います。 
 そういった意味で１点、行政区への支援というところで、まず市内に認可地縁団体というの

があるのかどうか、この点についてお願いします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、山下総務部長。 

〇総務部長（山下真弥君） 
 地縁団体のご質問でございますけども、地縁団体につきましては総務課のほうで受け付けを

しまして、認可のほうの手続きを進めております。現在のところ正確ではありませんが１５、

１６だというふうに把握しております。各行政区が財産を持つためには、ぜひこの制度を使っ

ていただきまして、積極的に支援をしていきたいというふうに考えております。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 
 行政区１３０以上ありますから、まだまだ本当に歩き始めたばかりだというふうに理解して

います。公民館、地区コミュニティ施設の位置づけに合併後はなっていますけども、こういっ

たものの用地、建物の登記する場合にこういった法人格を有するということが必要。そういっ

た意味でも今後、自主・自立的に地域の自治組織を運営していくことは公共施設を考える意味

からも、これは必要ではないかなというふうに思っています。そういう意味で、その点につい
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ての見解と、それから自治組織運営をしていくための支援、例えば事業の企画立案ですとか、

会計監査実務といったこと、こういったことも今まで以上に支援をしていくことでそういった

自立性というものを育てていけるのかなと思いますが、この点についてお考えをお願いします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、山下総務部長。 
〇総務部長（山下真弥君） 

 お答えをします。 
 地縁団体のご相談にくる行政区につきましては、積極的に自分の行政区でどのような活動が

できるのか、あるいはどういう財産を持ち今後どのような計画でやっていくのかという、非常

に意識の高い行政区がほとんどだというふうに理解をしております。 
 そういう点ではこの自治の力、市民の力を最小単位で育てていくという観点から考えまして

も非常に重要な内容でございますので、これまで以上に地縁団体の届け出、申請、それから認

可につきまして、担当としましても支援をしていきたいというふうに考えております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 
 ありがとうございます。 
 そして自治会単位で、行政区単位での自治の拠点たる地区コミュニティ施設、公民館が老朽

化してきているところも見受けられると。なかなか新築、あるいは改築といった多額を要する

ものについては、その補助制度もあることは十分承知しておりますけども、時限的な意味で公

民館の改築、リフォームなどの、あるいはトイレの洋式化とか、そういったふうなことへの補

助、あるいはサポート、こういったこともぜひ今後考えていただきたいなと、こんなふうに思

うわけですけども、この点についてお考えをお願いします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、山下総務部長。 
〇総務部長（山下真弥君） 

 公民館の改築等への補助についてでございますが、これまでも答弁の中で明らかにしている

とおり全面的な建て替え、これにつきましては毎年受け付けをし、できる限りの援助をしてい

るわけでございます。上限５００万円という中でやっております。 
 それからトイレの下水道への接続、これにつきましても補助がございます。また多くの行政

区から要望のあります改築についても検討してくれないかということは、前々から要請がござ

いましたけども、また新たな段階にきておりますので、地域の公民館を自治組織としての拠点

にしていくということから、また防災の拠点ということを考えますと、また一段階、超えた考

え方から検討しなければならないかなというふうに考えておりますので、これまた検討させて

いただきたいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 志村直毅君。 
〇１２番議員（志村直毅君） 

 公共施設の管理運営の検討、これも併せて進めていくということと市民の住民自治を育てて
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いく、鍛えていく、取り戻していくということは、限られた時間の中でやはりやっていかなけ

れば、いずれ交付税が減額されていくということもございますので、そういった長期的な視点

で見据えて、ぜひ前向きに検討していただけたらということを申し添えて、続いて２問目の質

問に移ります。 
 バイオマス施策の考え方について、伺います。 
 バイオマスの資源利用としては薬用、化粧品などの特殊用途の価値が高く、続いて食用、マ

テリアル利用、その後に飼料、肥料ときて最後に燃料・エネルギー利用とされています。これ

はあとの順位になればなるほど利用度としては使いやすい、需要が広いということでもありま

す。このことから肥料は需要としては見込めるものの、価格は低いことから商業ベースでのバ

イオマス利用は経済性が高いとは言えないということになります。 
 バイオマスタウンの意図するところは循環型社会の構築であり、その１つの手段として資源

の有効活用と再利用を図るというものであり、具体的な例として挙げれば焼却されている生ご

みと剪定枝などの再資源化という方法のほか、本市の構想にもある木質チップ化、ＢＤＦ製造

利用などをはじめ、さまざまございます。 
 現在も行われている市民レベルで取り組める堆肥化とともに、市レベルで事業化する施策の

意義を再考し、前進させていくことが必要との立場から以下、お伺いします。 
 まず、市長が本市のバイオマスタウン構想をどのように評価しているのでしょうか。お聞か

せください。 
 また環境にも配慮でき、市民生活にも資する有意義な取り組みを、採算ベースでの事業化を

可能とするためのスタートアップとして行政が事業化し、循環型社会の歯車が動き始めたのち

にはサポートにまわるという方法は、考え方として意義のあることと思います。持続可能な循

環型社会の構築に向け、このような手法でバイオマス施策を推進していくことについて、どの

ように考えているのかについてもお伺いします。 
 次に燃やせばごみ、生かせば資源といわれますが、バイオマスセンターが目指したバイオマ

ス施策は利用ありきではなく循環型社会の構築手段として考え、市民の堆肥化の取り組みをさ

らに広げていくための政策として捉えていく必要があると考えます。この点についてのご見解

をお聞かせください。 
 次に市民ミーティングと地元説明会を通じ関係住民の意見を聞くとともに、これまでに事業

用地選定から地元の理解を得てきた経緯も把握する中で、それに対する市長のお考えを伺いま

す。 
 次に堆肥化のほか、木質バイオマスである薪やペレットの活用も検討してはいかがでしょう

か、お尋ねします。 
 最後に今後の検討においては、環境負荷とコストという点が判断のポイントと思われますが、

運営費用の数字だけではなく環境負荷の軽減度の比較が重要であり、この点についてごみ処理

施設で生ごみを焼却する場合とバイオマス施策による再資源化との環境負荷とコストはそれぞ

れどのように算定しているのか、お伺いします。 
 以上２問目の質問といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、倉嶋市長。 
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〇市長（倉嶋清次君） 
 志村直毅議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに、バイオマスタウン構想の評価についてであります。 
 平成１９年１１月に策定した基本的な構想につきましては、目指す将来像を農と食と微生物

を生かした地域ぐるみで取り組むバイオマスの郷づくりとし、具体的な利活用方法として木質

系バイオマスのチップ化、生ごみの堆肥原料化、廃食油のＢＤＦ化の３つを柱としております。 
 バイオマスタウン構想につきましては循環型社会の構築、環境保全型農業の推進、ごみの減

量化、二酸化炭素の排出量削減などの効果が期待され、理念・方向については評価しておりま

す。 
 しかし構想策定から５年が経過しバイオマスセンター建設が現実的な問題になる中、立ち止

まってもう一度内容の精査を行い、再度吟味する必要があると考えております。 
 次に採算ベースでの事業化を可能とするためのスタートアップとして行政が事業化し、循環

型社会の歯車が動き始めたのちにはサポートにまわる、このような手法についてどのように考

えているかというご質問であります。 
 循環型社会実現に向け、できる限り財政に負担を掛けないで進んでいくためには事業の形態

をどのようにするかということが課題になります。行政が施設の建設から運営までをすべて担

うという方式から、すべてを民間に委ねる方式までいくつかのパターンが想定され、ご提案の

スタートアップを行政が担い、歯車が動き始めたなら行政はサポートにまわるという方式も参

考にさせていただき、検討していきたいというふうに考えております。 
 次に循環型社会の構築に向けた堆肥化の取り組みについて、お答えいたします。 
 この点は、環境に配慮した施策として非常に重要と考えております。特に可燃ごみの中でも

組成割合の高い生ごみの堆肥化については、すでにモデル地区において事業推進を図り、年間

３０トンからの生ごみの堆肥化がなされておりますし、市民独自での微生物菌を使った堆肥化

も盛んに行われており、今後、市といたしてもできる限りの支援を行ってまいりたいと考えて

おります。 
 次に事業用地選定の経緯を把握する中での考え方について、お答えいたします。 
 バイオマスセンターはいわば迷惑施設の設置という側面がございますが、その中で地元の用

地提供に対するご理解・ご協力を得るため、類似施設の視察研修、あるいは事業内容の説明等

を重ね、今日に至った次第でございます。地元の皆さまの意見をとりまとめるまでに至ったま

での大変なご努力に深く敬意を表するものであります。 
 一方、初期の建設費、あるいは将来の維持管理費等を考慮するならば、将来にわたって適正

な運用が図られるよう十分な精査が必要であると考えております。 
 地元の皆さまには農作業等に影響のないよう、できるだけ早く結論を出したいと考えており

ます。 
 次に木質バイオマスであります薪やペレットの活用について、お答えいたします。 
 環境に配慮した社会を形成していく上で、二酸化炭素の排出削減は大きな課題と考えられま

す。剪定枝を含め河川内の間伐材等の木質系バイオマスの処理を考えますと、焼却ではなく再

資源化が最も重要と考えており、まずこのため剪定枝の粉砕機購入補助制度による焼却から資

源化への転換もわずかではありますが進んでおります。 
 この現状を踏まえ、全体的な取り組みにつきましては関係機関との協議を進める中で検討を
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進めたいと考えております。 
 次に環境負荷の軽減とバイオマス施策によるコスト比較について、お答えします。 
 現在の可燃ごみの焼却処分方法では環境配慮型の方法はとられてはいるものの、環境負荷に

対する問題がすべて取り除かれたものではございません。これに比べますと、バイオマス施策

での環境負荷対比を見てみますと負荷軽減されるのも事実であります。 
 また処理コストの比較においても現在、想定するコストは軽減が見込まれますが、収集方法

の見直しなど別途発生する経費が現実として増加いたします。これらの比較検討につきまして

は、費用対効果等を見極める中で今後の判断とさせていただきたいと考えております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 再質問を行います。 
 １２番、志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 
 大変、ご丁寧な答弁をいただきましたが、分からないところがあります。 
 バイオマスセンター建設の何が問題だというふうに考えたのか、財政的な初期コスト、ライ

ニングコストというふうなご答弁もありましたが、駄目なところはなんだったのかというふう

に考えているのか、市長、改めてお聞きします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を求めます。 
 答弁を、豊角産業観光部長。 

〇産業観光部長（豊角英人君） 
 バイオマスセンター建設については今までも市民ミーティング、それから地元での説明会、

意見交換会の中で賛否両論、いろんなご意見をもらっております。その中で１つ、出ておりま

すのが市民の皆さまの協力度、理解度、それから当然ながら建設費、事業費、それからその後

にかかるランニングコスト運営費、これ等も踏まえた中で若干の問題が残るという結論に至っ

ております。これについては広く皆さまの意見を聞く中で、再度検討する組織を立ち上げた中

で最終的な方向性、結論的なものについては出したいというふうに考えております。 
 以上になります。 

〇議長（前島敏彦君） 
 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 
 市長が選挙で凍結というふうに言われたわけですから、部長もご答弁されるのは大変だろう

と思うわけですけども、可燃ごみの半分は生ごみというふうにいわれております。４市の中で

も先んじてごみ減量に取り組んで分別収集やミックスペーパー、その他プラなど再資源化も含

めて、その成果が例えば境川に予定されている中間処理施設の大きさを小さくすることにつな

がったとこういうこともあるわけですが、甲府市は剪定枝の野焼きを厳しく制限しているとも

聞き及んでいます。笛吹市としても剪定枝の排出処理に関しては、高齢化も急速に進行してい

ることから、農家の負担軽減や経営改善にもつなげたいなというふうな点について、このこと

については市長、どのように感じますか。 
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〇議長（前島敏彦君） 
 答弁を求めます。 
 答弁を、倉嶋市長。 

〇市長（倉嶋清次君） 
 お答えいたします。 
 剪定枝の問題につきましてのご質問でございます。 
 私もこれについて、現時点で結論を出しておるわけではございません。ご指摘のように剪定

枝が畑の中で焼かれているとこういう現実が広くあるわけで、これをなんらかの方向で改善し

なければいけないという問題意識は強く持っておりますので、しっかり実情を把握した上でよ

りよい方向に持っていきたいというふうに考えております。 
 以上です。 

〇議長（前島敏彦君） 
 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 
 考え方として、先ほど私が申し上げたことは前の市長も申していた内容であります。ですか

ら、その考え方は問題ないんだろうというふうに思っています。 
 肥料化、堆肥化、肥料にする、堆肥にする、２種類あったわけですけども、この点の違いに

ついて倉嶋市長としては十分にご理解をされていたというふうに考えてよいでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、豊角産業観光部長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 肥料化、堆肥化という言葉の使い分けになりますが、汚泥の関係、それから生ごみの関係、

この中で肥料成分によりまして肥料、あるいは堆肥という区分けになります。そのへんでの区

分けということになります。 
 以上になります。 

〇議長（前島敏彦君） 
 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 
 これは理解していただいて、ご批判をされていただくことが一番よかったなと思っています。

というのは、やはり堆肥化というのは、基本的に生ごみと剪定枝、これを堆肥化するというこ

とですが、肥料化については菌の活用が必要になるということになりますので、ここは費用対

効果を長期的に見る必要があるというふうに思います。そういった意味で今後、検討を十分進

めていただきたいと思うわけですけども、１点確認でごみ減量５３％目標が現在２８から２９％、

ここで頭打ちしているという感もございます。バイオマスセンター建設でもし建設した場合、

この２９％が減量数値としてはどのくらい向上するというふうに試算されていたのか、これは

市民環境部にお伺いします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を求めます。 
 答弁を、河野市民環境部長。 
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〇市民環境部長（河野修君） 
 志村議員の再質問にお答えします。 
 バイオマスセンター計画しておりました生ごみの持ち込み量は、年間の生ごみが約４千トン

ぐらいと見込んでおります。総量で。そのうちの約半分を見込みました。ですから２千トン弱

ぐらいを見込んでおります。今、議員がおっしゃったように今現在、減量率が２８ないし２９で

ございますから、それに１２ポイントぐらいは進むだろうと。ですから４０％強ぐらいは減量

率が進むというように見込んでおりました。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 
 生ごみの処理を再資源化すると、こういった点についてはバイオマスセンターの果たす役割

というのは、かなり大きいということはご理解いただけると思います。 
 あとはその手法をどんなふうにしていくのかということと、先ほど答弁にもありましたよう

に収集コスト、この点について考えていかなければなりません。市民ミーティングでも算定数

値は示されていました。そこのところを乗り越えて、やはりこのバイオマス施策を進めていく

必要があると、私はこのように考えております。 
 １点、それから薪、ペレット等の利用という部分ですけども、ペレットについては農業用の

ボイラーというお話もちょっとありましたけども、これは中止になったと。ただ住宅用とか事

業所で使う小さなものですね、こういったものについては普及を促進していくことも大事では

ないかと思います。この点について、お伺いいたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を求めます。 
 答弁を、豊角産業観光部長。 

〇産業観光部長（豊角英人君） 
 薪等のペレット化、これについての施設園芸のほうの燃料的なボイラー、これについては施

設園芸農家では減少気味ということもあります。これについては、計画は立てたものの農協と

の協議の中で、これについてもいったん止めてございます。それから先ほど議員が申されたよ

うに一般家庭でのペレットストーブ、これについては私も現物を実際に見に行ったことがあり

ますが、今で言う燃料を燃すという燃す形、原油価格の高騰で非常に燃料費が高騰しておりま

す。こういったものから考えますとその経費のみならず、環境負荷の問題も考えると、今後の

重点的な課題であり、また協議するものだと考えております。これについてもペレット化とい

うものが前提になりますが今後、十分な検討材料としていただきたいと思います。 
 以上になります。 

〇議長（前島敏彦君） 
 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 
 あと少し確認ですが、バイオマスの取り組みについてはこれは有効、必要であるというふう

に市長、お考えをここでもう一度確認させてください。よろしいでしょうか。 
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〇議長（前島敏彦君） 
 答弁を求めます。 
 答弁を、倉嶋市長。 

〇市長（倉嶋清次君） 
 世界の動きが、環境というのが１つのキーワードになっているわけでありますし、資源を再

利用していくということ、もっと広く言えばバイオマスエネルギーということも場合によって

は視野に入ってくるかもしれませんけども、そうした世の中の流れはしっかりと大事にしてい

く必要があると思いますし、そういう流れの中でこのバイオマスの利用という考え方、これは

大事にして市政を運営していきたいと、かように考えています。 
〇議長（前島敏彦君） 

 志村直毅君。 
〇１２番議員（志村直毅君） 

 県の森林総合研究所で２５年度まで、隣地の未利用材の効率的な収集、運搬に関する調査と

いうのをやっています。未利用バイオマスの掘り起こし、有効活用によって再生可能エネルギー

の活用、循環型社会の構築を図っていく、リードしていくのはやはり行政が進めていく必要が

あるということを申し添えて一般質問を終わります。 
 以上です。 

〇議長（前島敏彦君） 
 以上で、志村直毅君の一般質問を終了します。 
 関連質問を許します。 
 （ な し ） 
 関連質問を終わります。 
 一般質問を続けます。 
 １４番、川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 
 最後の一般質問となりました。公明党の川村惠子でございます。 
 議長の許可をいただきましたので、通告に従いまして質問をさせていただきます。 
 １点目として、レアメタル等の回収・リサイクルの取り組みについてです。 
 現在、日本では消費者が携帯電話などの小型家電を買い替えるサイクルが短くなっています。

その一方でリサイクルが追いついておらず、使用済み小型家電の４割以上がごみとして廃棄さ

れています。この小型家電の中に使われているレアメタルなどの資源を鉱山に見立て都市鉱山

と呼ばれています。 
 今回、携帯電話やゲーム機、デジタルカメラなどの使用済み小型家電に含まれるアルミニウ

ム、貴金属、レアメタルなどの回収を進める小型家電リサイクル法が昨年８月に成立し、本年

４月に施行予定となっております。現在、小型家電に含まれるレアメタルや貴金属は多くを輸

入に依存し、その大半はリサイクルされずにごみとして埋め立て処分されていますが、小型家

電リサイクル法により自治体が使用済み小型家電を回収し、国の認定を受けた業者が引き取っ

てレアメタルなどを取り出すリサイクル制度が創設されることになります。 
 新制度では消費者や事業者に新たな負担や義務を課す、これまでの各種リサイクル法とは異

なり、自治体とリサイクル事業者が柔軟に連携して地域の実態に合わせた形でリサイクルを推
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進することが狙いとなっています。 
 小型家電リサイクル法の成立を受けて、この法の目的である資源確保、有価物質の管理、廃

棄物減量化のために笛吹市はどのように取り組まれるのか、以下質問いたします。 
 １．小型家電リサイクル法について、笛吹市はどのように捉えているのか。 
 ２．現在、携帯電話やゲーム機、デジタルカメラなどの小型家電はどのように回収され、廃

棄をされているのか伺います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、河野市民環境部長。 

〇市民環境部長（河野修君） 
 川村惠子議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに小型家電リサイクル法について、どのように捉えているのかについてでありますが、

小型家電リサイクル法の施行により、廃棄物の適正処理と金属などの有効利用が促進され、さ

らにごみの減量や最終処分場の延命にも寄与されることから、小型家電リサイクルの推進は必

要であると認識しているところであります。 
 特に使用済小型電子機器等に含まれるアルミニウム、レアメタルなどの希少金属についての

リサイクルシステムの構築に向けて、早い段階で取り組んでいくことが必要であると考えてお

ります。 
 次に現在、使用済み小型家電はどのように回収、廃棄をされているのかについてであります

が、デジタルカメラやゲーム機、ＣＤプレーヤーなどの使用済み小型家電の回収につきまして

は、本市が行っております粗大ごみの回収時の１品目として地区ごとに分別した回収を行って

おります。また、個人情報保護対策に配慮が必要と考えられるパーソナルコンピューターや携

帯電話につきましては、メーカーによる店頭回収が行われているところであります。 
 処理につきましては、甲府市環境センターや市内の民間中間処理業者および資源回収業者等

により鉄やアルミニウム等が資源化され、その他の破砕残渣につきましては埋め立て処分をし

ている状況であります。 
 これからの取り組みといたしましては、国から認定を受けた事業者や再資源化適正事業者の

選定を行い、小型家電の資源性と分別のしやすさなどを考えた対象品目と回収方法の拡大等に

ついて検討を行い、回収・処理体制が整い次第、市環境指導委員会への説明や広報・ホームペー

ジへの掲載により、周知・啓発に努めてまいりたいと考えております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 再質問を行います。 
 １４番、川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 
 部長のほうから答弁をいただきました。 
 国のほうでは小型家電の９６品目を対象に指定して、その使用済み製品の３割の回収を目指

しているということでありまして、今現在、先ほど部長の答弁にありましたけども、小型家電

は粗大ごみとして回収されていますけども、その回収量はどのくらいになるのか、教えてくだ

さい。 
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〇議長（前島敏彦君） 
 答弁を求めます。 
 河野市民環境部長。 

〇市民環境部長（河野修君） 
 川村議員の再質問にお答えいたします。 
 先ほど答弁で申し上げましたように、現在は粗大ごみの収集のときに区別して１品目として

回収している状況であります。ですから、それだけがいくらかというのは、正確な数字は申し

訳ございませんが把握できておりません。年間の粗大ごみの処理量が約１，４００トンでござ

いますので、その約２％前後ではないかというふうに思います。ですから２８トンぐらいでは

ないかと思っております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 
 今後、国としては５６品目が対象で今現時点では、笛吹市においては１品目で大体２％で２８ト

ンという回答でしたけども、この対象品目を増やすことによって、まだ多くの無駄になってい

た、破棄されていたものが利用されるわけであって、ぜひその品目としてはどの品目ぐらいま

でを回収していくのか。およその回答がありましたら。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、河野市民環境部長。 
〇市民環境部長（河野修君） 

 再質問にお答えいたします。 
 先ほどから９６品目ということで話がありましたが、小型家電リサイクル法ではそのうち自

治体で回収する品目は決めていいということになっております。それで１つ、個人情報に配慮

しなければならないというのがやはり携帯電話、パソコンであります。これについては業者、

店頭といいますか、そのほうへお任せをしたいなというふうに考えておりますが、特に分別の

しやすいもの、１６品目についてはこれは最低限、回収しなさいということになっております

ので、それらがデジタルカメラとかＣＤプレーヤーとかゲーム機、ラジオ、扇風機とか電気掃

除機などでございます。それを含めまして、分別の収集のしやすさを考え、できるだけ多くの

品目を回収したいというふうに考えております。答弁とさせていただきます。 
〇議長（前島敏彦君） 

 川村惠子君。 
〇１４番議員（川村惠子君） 

 笛吹市は本当に皆さんの意識がありまして、行政の指導のもと、また環境衛生の方の協力も

あって、分別がかなり私は進んでいるというふうに思っておりますので、１つでも多くの品物

が無駄にならないように収集できるようにお願いしたいと思います。 
 先ほど部長の答弁の中で、拡大回収というふうに言われましたけども、ぜひ効果的・効率的

な回収方法として、ステーション回収とかピックアップ回収、ボックス回収、市民参加型回収、

イベント回収など複数のやり方がありますけども、今後、笛吹市として皆さんが持ち込みやす

い、分別しやすい回収方法としてどのような形で進められていくのか、ありましたら伺いたい
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と思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を求めます。 
 答弁を、河野市民環境部長。 

〇市民環境部長（河野修君） 
 具体的な回収方法につきましては、これから検討していきたいと考えておりますが、まずは

今までと同じように粗大ごみの分別の、大体石和ですと年に６回、その他の地区が年３、４回

ということでございまして、まずはそこでの収集をして、今、議員さんがおっしゃったように

例えば大型スーパーでのキャンペーンとかイベント会場での回収とかも加えながら、また啓発

が進んで量が多く集まるであれば、またそれなりの特別な回収方法も考えていきたいというふ

うに思いますが、いずれにしてもこれから検討していきたいというふうに思います。参考にさ

せていただきます。 
 答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 
 先ほども部長の答弁の中にありましたけども、多くの市民の方に回収方法とか徹底していた

だいて、理解をいただきながら進めるようにお願いしたいことと、身近な場所で回収できるよ

うな取り組みをぜひお願いしたいと思います。 
 またこの事業は、平成２４年度は小型型電気等リサイクル社会実証実験事業ということで実

施しておりますけども、先進地ではいろんな方法でやっているのも調べてきました。それから

この２５年度においても、新年度に参加した市町村に対しては円滑に実施できるように、例え

ばボックスとかコンテナを購入した際の初期費用を援助しましたり、あるいはライニングコス

トについても地方交付税に算入するというような財政支援が予定されておりますので、そういっ

たこともしっかりと取り組みをお願いしたいと思います。その点はいかがでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、河野市民環境部長。 
〇市民環境部長（河野修君） 

 再質問にお答えいたします。 
 ただいまいただきましたご意見につきましては十分に参考とさせていただきまして、有効的

な回収ができるように取り組んでいきたいというふうに考えます。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 
 ぜひ廃棄物の減量化とか、有用金属の再資源化を行うことで国内、まして笛吹市の循環型社

会の形成の推進とともに、安定供給の確保を目指して取り組んでいただければなというふうに

思っております。 
 それでは、２問目の質問をさせていただきます。 
 障がい者の自立、就労支援の取り組みについて伺います。 
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 障害者優先調達推進法が本年４月から施行されます。同法は国と独立行政法人等に対して障

がい者が就労施設でつくった製品の購入や清掃などの業務委託を優先的に行うよう義務付ける

とともに、地方公共団体に対しても障害者施設の受注機会の増大を図るよう努めることを求め

ています。 
 現在、国などが商品の購入や業務委託をする際は競争入札による契約が原則になっており、

民間企業に比べ競争力の弱い障がい者就労施設が契約するのは大変難しいのが実情です。また

施設や自宅で働く障がい者が増大する一方、景気の低迷により民間企業からの仕事の依頼は減

少しており、さらには障害者施設の発注が不安定なため、国からの安定した仕事を求める声が

非常に高まっているのが現状です。 
 こうした状況を踏まえて障がい者の就労機会を増加させ、自立を促進することを目的として

本法律が制定されました。本法律によって自治体には障害者就労施設等の受注機会の増大を図

るための必要な措置を講ずる努力義務が課せられています。それを実行あるものとするために

は、物品の調達目標を定めた調達方針の策定を公表しなければならず、その方針に即して調達

を実施し、調達実績はとりまとめて公表するということが求められています。 
 以上のことから障がい者が働くことを通して社会参加をし社会に貢献すること。職業による

自立を進めることに、この法律がどのように生かしてくのかについて質問をします。 
 １つ目として、障がい者の自立に向けた働く場の拡大について、市はどのように考えている

のか。 
 ２番目、本年４月より法定雇用率が地方公共団体では２．３％になりますが、現在、笛吹市

の雇用率の状況を教えてください。 
 ３番目として障害者優先調達推進法について、この法律をどのように受け止め、今後どのよ

うに計画を立てていくのか、お伺いします。 
 最後に通所障害者施設等に笛吹市が発注している物品やサービスはあるのか、お伺いいたし

ます。 
〇議長（前島敏彦君） 

 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、荻原保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（荻原明人君） 
 川村惠子議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに障がい者の自立に向けた働く場の拡大についてでありますが、中小零細企業の多い

本市におきましては景気の動向や個人の契約上の問題であることも含め、障がい者雇用の拡大

を市の施策として行うことは難しい課題であります。しかしながら、障がい者の自立を支援す

る環境づくりを進める上で、就労の場や就労につながる訓練の場を確保することは重要である

と考えております。そのためには地域社会や企業の理解、積極的な取り組みにつながるための

情報提供が不可欠だと考えております。 
 本市におきましては平成１９年度に地域自立支援協議会を設置し、当事者および家族やサー

ビス提供事業者に加え、商工会からも委員の参加をいただく中で障がい者の現状、ニーズを市

内の商工業者に伝えるべく努めてまいりました。 
 今後も就労の場の確保が地域社会のキーワードとなるよう、努めてまいります。 
 次に本年４月より法定雇用率が地方公共団体では２．３％になりますが、笛吹市での雇用率
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はについてお答えいたします。 
 本市の法定雇用率は一般職、教育職を合算しますと２．１％であります。近年、職員雇用に

際し、障がい者雇用枠を設け募集を行ってまいりました。平成２５年４月１日には１名の採用

予定があり、２．３％の雇用率となる見込みであります。 
 次に障害者優先調達推進法につきまして、お答えいたします。 
 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する法律、いわゆる障害者優先

調達推進法は障害者就労施設や在宅就労の障がい者の経済面での自立を進めるため、国や地方

公共団体、独立行政法人などが物品やサービスを調達する際、優先的・積極的に障害者就労施

設等から購入することを推進するために制定されたものであります。 
 障害者就労施設等での工賃向上を目指すため、率先して地方公共団体が取り組むべきものと

認識をしております。 
 計画的な取り組みにつきましては地域自立支援協議会の当事者・家族部会、事業者部会など

での協議も踏まえ、市役所庁内関係部局との調整を行ってまいります。 
 次に、通所の障がい者施設等に笛吹市で発注している物品やサービスはあるかというご質問

でありますが、対象となる施設等につきましては市内にも就労支援事業所、就労継続支援事業

所Ｂ型、生活介護事業者などがありますが、これらの施設等で授産する品目はお菓子の箱や手

芸品等となっており、市の需要に見合う事務用品等の物品の製造を行っている事業所はござい

ません。 
 しかしながら市が直接委託しているものではありませんが、八田御朱印公園の清掃作業を指

定管理受託事業者から請け負っているものや、中日本高速道路株式会社から高速道路周辺雑種

地の草刈り作業を本市の仲介により請け負っているもの等がございます。 
 今後も各事業所の特性に合わせて役務として提供可能な内容について整理し、庁内関係課と

も協議、情報提供を行う中で発注の促進を図ってまいりたいと考えております。 
 また製造品目につきましては、県の共同受注窓口でありますやまなし福祉しごとネットが企

業と提携した物品製造に取り組むなどの検討が進んでいると伺っておりますので、市内事業所

等の加入促進を行うとともに、本市におきましても発注できるよう連携を図っていきたいと考

えております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 再質問を行います。 
 １４番、川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 
 今、部長の答弁の中で笛吹市の法定雇用率は２．１だっただけれども、平成２５年度には１人

の採用が決まっていて２．３になるということで、そういう答弁でした。また今回、民間企業

では現行の１．８から２％に、また従業員５６人以上から５０人以上に拡大されたわけで、そ

こで障がい者の就労に関し、国や就労支援期間と連携している本市の取り組みがありましたら

伺います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、荻原保健福祉部長。 
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〇保健福祉部長（荻原明人君） 
 再質問にお答えいたします。 
 障がい者の就労支援につきまして、国などの機関と連携をどう図っているかということであ

りますけども、障がい者の就労支援につきましてはハローワーク、それから峡東地域では甲州

市にございます障害者就労生活支援センター、コピットという施設がございます。県の就労支

援の指定施設になっておりますので、そちらのほうへつないでいくと。コピットを紹介し、ご

利用していただくことによって、障がい者ご本人の心身の状態に合わせた適切な就労先を検討

し、就労につなげていていただいている状況がございます。 
 また対象者によりましては、職業評価や就業支援センターへの入校等も進めていくと。それ

からハローワークへの登録等も、そのコピットさんのほうで一緒につないでいただいて、ハロー

ワークの登録等も行っていただきたい、そんなふうな連携をしております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 
 ぜひ今後もハローワークと、また支援機関との連携を密にして一人でも多くの方が就労に勤

められるようにお願いしたいというふうに思います。 
 先日、県のほうでも障がい者の雇用拡大ということで、障がい者の合同面接会、笛吹市でも

就職ガイダンスとかという形で、そういった形の催しもの事業をやっておりますけども、障が

い者を対象にしての合同面接会とか、そういう計画はあるのかどうか。また、なければぜひ検

討していただきたいと思いますけども。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を求めます。 
 答弁を、豊角産業観光部長。 

〇産業観光部長（豊角英人君） 
 ガイダンスについて私のほうから答弁させてもらいますが、ガイダンスについては広く雇用

の安定を図るという、これを最大目的でやっております。今のご指摘となった、障がい者につ

いての特別のガイダンスについては今のところ計画されておりませんが、通常のガイダンスの

中で広く門戸を開いておりますので、ぜひ参加いただきたいということでお願いしたいと思い

ます。 
 以上になります。 

〇議長（前島敏彦君） 
 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 
 ぜひ取り組みをお願いしたいなというふうに思っています。 
 それから先ほどサービスとして何点か部長のほうから答弁がありましたけども、先進事例と

いうか、見ましたら市役所の、今後笛吹市も耐震化することによって支所機能、それから本所

機能も充実されると思うんですけども、そういった市役所のロビーをお借りして喫茶コーナー

をやったり、障がい者の方がパンを作って販売をするという、提供するという方法もやってい

るところもありました。 
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 今後、就労施設で作った製品で、サービスとして先ほども公園等の清掃とかも答弁にありま

したけども、ぜひ、今、皆さんがパソコンの操作も勉強しているようですので、例えば笛吹市

の名刺を作成するのを障がい者の方にお願いしたりとか、広報の今、職員の方がそれぞれの部

署から集まって、広報の折り込みとか作業をしているというふうに伺いましたけども、そういっ

た作業とか、簡単な小冊子の製本作業とかダイレクトメールの作業とか、そういったこともあ

りますので幅広く今後、各支所と連携をとりながら、少しでも障がい者の方が市の発注するサー

ビスが受けられるような状況をぜひつくっていただきたいと思うんですが、その点、ほかにど

ういったことのサービスが考えられるのか、ありましたら教えてください。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を求めます。 
 答弁を、荻原保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（荻原明人君） 
 再質問にお答えいたします。 
 対象となる施設の授産品目、またサービスの内容等、どんなふうなものがあるかということ

でございますけども、先ほどの答弁でもお答えいたしましたように菓子箱とか手芸品等がござ

いますけども、笛吹市以外の他市にあります施設では自家製によるパンですとか焼き菓子、クッ

キー、ジャムとかそういった類いのものが多いんですけども、そういったものも参考にしなが

ら、市内の施設でそういったものがあれば、公共施設等でそういったものが販売できるような

ことも検討する必要があるかなと思います。 
 それからサービス、役務関係では公共施設や公園等の清掃作業なんかが考えられます。それ

から事務系の授産品目としましては、図面袋を作成しているような施設もございます。それか

らインクカートリッジのリサイクル品を下請けで製作をしている。それから宅配メール便の宛

名貼りというような作業も受注している施設もございますので、市の事務系のサービスとして

例えば何か、パンフレット類の封入作業とかそんなものも考えられますので、またそういった

ことも含めて検討させていただきたいと思います。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 申し上げます。 
 本日の会議時間は議事の都合により、あらかじめ延長いたします。 
 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 
 幅広く検討していただいて、調査をしていただいて一人でも多くの障がい者の方がなんらか

の形で仕事ができるように、生きがいを持って生活ができるように市としても取り組んでいた

だきたいことと、この調達法を推進することによって、障がい者が支える側ではなく、障がい

のある方が才能を引き出すような、そして住み慣れた笛吹市で自立でき、また就労支援をして

いただくとともに、庁内を挙げて共生社会に向けた推進を進めてくださるようにお願いしまし

て、一般質問を終わります。ありがとうございました。 
〇議長（前島敏彦君） 

 以上で、川村惠子君の一般質問を終了します。 
 関連質問を許します。 
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 （ な し ） 
 関連質問を終わります。 
 以上で、一般質問を終わります。 
 本日は、すべて終了いたしました。 
 お諮りします。 
 明日２８日から３月７日までは議案審査のため、休会といたしたいと思います。 

 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。 

 よって、明日２８日から３月７日まで休会とすることに決定しました。 

 次の本会議は３月８日、午後２時３０分から再開いたします。 

 本日は、これにて散会いたします。 

 大変ご苦労さまでした。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

散会  午後 ４時５７分 
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平成２５年笛吹市議会第１回定例会 
 

１．議 事 日 程（第４号） 
平成２５年３月 ８日 
午後 ２時３０分開議 
於 議 場 

 
 

日程第 １ 議案第１号 笛吹市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 ２ 議案第２号 笛吹市道の構造基準等を定める条例の制定について 
日程第 ３ 議案第３号 笛吹市移動円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を

定める条例の制定について 
日程第 ４ 議案第４号 笛吹市景観条例の制定について 
日程第 ５ 議案第５号 笛吹市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関

する基準を定める条例の制定について 
日程第 ６ 議案第６号 笛吹市水道法施行条例の制定について 

日程第 ７ 議案第７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ついて 

日程第 ８ 議案第８号 笛吹市職員給与条例の一部を改正する条例の一部改正について 

日程第 ９ 議案第９号 笛吹市手数料条例の一部改正について 

日程第１０ 議案第１０号 笛吹市若者定住促進市単住宅条例の一部改正について 

日程第１１ 議案第１１号 笛吹市道路法施行条例及び笛吹市公共物管理条例の一部改正

について 

日程第１２ 議案第１２号 笛吹市都市公園条例の一部改正について 

日程第１３ 議案第１３号 笛吹市下水道条例の一部改正について 

日程第１４ 議案第１４号 笛吹市生涯学習コーディネーター条例及び笛吹市青少年育成

コーディネーター条例の一部改正について 

日程第１５ 議案第１５号 平成２４年度笛吹市一般会計補正予算（第８号）について 

日程第１６ 議案第１６号 平成２４年度笛吹市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）

について 
日程第１７ 議案第１７号 平成２４年度笛吹市介護保険特別会計補正予算（第４号）に

ついて 
日程第１８ 議案第１８号 平成２４年度笛吹市介護サービス特別会計補正予算（第２号）

について 
日程第１９ 議案第１９号 平成２４年度笛吹市後期高齢者医療特別会計補正予算（第

４号）について 
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日程第２０ 議案第２０号 平成２４年度笛吹市公共下水道特別会計補正予算（第４号）

について 
日程第２１ 議案第２１号 平成２４年度笛吹市農業集落排水特別会計補正予算（第２号）

について 
日程第２２ 議案第２２号 平成２４年度笛吹市簡易水道特別会計補正予算（第３号）に

ついて 
日程第２３ 議案第２３号 平成２４年度笛吹市黒駒山恩賜県有財産保護財産区管理会特

別会計補正予算（第３号）について 
日程第２４ 議案第２４号 平成２４年度笛吹市水道事業会計補正予算（第４号）について 
日程第２５ 議案第２５号 平成２４年度笛吹市営春日居地区温泉給湯事業会計補正予算

（第４号）について 
日程第２６ 議案第４５号 甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合規約の変更について 
日程第２７ 議案第４６号 市道廃止について 
日程第２８ 議案第４７号 市道認定について 
日程第２９ 議案第４８号 公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市ふれあい

の家） 
日程第３０ 議案第４９号 公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市御坂花鳥

の里スポーツ広場・笛吹市御坂体育館・笛吹市御坂テニスコー

ト・笛吹市御坂テニス＆キッズ広場） 
日程第３１ 議案第５０号 公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市いちのみ

や桃の里スポーツ公園・笛吹市一宮スポーツ広場） 
日程第３２ 議案第５１号 公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市若彦路ふ

れあいスポーツ館・笛吹市八代中央スポーツ広場・笛吹市八

代中央水泳プール・笛吹市八代東部水泳プール・笛吹市八代

南部スポーツ広場） 
日程第３３ 議案第５２号 公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市石和中央

テニスコート・笛吹市石和農村スポーツ広場・笛吹市石和清

流館） 
日程第３４ 議案第５３号 公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市御坂中央

弓道場・笛吹市御坂成田弓道場） 
日程第３５ 議案第５４号 公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市境川総合

会館・笛吹市境川スポーツセンター） 
日程第３６ 議案第５５号 公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市境川弓道

場） 
日程第３７ 請願第１号 渋川排水機の更新事業の実現を求める請願について 
日程第３８ 議案第５６号 平成２４年度笛吹市一般会計補正予算（第９号）について 
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２．出席議員は次のとおりである。（２１名） 

 
 １番 神 澤 敏 美 ２番 神 宮 司 正 人 
 ３番 荻 野 謙 一 ４番 古 屋 始 芳 
 ５番 岩 沢 正 敏 ６番 梶 原  清 
 ７番 保 坂 利 定 ８番 中 村 正 彦 
 ９番 海 野 利 比 古 １０番 野 澤 今 朝 幸 
 １１番 北 嶋 恒 男 １２番 志 村 直 毅 
 １３番 中 川 秀 哉 １４番 川 村 惠 子 
 １５番 渡 邉 清 美 １６番 亀 山 和 子 
 １７番 上 野   稔 １８番 渡 辺 正 秀 
 １９番 大 久 保 俊 雄 ２０番 小 林  始 
 ２１番 前 島 敏 彦 
 
 

３．欠席議員 
 

 （ な し ） 
 
 

４．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名（１８名） 
 
 市 長 倉 嶋 清 次 副 市 長 久 保 田 克 己 
 教 育 長 坂 本 誠 二 郎 総 務 部 長 山 下 真 弥 
 経営政策部長 風 間 和 仁 会 計 管 理 者 芦 澤  栄 
 市民環境部長 河 野  修 保健福祉部長 荻 原 明 人 
 福祉事務所長 鶴 田 一 二 美 産業観光部長 豊 角 英 人 
 建 設 部 長 斉 藤  寿 公営企業部長 松 岡 利 明 
 教 育 部 長 仲 澤 和 朗 総 務 課 長 雨 宮 寿 男 
 財 政 課 長 成 島 敦 志 消 防 長 中 込 富 美 雄 
 教 育 委 員 長 早 川 公 仁 農業委員会会長 赤 岡 勝 廣 
 
 
 ５．職務のため議場に出席した者の職氏名（３名） 
 
 議会事務局長   鈴 木 幸 弘 
 議 会 書 記   霜 村 和 也 
 議 会 書 記   矢 野  洋 
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再開  午後 ２時３０分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（前島敏彦君） 

 ただいまの出席議員は２１名であります。 
 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 
 本日、傍聴と撮影の申請があり、これを許可しましたので報告いたします。 
 傍聴人に申し上げます。 
 傍聴人は議事について可否を表明し、または騒ぎ立てることは禁止されておりますので静粛

に願います。 
 また携帯電話の電源は切るか、マナーモードに設定をお願いいたします。 
 なお、議長の命令に従わないときは、地方自治法の規定により退場を命じますので念のため

に申し添えます。 
 直ちに、日程に入ります。 
 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりであります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（前島敏彦君） 
   日程第１ 議案第１号から日程第３６ 議案第５５号までを一括議題といたします。 

 本案については今定例会初日に上程され、各常任委員会に審査を付託してありますので、そ

れぞれの常任委員長から審査の結果について報告を求めます。 
 はじめに総務常任委員会委員長、志村直毅君。 

〇総務常任委員長（志村直毅君） 
 それでは、議長より総務常任委員会にかかる審査結果の報告を求められましたので報告いた

します。 
 去る２月２２日の本会議において、本委員会に付託されました議案について、３月４日なら

びに５日の２日間の日程により委員会を開会し、委員出席のもと関係当局の出席を求め審査い

たしました。 
 審査にあたり、何点か質疑等がありましたので主なものを報告いたします。 
 まず総務部所管の笛吹市職員給与条例の一部を改正する条例の一部改正について、該当する

職員数と階級はどれくらいとなるのかとの質問に対し、該当者は３０名で５級の職員が７割、

６級が６名、４級が３名との説明がありました。 
 補正予算については、防災行政無線整備事業における無線機購入８カ所１４台の内容はとの

質問に対し、市内の災害時孤立想定地区１２カ所のうち、芦川の４区にある現在の衛星携帯電

話４台を周波数の異なる第３世代機に買い替え、御坂の藤野木など５地区と境川３地区の計８地

区と両支所には、３Ｒという種別の免許が不要で登録により使用可能なデジタル簡易無線機

１０台を購入するもので、合わせて１４台となるとの説明がありました。 
 また行政バス運行事業についてバス利用の考え方はとの質問に対し、正職員と臨時職員で２台

のバスを運行しているが、今年も例年並みの３２０から３５０回程度の運行となる見込み。利

用の基準に照らし積極的に活用していただきたいとの説明がありました。 
 次に消防本部所管の補正予算については、消防救急無線デジタル化等整備事業の１，３００万

円の減額の理由はとの質問に対し、昨年６月に補正予算で対応したが緊急防災･減災対策事業の
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採択とならなかったため、２５年度に合併特例債を財源として予算計上するよう財政課との協

議で変更したためとの説明がありました。 
 次に経営政策部所管については補正予算での減額、不用額、事業の繰り越し、継続費や債務

負担行為の設定に関する考え方はとの質問に対し、予算は当初予算に全額盛り込むことを基本

としており、事業費がほぼ確定する３月補正において不用額が多額に発生する場合は減額する

よう各部局に指示している。 
 また石和中学校校舎等改築事業は継続費により実施し、消防救急デジタル無線化事業は債務

負担行為を設定しているが、いずれにしても財源措置も含め事業の全体額をしっかり示すこと

が重要と考えている。 
 なお、継続費の設定は一般的には１０年も続くような大規模な事業に設定されるもので、市

町村が実施する事業期間２、３年程度の事業は債務負担行為の設定により対応するとの説明が

ありました。 
 そのほか繰越事業が多いが、平成２７年度以降、交付税が減額されることも含め、用地確保

の目途や事業化の確証を持った中での予算化を認めるように心掛け、事業の年度内完成に努め

るようにしないと今後、予算編成や財政運営が困難になっていくおそれがあるのではとの質問

に対しては、あくまでも単年度で事業執行していくことが基本であると考えているが、国の経

済対策に伴う事業前倒しや大型普通建設事業の執行が多いため、繰越事業数および繰越額が多

額となっているという本市の状況もあり、常に極力早期の事業完了を目指すとともに安易な繰

越を行わないよう各部局に周知しているところである。 
 なお、今回、多額の補助金の返還が生じたことについては大変残念に感じており、２月１０日

に庁内に通知し徹底を図っているが、今後さらに法令を遵守し、適切な事務処理ならびに会計

処理を心掛けていくとの説明がありました。 
 また入札差金等による減額が多いが、特に大きく減っているものの理由はとの質問に対し、

今年１月から住民情報系電算システムを新システムに移行したが、当初予算ではスムーズに移

行できなかった場合を想定し、１年分の予算を計上した。期限内に無事移行できたので約２，

５００万円を減額できたこと、ならびに職員の１人１台パソコン維持管理に関わるウィンドウ

ズＶＤＡなどのライセンス料をマイクロソフト社と直接交渉することにより、一括発注に切り

替え、約１，３００万円の減額ができたことが大きな理由との説明がありました。 
 市民環境部所管では笛吹市手数料条例の一部改正について、住民基本台帳カードの発行手数

料の無料化はいつまでどのような状況まで続けるのかとの質問に対し、今回の改正では１年延

長するものであるが現在３２．３％の交付率であり、４０％程度を目標にしたいとの説明があ

りました。 
 また、市営温泉管理事業について委託料の増額が大きいがとの質問に対しては、電気料金の

値上げと燃料価格の上昇の影響が大きく、電気料金は９月から８．４６％値上げされ、当初よ

り２５７万円上回ることや、燃料価格のこの１月から２月分は昨年同時期の単価より１０円以

上高くなっており、当初より４２９万円上回る見込みで両方合わせると６８６万円となるもの

の、指定管理者の努力もあり２６７万円の増額としたとの説明がありました。 
 以上、総務常任委員会で審査されました主な内容について報告いたしました。 
 それでは、審査結果を申し上げます。 
 議案第７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
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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ついて」、賛成全員で原

案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第８号 「笛吹市職員給与条例の一部を改正する条例の一部改正について」、賛成全員で

原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第９号 「笛吹市手数料条例の一部改正について」、賛成全員で原案のとおり可決すべき

ものと決定。 
 議案第１５号 「平成２４年度笛吹市一般会計補正予算（第８号）のうち総務常任委員会担

当項目について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 以上、委員長報告といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 以上で、総務常任委員長の報告は終わりました。 

 これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 （ な し ） 

 質疑を終結します。 

 これより、討論および採決を行います。 

 この際、申し上げます。 

 議案第１５号 「平成２４年度笛吹市一般会計補正予算（第８号）」につきましては各常任

委員会に分割付託しておりますので、３常任委員長の報告終了後に討論および採決を行います。 
 それでは、議案第７号から議案第９号までを一括議題とします。 
 お諮りいたします。 
 本３案件について討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 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。 
 お諮りします。 
 本３案件についての委員長報告は、可決です。 
 本案は、委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第７号から議案第９号までは原案のとおり可決されました。 
 次に教育厚生常任委員会に付託しております案件について、教育厚生常任委員長から審査結

果の報告を求めます。 
 教育厚生常任委員会委員長、北嶋恒男君。 

〇教育厚生常任委員長（北嶋恒男君） 
 それではただいま議長より報告を求められましたので、教育厚生常任委員会の報告をいたし

ます。 
 去る２月２２日の本会議において、本委員会に付託されました条例の制定・改正および一般

会計・特別会計補正予算等についての議案審査を３月４日・５日の両日に委員会を開催し、全

委員出席のもと、関係当局の出席を求め審査いたしました。 
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 審査の過程において、何点か質疑・意見等がありましたので主なものの報告いたします。 
 保健福祉部所管では妊婦・乳幼児委託検診事業において、妊婦一般検診８４０万円の減額の

原因についての質問に対し、１人の妊婦が受けられる受診回数は最大で１４回と決まっており、

補助額は県内統一で１回６千円の受診券が使えるため、当初予算では想定した金額になる。し

かし妊娠の届けが遅れたり、早く生まれたりする場合があるため、受診回数は平均すると１２回

程度となり減額補正が生ずることになったとの説明がありました。 
 また本市での出生数はどのくらいかとの質問に対し平成２２年度は５７５人、２３年度は

５８５人、２４年度は１２月までで５０３人となっており、ここ数年は６００人を割っている

との説明がありました。 
 次に生活保護費返還金の補正額１，７６５万円の内容についての質問に対し、生活保護法

６３条の規程により土地家屋などの資産売却等による返還、また年金の一括受給による返還な

どが４３件１，５５１万円、また７８条の規程により不正就労などによる返還が２６件で３２３万

円、その他６件４０万円などであったとの説明がありました。 
 市民環境部所管では甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合負担増が多いのは何か。その財源

はどこから出るのかとの質問に対し、今年度は用地補償費や設計費、道路工事に一部着工する

ため、関係市の負担割合により負担増になった。本市の負担割合は２１．１３%である。その

財源としては本市では合併特例債を利用することにより、事業負担の９５％に起債が使え７０％

は交付税で戻ってくる仕組みになっている。特例債有効期限が延長になったことは、本市にとっ

て有利になっているとの説明がありました。 
 教育委員会所管では、公の施設に係る指定管理者の指定についてメリットはあるのか。また

従前よりきちんとした維持管理ができ、市民からの苦情などに対し指導・監督を徹底できるの

かとの質問に対し、維持管理費用の縮減と民間等のノウハウを活用することにより、より質の

高いサービスの提供を図ることを目的に積極的に導入している。また、維持管理については指

定管理者の信用に結び付くため努力を怠ることのないよう指導監督していき、市民から信頼さ

れるよう進めていくとの説明がありました。 
 また史跡甲斐国分寺跡整備事業について、文化庁補助金の不正受給事件に対する一番の原因

は何か。担当課長に質したところ、土地家屋の契約書、土地の登記も完了したことの書類だけ

に目が配られ、その他の写真等重要な証拠書類作成など課長までのチェックに重大な見落とし

があった。今後は教育委員会の一部に留まらず他部局とも連帯し、チェック体制を構築して再

発防止を図っていかなければならないとの説明がありました。 
 なお、平成２５年請願第２号 年金２．５%の削減中止を求める請願については、今後も調

査・研究の必要性があることから継続審査となりました。 
 以上、教育厚生常任委員会で審査されました主な内容についての報告を終わります。 
 それでは、審査結果については次のとおりです。 
 議案第１４号 「笛吹市生涯学習コーディネーター条例及び笛吹市青少年育成コーディネー

ター条例の一部改正について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第１５号 「平成２４年度笛吹市一般会計補正予算（第８号）について」、賛成全員で

原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第１６号 「平成２４年度笛吹市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）について」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
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 議案第１７号 「平成２４年度笛吹市介護保険特別会計補正予算（第４号）について」、賛

成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第１８号 「平成２４年度笛吹市介護サービス特別会計補正予算（第２号）について」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第１９号 「平成２４年度笛吹市後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号）について」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第４５号 「甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合規約の変更について」、賛成全員で

原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第４８号 「公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市ふれあいの家）」、賛成

全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第４９号 「公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市御坂花鳥の里スポーツ

広場・笛吹市御坂体育館・笛吹市御坂テニスコート・笛吹市御坂テニス＆キッズ広場）」、賛成

全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第５０号 「公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市いちのみや桃の里スポー

ツ公園・笛吹市一宮スポーツ広場）」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第５１号 「公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市若彦路ふれあいスポー

ツ館・笛吹市八代中央スポーツ広場・笛吹市八代中央水泳プール・笛吹市八代東部水泳プール・

笛吹市八代南部スポーツ広場）」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第５２号 「公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市石和中央テニスコート・

笛吹市石和農村スポーツ広場・笛吹市石和清流館）」、賛成全員で原案のとおり可決すべきもの

と決定。 
 議案第５３号 「公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市御坂中央弓道場・笛吹

市御坂成田弓道場）」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第５４号 「公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市境川総合会館・笛吹市

境川スポーツセンター）」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第５５号 「公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市境川弓道場）」、賛成全

員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 以上をもちまして、委員長報告といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 以上で、教育厚生常任委員長の報告は終わりました。 

 これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 （ な し ） 

 質疑を終結します。 

 これより討論および採決を行いますが、議案第１５号につきましては先ほど申し上げました

とおり各常任委員会に分割付託しておりますので、３常任委員長の報告終了後に討論および採

決を行います。 
 それでは、議案第１４号を議題といたします。 
 お諮りします。 
 本案については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
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 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。 
 お諮りします。 
 本案についての委員長報告は、可決です。 
 本案は、委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第１４号は原案のとおり可決されました。 
 次に、議案第１６号から議案第１８号までを一括議題といたします。 
 お諮りします。 
 本３案件については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 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。 
 お諮りします。 
 本３案件についての委員長報告は、可決です。 
 本３案件は委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第１６号から議案第１８号までは原案のとおり可決されました。 
 次に議案第１９号を議題といたします。 
 討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結します。 
 議案第１９号の採決を行います。 
 本案に対する委員長報告は、可決です。 
 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 多 数 ） 
 起立多数。 
 よって、議案第１９号は原案のとおり可決されました。 
 次に議案第４５号および議案第４８号から議案第５３号までを一括議題といたします。 
 お諮りします。 
 本７案件については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 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。 
 お諮りします。 
 本７案件についての委員長報告は、可決であります。 
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 本７案件は委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第４５号および議案第４８号から議案第５３号までは原案のとおり可決されま

した。 
 次に議案第５４号を議題といたします。 
 討論を行います。 
 反対討論を許します。 
 １８番、渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 
 議案第５４号 公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市境川総合会館・笛吹市境

川スポーツセンター）について反対の討論を行います。 
 私どもは従来より社会教育活動と、そしてその社会教育活動のための公民館やあるいは図書

館等の施設の管理運営、これは不可分であるという考え方を持っております。そしてその考え

に基づいて、今回についてもやはり社会教育活動を発展させる立場からみますと、極めて安易

なこの指定管理者への指定ということになるという考えでございます。それで反対いたします。 
 さらに指定管理者制度については当初、財界等からは数兆円市場になるという話もございま

して、また行政側から民間の活力も導入してコスト削減等、それからそのノウハウを利用して

というお話がありましたが、逆にさまざまな問題も生じております。この笛吹市における指定

管理者で導入したものについても、市民からもいろいろな不満や意見が出ているのは皆さんご

存じのとおりだと思います。 
 基本的な問題として、指定管理者制度を導入しても結局、指定管理者の上にさらに行政はこ

れをチェックしなければならない、こういうことになるわけでございます。さらに指定管理に

指定されたものにとっても、この資産を獲得するようなもの、投資に関わるもの、こういうも

のは自由にはできないということで、戦略的な運営ができないと。誠に難しい制度ということ

になっております。こういうことで、指定管理者制度全般についてもすでに見直す時期にきて

いるというふうに考えております。そうした点で、この議案第５４号に反対するとともに指定

管理者制度全般を見直していく時期になっている、このことを指摘しまして反対討論といたし

ます。 
 以上でございます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 続いて、賛成討論を許します。 
 （ な し ） 
 討論を終結します。 
 議案第５４号の採決を行います。 
 本案に対する委員長報告は、可決であります。 
 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 多 数 ） 
 起立多数。 
 よって、議案第５４号は原案のとおり可決されました。 
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 次に、議案第５５号を議題といたします。 
 お諮りします。 
 本案については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 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。 
 お諮りします。 
 本案についての委員長報告は、可決であります。 
 本案は、委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第５５号は原案のとおり可決されました。 
 続いて建設経済常任委員会に付託しております案件について、建設経済常任委員長から審査

の結果について報告を求めます。 

 建設経済常任委員会委員長、海野利比古君。 

〇建設経済常任委員長（海野利比古君） 

 それでは議長より報告を求められましたので、委員長報告をさせていただきます。 
 去る２月２２日の本会議において、本委員会に付託されました一般会計・特別会計・企業会

計補正予算の議案審査および条例の制定・一部改正、ならびに市道の廃止・認定についての議

案審査を３月４日・５日の両日に全委員出席のもと、関係当局の出席を求め開会し審査いたし

ました。 
 審査にあたり、いくつかの質疑・意見等がありましたので主なものを報告いたします。 
 産業観光部所管では、芦川支所に関わる芦川ブランド化推進事業の１９節負担金補助及び交

付金の減額について内容を求めたところ、芦川地区農林業振興特別対策事業費補助金の中の土

作り対策事業のうち、ホウレン草の連作障害対策のための補助金申請者が予定より少なかった

ためであり、薬剤購入費の３分の１以内を補助するものでＪＡ笛吹芦川支所を窓口としている

との説明がありました。 
 農林振興課に関わる各種団体補助事業のうち、境川町青年農業者会議活動補助金の減額の内

容については、組織の解散によるものとの説明がありました。 
 またバイオマスセンター建設事業費では事業が一時凍結のため減額が多くなっている中で、

委託料の支出が多いがその内容はとの問いに、コンサルタントのアドバイザリー契約と都市計

画法手続きに関する委託契約であるとの説明がありました。 
 観光商工課の観光イベント事業の大幅な減額は、中国研修生受入事業が行われなかったため

のものであり、翌年度も実施されない見込みであるとの説明がありました。 
 また、ふるさと大使事業については観光商工課において予算計上するのであれば、もう少し

観光大使的なものを考える必要があるのではとの問いに対し、今後検討するとの回答がありま

した。 
 建設部所管では、まちづくり整備課に関わる景観条例制定について条例を制定することによ

り県との連携・市民への周知・本市サイン計画との整合性等、部局横断的な組織体制が必要で

はないかとの意見とともに、地域主権改革一括法に伴ういくつかの条例の制定についても条例
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を制定することにより、実態とは乖離した部分が多くなると思われるので、少しでも条例に見

合った現状となるよう要望するとの意見が出されました。 
 次に公営企業部所管では、公共下水道特別会計の総務事務費の公営企業会計移行に向けた調

査委託費の減額に伴い、公営企業会計に移行するのかとの質問に国の指導と経営の透明性を図

る目的で、移行に向けた調査をしているとの回答がありました。併せて移行することにより、

施設等が企業会計の資産となるとともに、しっかり経営状況が分かる運営となるとの説明があ

りました。 
 また、農業集落排水特別会計の施設維持管理費の事業中止による減額のうち工事費に対する

設計委託料の割合が高いことについて説明を求めたところ、事業予定個所が自然流下方式では

なく、特殊な真空ポンプ方式を採用していることから多額になっているとの説明がありました。 
 以上、本委員会に付託を受けました案件にかかる主な質疑・意見等の報告を終わります。 
 それでは、審査結果については次のとおりです。 
 議案第１号 「笛吹市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」、

審査結果は賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定しました。 
 議案第２号 「笛吹市道の構造基準等を定める条例の制定について」、審査結果は賛成全員

で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第３号 「笛吹市移動円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例の制

定について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第４号 「笛吹市景観条例の制定について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきもの

と決定。 
 議案第５号 「笛吹市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定め

る条例の制定について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第６号 「笛吹市水道法施行条例の制定について」、賛成全員で原案のとおり可決すべ

きものと決定。 
 議案第１１号 「笛吹市若者定住促進市単住宅条例の一部改正について」、賛成全員で原案

のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第１１号 「笛吹市道路法施行条例及び笛吹市公共物管理条例の一部改正について」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第１２号 「笛吹市都市公園条例の一部改正について」、賛成全員で原案のとおり可決

すべきものと決定。 
 議案第１３号 「笛吹市下水道条例の一部改正について」、賛成全員で原案のとおり可決す

べきものと決定。 
 議案第１５号 「平成２４年度笛吹市一般会計補正予算（第８号）のうち、建設経済常任委

員会担当項目について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第２０号 「平成２４年度笛吹市公共下水道特別会計補正予算（第４号）について」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第２１号 「平成２４年度笛吹市農業集落排水特別会計補正予算（第２号）について」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第２２号 「平成２４年度笛吹市黒駒山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計補正予

算（第３号）について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
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 議案第２４号 「平成２４年度笛吹市水道事業会計補正予算（第４号）について」、賛成全

員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第２５号 「平成２４年度笛吹市営春日居地区温泉給湯事業会計補正予算（第４号）に

ついて」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第４６号 「市道廃止について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第４７号 「市道認定について」、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 
 以上をもちまして、委員長報告といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 ここで、暫時休憩をとります。 

休憩  午後 ２時５８分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ３時１１分 
〇議長（前島敏彦君） 

 再開いたします。 
 先ほどの委員長報告の中で訂正がございます。 
 海野委員長。 

〇建設経済常任委員長（海野利比古君） 

 それでは、大変申し訳ございません。 
 発言の訂正をさせていただきまして、もう一度。 
 議案第２２号 「平成２４年度笛吹市簡易水道特別会計補正予算（第３号）について」、賛

成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第２３号 「平成２４年度笛吹市黒駒山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計補正予

算（第３号）について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 以上、２つの議案の訂正をさせていただきます。よろしくお願いします。 
 もう１つ、１ページ前へ戻っていただきまして議案第１０号を議案第１１号と読み違えたよ

うでございますので、その発言も訂正させていただいてお詫び申し上げます。 
 以上、発言の訂正をよろしくお願いします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 建設経済常任委員長の報告が終わりました。 

 これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありますか。 

 （ な し ） 

 質疑を終結いたします。 

 これより討論および採決を行いますが、議案第１５号につきましては先ほど申し上げました

とおりであります。 
 それでは、議案第１号から議案第６号までおよび議案第１０号から議案第１３号までを一括

議題といたします。 
 お諮りします。 
 本１０案件は討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ございませんか。 
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 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本１０案件についての委員長報告は、可決であります。 
 本１０案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第１号から議案第６号までおよび議案第１０号から議案第１３号までは原案の

とおり可決されました。 
 次に、議案第２０号から議案第２５号までを一括議題といたします。 
 お諮りします。 
 本６案件については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 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。 
 お諮りします。 
 本６案件についての委員長報告は、可決であります。 
 本６案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第２０号から議案第２５号までは原案のとおり可決されました。 
 次に、議案第４６号および議案第４７号を一括議題といたします。 
 お諮りします。 
 本２案件については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 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。 
 お諮りします。 
 本２案件についての委員長報告は、可決であります。 
 本２案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第４６号および議案第４７号は原案のとおり可決されました。 
 以上で、各常任委員会に付託いたしました議案の採決が終了いたしました。 
 これより、各常任委員会に分割付託いたしました議案第１５号を議題といたします。 
 お諮りします。 
 本案については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
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 お諮りします。 
 本案についての各委員長報告は、可決であります。 
 本案は、各委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第１５号は原案のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（前島敏彦君） 
   次に日程第３７ 請願第１号を議題といたします。 

 請願第１号は、本定例会初日に建設経済常任委員会に付託いたしました。 
 審査の結果について、建設経済常任委員長から報告を求めます。 
 建設経済常任委員会委員長、海野利比古君。 

〇建設経済常任委員長（海野利比古君） 

 ただいま請願の審査結果について、議長より報告を求められましたので建設経済常任委員会

に付託されました請願１件について３月５日に審査いたしましたので、その結果についてご報

告いたします。 
 請願第１号 渋川排水機の更新事業の実現を求める請願については、賛成全員で採択すべき

ものと決定いたしました。 
 以上をもちまして、請願審査の報告といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 これより、委員長報告に対する質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑を終結します。 
 請願第１号の討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結します。 
 請願第１号の採決を行います。 
 この請願に対する委員長の報告は、採択であります。 
 本件は、これを採択することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 全 員 ） 
 起立全員。 
 よって、請願第１号は委員長報告のとおり採択することに決しました。 
 ここで、暫時休憩いたします。 
 再開を３時３５分といたします。 

休憩  午後 ３時１８分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ３時３５分 
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〇議長（前島敏彦君） 
 再開します。 
 ただいま、市長より補正予算案１件が提出されました。 
 お諮りします。 
 これを日程に追加し、直ちに議題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。 
 よって、お手元に配布の議事日程のとおり日程を追加いたします。 
 これより日程第３８ 議案第５６号を議題といたします。 
 提出議案に対する要旨説明を求めます。 
 市長、倉嶋清次君。 

〇市長（倉嶋清次君） 
 本日、追加提案させていただきますのは補正予算１件であります。 
 その概略をご説明申し上げます。 
 議案第５６号 平成２４年度笛吹市一般会計補正予算（第９号）についてであります。 
 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５００万円を追加し、その総額を３３９億９，４００万

円とするものであります。このほかに繰越明許費の追加、地方債の変更もお願いいたします。 
 歳出の概要ですが４款衛生費、２項環境衛生費を１００万円追加するもので、これは職員人

件費であります。 
 次に６款農林水産業費、１項農業費については財源更正であります。 
 １０款教育費、３項中学校費を４００万円追加するもので、これは春日居中学校校舎増築改

修のためのものであります。 
 繰越明許費はサイン計画策定事業７００万円、春日居中学校校舎増築改修事業４００万円の

追加であります。 
 地方債の補正ですが、合併特例債と補正予算債合わせて３４０万円の追加であります。 
 以上で、議案の概要説明を終わります。よろしくご審議をお願いいたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 市長の説明が終わりました。 
 これより、議案第５６号の質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑を終結します。 
 お諮りします。 
 議案第５６号は、会議規則第３６条第３項の規定により委員会付託を省略したいと思います。 
 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。 
 よって、議案第５６号は委員会への付託を省略することに決定しました。 
 これより、議案第５６号の討論を行います。 
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 討論はありますか。 
 （ な し ） 
 討論を終結します。 
 議案第５６号の採決を行います。 
 本案は、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 全 員 ） 
 起立全員。 
 よって、議案第５６号は原案のとおり可決されました。 
 以上で、本日の議事はすべて終了いたしました。 
 お諮りします。 
 １１日から１８日までは、議案調査のため休会といたしたいと思います。 
 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。 
 よって、１１日から１８日までは休会とすることに決しました。 
 次の本会議は１９日、午後２時３０分から再開いたします。 
 本日は、これにて散会といたします。 
 大変、ご苦労さまでした。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

散会  午後 ３時４２分 
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１．議 事 日 程（第５号） 
平成２５年３月１９日 
午後 ２時３０分開議 
於 議 場 

 
 

日程第 １ 議案第２６号 平成２５年度笛吹市一般会計予算について 
日程第 ２ 議案第２７号 平成２５年度笛吹市国民健康保険特別会計予算について 
日程第 ３ 議案第２８号 平成２５年度笛吹市介護保険特別会計予算について 
日程第 ４ 議案第２９号 平成２５年度笛吹市介護サービス特別会計予算について 
日程第 ５ 議案第３０号 平成２５年度笛吹市後期高齢者医療特別会計予算について 
日程第 ６ 議案第３１号 平成２５年度笛吹市公共下水道特別会計予算について 

日程第 ７ 議案第３２号 平成２５年度笛吹市農業集落排水特別会計予算について 

日程第 ８ 議案第３３号 平成２５年度笛吹市簡易水道特別会計予算について 

日程第 ９ 議案第３４号 平成２５年度笛吹市黒駒山恩賜県有財産保護財産区管理会特

別会計予算について 

日程第１０ 議案第３５号 平成２５年度笛吹市大積寺山恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計予算について 

日程第１１ 議案第３６号 平成２５年度笛吹市稲山恩賜県有財産保護財産区管理会特別

会計予算について 

日程第１２ 議案第３７号 平成２５年度笛吹市牛ヶ額恩賜県有財産保護財産区管理会特

別会計予算について 

日程第１３ 議案第３８号 平成２５年度笛吹市大口山恩賜県有財産保護財産区管理会特

別会計予算について 

日程第１４ 議案第３９号 平成２５年度笛吹市崩山恩賜県有財産保護財産区管理会特別

会計予算について 

日程第１５ 議案第４０号 平成２５年度笛吹市名所山恩賜県有財産保護財産区管理会特

別会計予算について 

日程第１６ 議案第４１号 平成２５年度笛吹市春日山恩賜県有財産保護財産区管理会特

別会計予算について 
日程第１７ 議案第４２号 平成２５年度笛吹市兜山外五山恩賜県有財産保護財産区管理

会特別会計予算について 
日程第１８ 議案第４３号 平成２５年度笛吹市水道事業会計予算について 
日程第１９ 議案第４４号 平成２５年度笛吹市営春日居地区温泉給湯事業会計予算につ

いて 
日程第２０ 議案第５７号 平成２４年度笛吹市一般会計補正予算（第１０号）について 
日程第２１ 議案第５８号 変更契約の締結について 
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日程第２２ 議案第５９号 人権擁護委員の候補者の推薦について 
日程第２３ 同意第１号 固定資産評価委員の選任について 
日程第２４ 同意第２号 黒駒山恩賜県有財産保護財産区管理会委員の選任について 
日程第２５ 閉会中の継続審査について 

 
 

２．出席議員は次のとおりである。（２１名） 
 
 １番 神 澤 敏 美 ２番 神 宮 司 正 人 
 ３番 荻 野 謙 一 ４番 古 屋 始 芳 
 ５番 岩 沢 正 敏 ６番 梶 原  清 
 ７番 保 坂 利 定 ８番 中 村 正 彦 
 ９番 海 野 利 比 古 １０番 野 澤 今 朝 幸 
 １１番 北 嶋 恒 男 １２番 志 村 直 毅 
 １３番 中 川 秀 哉 １４番 川 村 惠 子 
 １５番 渡 邉 清 美 １６番 亀 山 和 子 
 １７番 上 野   稔 １８番 渡 辺 正 秀 
 １９番 大 久 保 俊 雄 ２０番 小 林  始 
 ２１番 前 島 敏 彦 
 
 

３．欠席議員 
 

 （ な し ） 
 
 

４．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名（１８名） 
 
 市 長 倉 嶋 清 次 副 市 長 久 保 田 克 己 
 教 育 長 坂 本 誠 二 郎 総 務 部 長 山 下 真 弥 
 経営政策部長 風 間 和 仁 会 計 管 理 者 芦 澤  栄 
 市民環境部長 河 野  修 保健福祉部長 荻 原 明 人 
 福祉事務所長 鶴 田 一 二 美 産業観光部長 豊 角 英 人 
 建 設 部 長 斉 藤  寿 公営企業部長 松 岡 利 明 
 教 育 部 長 仲 澤 和 朗 総 務 課 長 雨 宮 寿 男 
 財 政 課 長 成 島 敦 志 消 防 長 中 込 富 美 雄 
 教 育 委 員 長 早 川 公 仁 農業委員会会長 赤 岡 勝 廣 
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 ５．職務のため議場に出席した者の職氏名（３名） 
 
 議会事務局長   鈴 木 幸 弘 
 議 会 書 記   霜 村 和 也 
 議 会 書 記   矢 野  洋 
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再開  午後 ２時３３分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（前島敏彦君） 

 ただいまの出席議員は２１名であります。 
 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 
 本日、撮影の申請があり、これを許可しましたので報告いたします。 
 議事について可否を表明し、または騒ぎ立てることは禁止されておりますので静粛に願いま

す。 
 携帯電話の電源は切るか、マナーモードに設定をお願いいたします。 
 なお、議長の命令に従わないときは、地方自治法の規定により退場を命じますので、念のた

め申し添えます。 
 直ちに、日程に入ります。 
 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布しましたとおりであります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（前島敏彦君） 
   日程第１ 議案第２６号から日程第１９ 議案第４４号までを一括議題といたします。 

 本案については今定例会初日に上程され、各常任委員会に審査を付託してありますので、そ

れぞれの常任委員長から審査の結果について報告を求めます。 
 はじめに総務常任委員会に付託しております案件について、総務常任委員会委員長から審査

結果の報告を求めます。 
 総務常任委員会委員長、志村直毅君。 

〇総務常任委員長（志村直毅君） 
 それでは、議長より総務常任委員会にかかる審査結果の報告を求められましたので報告いた

します。 
 本委員会に付託されました議案のうち平成２５年度一般会計当初予算案について、３月１１日、

１２日および１５日の３日間の日程で委員会を開会し、委員出席のもと関係当局の出席を求め

審査いたしました。 
 審査にあたり何点か質疑・意見等がありましたので、主なものを報告いたします。 
 まず総務部所管では、税務総務事務において補助金支出の根拠や提出される実績報告書の評

価はどうなっているかとの質問に対し、笛吹市団体に対する補助金等の適正化に関する規則に

基づき一定の基準で補助している。毎年の報告状況を精査しながら、補助金の必要の有無も含

め、適正な支出となるよう十分検討していきたいとの説明がありました。 
 また、市民税と固定資産税の当初予算額は前年度に比べ減となっているがとの質問に対し、

今年度の実績として２月末日までに市民税は現年分・滞納繰越分ともにほぼ昨年並み、固定資

産税の滞納繰越分は昨年を上回る収税結果となっているが、市内経済の疲弊による法人市民税

収の減少と償却資産の目減りによる固定資産税収の落ち込み等を見込んでいるとの説明があり

ました。 
 また防災訓練の回数を増やし、地域に応じた災害想定をする必要があるのではないかとの質

問に対し、地震災害に備えた防災訓練のほかに土砂災害に対する訓練は危険地域で順次進めて

おり、新年度は境川大窪地区の予定である。地域や行政区ごとの訓練は、地域の実情により対
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応が必要と考えており、要望があれば支援を行うとともに地域の取り組みを紹介することで地

域に応じた訓練を促していきたいとの説明がありました。 
 次に経営政策部所管については、今回の国の補正予算による市財政への影響はとの質問に対

し、今回の国の補正では地方負担額を抑えるために元気交付金や合併特例債より有利な補正予

算債が活用できるため、市の財政にはメリットがあると考えているとの説明がありました。 
 また、当初予算の説明では全体的な特徴や方針、考え方の説明を願いたい。またマニフェス

トを廃止したが、事業スケジュールや財源内訳、目標設定などを示した説明資料は必要であり、

概要説明と併せて提出してほしい等の意見があり、資料の出し方も含め前向きに検討したいと

の説明がありました。 
 またデマンドタクシーについて、費用対効果の検証はとの質問に対し、費用回収率としては

御坂ルート１２．１％、富士見ルート６．９％で費用対効果はまだ低いが、利便性向上に向け

て要望に応じた増便やバス停設置など改善を図っており、今後も広報に努め検証しながら取り

組んでいきたいとの説明がありました。 
 次に消防本部所管については新年度の職員数、充足率はどうなっているかとの質問に対し、

８３名の現員に対し３月末で４名退職し、４月からは６名の採用で８５名となる予定。国の消

防力の整備指針においては充足率５１％と県内平均よりも低い状況で、人口に応じた数字のた

め一概に比較できないが非常にきつい状況であり、東山梨・富士河口湖の両消防本部と応援協

定を結んでいるとの説明がありました。 
 次に市民環境部所管については、戸籍住民基本台帳関係で全体的に委託料が増加しているが

との質問に対し、住民基本台帳ネットワークの５年ごとのシステム機器更新に伴う委託、昨年

の住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行による外国人住民の住基ネットへの対応、南館

での戸籍事務開始のためシステム移設の委託費用のほか、新規事業である大規模地震等での戸

籍情報損壊に備え、遠隔地でのデータ管理を行う戸籍副本データ管理システムの構築費用など

であるとの説明がありました。 
 また交通安全協会支部補助金について、合併したことから考え方として安協組織一本での交

付も検討してはどうかとの質問に対しては、合併後補助金額については一度検討しているが、

そのような検討まではしていない。支部の活動があって本会という実態もあるので、安協役員

の方々とも検討したいとの説明がありました。また各支所にも委員会への出席を求め、支所費

についての審査を行いました。 
 以上、総務常任委員会で審査されました主な内容について報告いたしました。 
 それでは、審査結果を申し上げます。 
 議案第２６号 「平成２５年度笛吹市一般会計予算のうち、総務常任委員会担当項目につい

て」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 以上、委員長報告といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 以上で、総務常任委員長の報告は終わりました。 

 これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありますか。 

 （ な し ） 

 質疑を終結します。 
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 この際、申し上げます。 

 日程第１ 議案第２６号 「平成２５年度笛吹市一般会計予算」につきましては各常任委員

会に分割付託しておりますので、３常任委員長の報告終了後に討論および採決を行います。 
 続いて教育厚生常任委員会に付託しております案件について、教育厚生常任委員長から審査

結果の報告を求めます。 
 教育厚生常任委員会委員長、北嶋恒男君。 

〇教育厚生常任委員長（北嶋恒男君） 
 それではただいま、議長より報告を求められましたので委員長報告をさせていただきます。 

 本委員会に付託されました、平成２５年度一般会計および特別会計における当初予算につい

ての議案審査を３月１１日、１２日、１５日の３日間にわたって全委員出席のもと関係当局の

出席を求め開会し、審査いたしました。 

 審査の過程において出ました、主な質疑等についてご報告いたします。 

 保健福祉部所管では、高齢者福祉事業の中で高齢者社会活動支援事業のシニアボランティア

養成講座の内容について説明を求めたところ、市社会福祉協議会へ委託している事業であり、

シニアボランティア養成講座を実施して会員を募っている。６５歳以上が対象で現在７０名か

ら８０名が登録済みであるとのこと。レクリエーションの手伝い、食事の配膳、外出の補助な

ど事業所から要請を受け行っているとの説明がありました。 

 救急医療事業の中で、笛吹市の休日夜間急患診療体制はどのようになっているのか。また、

先般の県外病院で救急搬送のたらい回しがあったが、本市での実態はどうかとの質問があり、

笛吹市では３病院が輪番制で対応している。東山梨地区の山梨市・甲州市では５病院で輪番制

をとっており、峡東３市では峡東医療圏としてお互いに連携し合って対応できる体制ができて

いるとの説明がありました。 

 次に芦川へき地保育所の１人保育については、さまざまな意見がありました。１人の保育に

１千万円もかけるのは異常ではないか。保育士２人と子ども１人で何を保育していくのか。１人

保育は本人にも親のためにもよいことではないのではないか。県内の他市では６０人定員が２０数

人になってしまい、休園・廃園または統廃合でいく話もある。今後、２人や３人でも同じでは

ないのか。花鳥保育所など他所に送迎すべきで考え直す必要があるのではないか。また同席し

ていた倉嶋市長の見解もお聞きしたいとの質問や意見に対し、当局側の答弁は以下の内容のも

のでありました。 

 市としては、芦川へき地保育所の入所児童が１人になってしまうことは昨年の段階で分かっ

ており、今後考えていかなければならない課題であると認識していた。その上でスクールバス

で八代花鳥保育所に送迎する案、または保育所経費削減のため芦川小学校の空き教室を利用す

るかなど検討してきた。また一方、合併前から行っている芦川地域の定住促進策や過疎化対策

による地域活性化にも取り組んできた経緯があるので、集団生活が体験できないことや経費の

問題等課題もあるが、地元からの存続要望や、芦川が住みやすいとして定住を決意した家庭の

保育ニーズにも応えるなど総合的に判断し、平成２５年度芦川へき地保育所の運営をしていく

ことを決定した。 

 将来的な保育計画は、新年度から子ども子育て支援事業計画の策定に取りかかっていく。そ

の中で保育ニーズ調査を行い、市民の声を聞き子ども子育て会議を設置し、将来的な保育のあ

り方の方向性を示していく。市の総合計画や児童福祉法の観点からも、費用面だけで可否の決
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定するのは難しい。この６月には年長者が１人、２６年度はさらに１人が入所する見込みであ

り、当面４月からは予定どおり進めながら今後の方向性を検討していきたいとの説明がありま

した。 

 また委員会に同席していた倉嶋市長から費用対効果等々考える中でいろんなご意見があり、

この状態が必ずしもベストとは考えていない。しかし、芦川地域は広い観点からの地域づくり

が重要であり、今までも定住促進対策をいろいろ行ってきた。行き届いた保育環境もあること

を広くＰＲしていき若者の定住促進や地域の活性化につなげていきたいとの説明がありました。 

 市民環境部所管では、犬の狂犬病予防注射について昨年の境川町での狂犬による事件を重い

教訓にして、狂犬病予防注射の徹底について行政指導はどの程度されているのかとの質問に対

し、現在、市内で約４,７００頭が予防接種を受けているが、まだ約１,２００頭は受けていな

い状況である。毎年４月から６月に集団予防接種を行い、その後、予防接種をされていない場

合は年２回個別に督促して、動物病院での接種を促している。先生による訪問注射なども行っ

ている。また広報等での啓発活動を行い、促しているとの説明がありました。 

 境川ごみ処理施設の平成２９年度からの供用開始が決まったことに関し、実際に運搬が始ま

れば毎日市内を往来するので２トン車では台数が増え、公害や混雑が心配になる。台数を減ら

すため大型車の輸送は考えないのかとの質問・意見に対しては、１つの方法として収集運搬車

は徐々に電気自動車などに切り替えたり、運搬ルートは決まった大きい幹線道路を使用するよ

うにして一般市民への迷惑を極力減らすよう工夫していくと思う。また、いくつかのルートを

使い平均化していくように組合側と協議していくとの説明がありました。 

 教育委員会所管では、学校教育関係では学力向上パイロットスクール事業で石和中学校が指

定校となり、いろいろの事業を実践し効果はあったのか。また、教師と生徒たちの意識に何か

変化があったのかとの質問には、学力の向上と同時にいろいろな行動に自発性が養われたり、

自主的に生徒集会なども行ったり、普段の生徒会活動も活発になった。教師の意識改革にもつ

ながり、教師力のアップにつながったと説明がありました。また、来年度は富士見小学校が対

象校になるとの説明がありました。 

 生涯学習課関係では、国民文化祭事業への取り組みについての意気込みについての質問に対

し、日本最大級の文化の祭典として年間を通し県下で開催しており、すでにスタートを切って

いる。また、臨時職員を１名増員し対応していく。市内での開催は８月の石和鵜飼いをはじめ、

１０月の甲斐国分寺などの文化財巡り、釈迦堂遺跡博物館での縄文展、現代詩の祭典、１１月

の俳句大会など５種目である。地元はもとより県民の皆さまに、心に潤いを持って文化の祭典

に関心を持つよう幅広く啓発活動を行っていくとの説明がありました。 

 また来年８月に開催される全国高等学校総合体育大会、いわゆるインターハイの自転車競技

が本市境川競輪場を拠点にして開催されることへの対応について進捗状況の説明を求めたのに

対し、笛吹市ではトラック競技とロードレースを開催するが、ロードレースでは市内１２.６キ

ロメートルコースを９周まわるコースで競技が行われる。２５年度に入れば県の高体連より専

従の職員が配置され、競技内容とともに笛吹市の実行委員会の設立等、準備を進めていくとの

説明がありました。 

 最後に先に発覚しました文化財事業における遺跡発掘調査国庫補助金の不適切な事務処理に

ついて、文化庁からの２５年度国庫補助事業予算において他の国庫補助事業へのペナルティー

はどの程度あるのかとの質問に対し、国分寺史跡の買い上げは一時中断し、整備基本計画の策
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定に軸足を置いた施策を進めていく。国分寺の用地取得はすでに７０％を終えているので今後

も計画に従って国の補助事業として進めていく予定である。他の遺跡発掘調査や慈眼寺の指定

文化財修理事業などについては、計画のとおり国庫補助事業として進めていくとの説明があり

ました。 

 それでは、審査結果については次のとおりです。 

 議案第２６号 「平成２５年度笛吹市一般会計予算のうち、教育厚生常任委員会担当項目に

ついて」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第２７号 「平成２５年度笛吹市国民健康保険特別会計予算について」、賛成全員で原

案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第２８号 「平成２５年度笛吹市介護保険特別会計予算について」、賛成全員で原案の

とおり可決すべきものと決定。 

 議案第２９号 「平成２５年度笛吹市介護サービス特別会計予算について」、賛成全員で原

案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第３０号 「平成２５年度笛吹市後期高齢者医療特別会計予算について」、賛成全員で

原案のとおり可決すべきものと決定。 

 以上をもちまして、委員長報告といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 以上で、教育厚生常任委員長の報告は終わりました。 

 これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 （ な し ） 

 質疑を終結します。 

 これより討論および採決を行いますが、議案第２６号につきましては各常任委員会に分割付

託しておりますので、３常任委員長の報告終了後に討論および採決を行います。 
 それでは議案第２７号を議題といたし、討論を許します。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結します。 
 これより、議案第２７号の採決を行います。 
 本案に対する委員長報告は、可決であります。 
 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 多 数 ） 
 起立多数。 
 よって、議案第２７号は原案のとおり可決されました。 
 次に議案第２８号を議題とし、討論を許します。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結します。 
 これより、議案第２８号の採決を行います。 
 本案に対する委員長報告は、可決であります。 
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 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 多 数 ） 
 起立多数。 
 よって、議案第２８号は原案のとおり可決されました。 
 次に議案第２９号を議題とし、討論を許します。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結します。 
 これより、議案第２９号の採決を行います。 
 本案に対する委員長報告は、可決であります。 
 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 全 員 ） 
 起立全員。 
 よって、議案第２９号は原案のとおり可決されました。 
 次に議案第３０号を議題とし、討論を許します。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結します。 
 これより、議案第３０号の採決を行います。 
 本案に対する委員長報告は、可決であります。 
 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 多 数 ） 
 起立多数。 
 よって、議案第３０号は原案のとおり可決されました。 
 続いて建設経済常任委員会に付託してあります案件について、建設経済常任委員長から審査

の結果について報告を求めます。 

 建設経済常任委員会委員長、海野利比古君。 

〇建設経済常任委員長（海野利比古君） 

 それでは議長より報告を求められましたので、委員長報告をさせていただきます。 
 去る２月２２日の本会議初日に、本委員会に付託されました平成２５年度一般会計・特別会

計ならびに企業会計当初予算案の審査を３月１１日・１２日および１５日の３日間にわたり、

全委員出席のもと関係当局の出席を求め審査を行いました。 
 審査の過程においていくつかの質疑・意見等がありましたが、その主なものを報告いたしま

す。 
 まず産業観光部所管では、芦川支所に関わる過疎対策事業のうち上芦川地域原風景復活保存

事業の藤原邸施設管理体制についての内容を求めたところ、現在は５人で週２日間の管理をし

ているが２６年度の指定管理に向けて、２５年度は年間を通しての管理を考えているとの説明

がありました。また藤原邸以外にも茅葺古民家改修を考えているのかとの問いに、現在計画は

ないが将来的には関係機関との協議を踏まえ、芦川全地域を考えていきたいとの回答がありま

した。 
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 農業委員会事務局関係では農業者年金加入者数について説明を求め、平成１３年度までの旧

法によるものが９７９人、平成１４年度からの新法によるものが５５人との回答がありました。 
 農林振興課関係では、各種団体補助事業の農業生産法人化助成金９０万円の内容について説

明を求めたところ、市の単独事業であり例年２、３団体への助成実績があるため、今年度につ

いても同様に３団体予定しており、本社が市内にあり滞納をしていない等の制約があるとの説

明がされました。併せて多くの団体へ補助しているが、内容を精査しているのかとの質問には

監査でも指摘されているため、運営費に対してではなく事業に対しての補助を行っているとの

答えがありました。 
 また、国からの１００%補助である青年就農給付金交付事業や新規就農者支援事業について

は、桃・ブドウ日本一を標榜する本市にとっては、補助基準のハードルを低くして就農者を増

やす必要があるのではないかとの質問に、今後の検討課題であるとの回答がありました。 
 農林土木課関係では、土地改良事業費の田園マスタープラン作成業務委託についての内容を

求めたところ、県営土地改良事業を行うのに必要なもので、合併前の旧町村単位では作成済み

であり、それを使用してきたが、県の指導によりここで市としてのプランを作成するものであ

り、今まで特に不利益はなかったとの説明がなされました。 
 観光商工課関係では、観光関係団体・イベント等への補助金が減額となっているが影響はな

いのかとの問いに、各団体とヒアリングを行い、極力無駄を省く中での減額であり、影響はな

いと考えるとの説明がありました。逆に観光物産連盟では富士山世界文化遺産登録を見据え、

新たに笛吹市の四季・笛吹市からの富士山をテーマとした写真コンテストの開催、またいくつ

かの専門委員会の立ち上げ等により通年型の観光施策を考えており、桃源郷宣言に向けた専門

委員会も立ち上げ、早期の桃源郷宣言を考えているとの説明がありました。 
 建設部所管では、管理総務課に関わる公営住宅維持管理費の工事請負費の内容について説明

を求めたところ、平成元年に建築された定住促進住宅は加入率が約７０％と低く、その要因の

１つが浴室にあるため、社会資本整備総合交付金を充ててユニットバスへの改修工事を行い、

入居促進を図る考えであること。また上平井第１団地ほか３団地については、長寿命化計画に

基づいて屋上改修を行い、それ以外の住宅は修繕費で対応していくとの説明がありました。 
 まちづくり整備課関係では、石和温泉駅整備事業に関わるＪＲとの施行協定が今月中には結

ばれる予定であるが、協定締結後であっても多少の変更は可能との説明を受ける中で、市民の

多くの意見が反映されるよう要望いたしました。 
 土木課関係では、道路維持管理費について地区要望はどのくらい反映されているのかとの質

問に各地区から上がってくるものが年間約３００件あり、５０%弱を緊急に対応している。ま

た昨年実施した合同点検に関わるものうち通学路の歩道整備は国庫補助事業であるため、地権

者の同意が得られたところから順次行っているとの説明がありました。 
 公営企業部所管では簡易水道事業会計の加入率について、簡易水道事業は芦川町だけとなっ

ているが、全戸加入しているのかとの問いに現在３２８件の給水件数となっているので、ほぼ

全戸であると思われるとの答えがありました。また併せて１立方メートル当たり給水原価３１６円

に対して使用料が４７円と非常に安価となっているとの説明がありました。 
 水道事業会計では大型事業は一時凍結という考えの中で、今後の計画について質問したとこ

ろ平成２０年３月に厚生労働省の認可を受けた、水道ビジョンの最終年度が平成３２年度となっ

ており、そのビジョンに沿った事業を進めていくとの回答がありました。 
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 境川浄配水場建設事業、御坂浄配水場建設事業もそれに沿ったものであり、境川については

砂原橋に添架する送水管工事ですべて終了し、総額が約１８億７千万円になること。御坂浄配

水場建設も境川と同様に膜ろ過方式を採用し、事業計画最終年度は平成２８年度との説明があ

りました。 
 また、それらの事業に併せて耐震化を図る必要があるのではないかとの質問には、御坂地域

はある程度地盤が強固なため、厚生労働省基準では予算の過剰投資とみなされるとの説明とと

もに耐震化の前に石綿管の布設替えを行うとの説明がありました。 
 また小水力発電の計画については今後精査し、対応していくとのことです。 
 下水道事業会計では、下水道使用料５億３千万円を計上する上で何％の水洗化率を見込んで

いるのかとの問いに現在の８５．３%を見込んでいる。９０%とした場合は約３千万円の増と

なるとの説明がされました。 
 また現在、下水道工事は地域の推薦があったところから行っているため、加入率が上がらな

いかとの問いには、強制的には接続できないが工事説明会での沿線住民へのお願い、完成後も

個別に接続のお願いをしている。９月の下水道推進デーには街頭キャンペーン等も実施してい

るが、今後も加入促進について検討・努力を重ねるとの説明がありました。 
 以上、本委員会に付託を受けました案件に関わる主な質疑・意見等の報告を終わります。 
 なお議案第２６号 「平成２５年度笛吹市一般会計予算」については、産業観光部に関わる

観光物産連盟のあり方について、社団法人であるのにもかかわらず事務局長に市の職員が就い

ている。また観光物産連盟の代表者が市長であるため、多額の補助金を出す側と受け入れ側が

同一人物となるなどチェック体制に不備があるとの理由により、また建設部に関わる駅舎建設

については９０％以上が市の負担となる中で、ＪＲ主導となるのは理解するが、建設に対して

市民の声が反映していない等の理由により反対討論がありました。 
 また議案第３１号 「平成２５年度笛吹市公共下水道特別会計予算」については、健全化計

画により起債の残高が減少しているなどの点は評価できるが、一般会計からの繰入金が市の特

別会計で一番多い１７億円以上となる中で、工事が終了したにもかかわらず未加入者が多く、

水洗化率が８５．３%に留まっているなどの理由からの反対討論がありました。 
 それでは、審査結果については次のとおりです。 
 議案第２６号 「平成２５年度笛吹市一般会計予算のうち、建設経済常任委員会担当項目に

ついて」、審査結果は賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第３１号 「平成２５年度笛吹市公共下水道特別会計予算について」、賛成多数で原案

のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第３２号 「平成２５年度笛吹市農業集落排水特別会計予算について」、賛成全員で原

案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第３３号 「平成２５年度笛吹市簡易水道特別会計予算について」、賛成全員で原案の

とおり可決すべきものと決定。 
 議案第３４号 「平成２５年度笛吹市黒駒山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計予算に

ついて」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第３５号 「平成２５年度笛吹市大積寺山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計予算

について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第３６号 「平成２５年度笛吹市稲山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計予算につ
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いて」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第３７号 「平成２５年度笛吹市牛ヶ額恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計予算に

ついて」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第３８号 「平成２５年度笛吹市大口山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計予算に

ついて」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第３９号 「平成２５年度笛吹市崩山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計予算につ

いて」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第４０号 「平成２５年度笛吹市名所山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計予算に

ついて」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第４１号 「平成２５年度笛吹市春日山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計予算に

ついて」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第４２号 「平成２５年度笛吹市兜山外五山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計予

算について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第４３号 「平成２５年度笛吹市水道事業会計予算について」、賛成全員で原案のとお

り可決すべきものと決定。 
 議案第４４号 「平成２５年度笛吹市営春日居地区温泉給湯事業会計予算について」、賛成

全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 以上をもちまして、委員長報告といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 建設経済常任委員長の報告が終わりました。 

 これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 （ な し ） 

 質疑を終結します。 

 これより討論および採決を行いますが、議案第２６号につきましては先ほど申し上げたとお

りであります。 
 それでは議案第３１号を議題とし、討論を許します。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結します。 
 これより、議案第３１号の採決を行います。 
 本案に対する委員長報告は、可決であります。 
 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 多 数 ） 
 起立多数。 
 よって、議案第３１号は原案のとおり可決されました。 
 続いて、議案第３２号から議案第４４号までを一括議題といたします。 
 お諮りします。 
 本１３案件は討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思いますが、これにご異議ございませ

んか。 
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 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本１３案件についての委員長報告は、可決であります。 
 本１３案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第３２号から議案第４４号までは原案のとおり可決されました。 
 以上で、各常任委員会に付託いたしました議案の採決が終了いたしました。 
 これより各常任委員会に分割付託いたしました議案第２６号を議題とし、討論を行います。 
 まず、反対討論を許します。 
 １６番、亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 
 議案第２６号 「平成２５年度笛吹市一般会計予算」について反対の立場で討論を行います。 
 ２５年度予算における歳入歳出の総額３４１億３，９００万円は前年度予算と比較して６．

１％もの増額予算となりました。歳入総額に占める市税の割合は年々下がっておりまして、２４年

度２６．８％に対して２５年度の予算では２４．８％にまで落ち込みましたので、交付税や市

債やさまざまな国、県の支出金に頼らざるを得ない予算となっております。 
 しかし増額になった主な要素といいますのは、前市政から引き継いだ大型事業であります砂

原橋架け替えや駅舎等の建設、庁舎の耐震化工事等によるものでありまして、アリーナ建設の

中止やバイオマスセンター一時凍結の決断がなければ３４１億円に留まらず、さらに超大型の

予算になっていたことも想定されるもので、前年度比６．１％増に留めたことに対しては一定

の評価をするというふうに考えております。 
 また、いくつかの点においても評価したいというふうに思います。 
 １つ目として、子どもの医療費窓口補助を中学３年生まで拡大したことであります。これは

市内に住む子育て世代の若い保護者や市内に開業している小児科医や内科医の先生たち、子育

て支援のＮＰＯ法人などが前の市政に対して強く要望し、１万９千筆余りの署名も提出してお

りました。それから２、３年が経過しましたけれども、ようやくここにきて実を結んだものと

受け止めています。 
 ２つ目はロタウイルス、おたふく風邪、水ぼうそうワクチンへの公費助成が実現したことで

あります。 
 これは山梨県でも初めての事業であり、特にロタウイルスワクチンの助成については全国的

にも大変画期的な事業で、子育て世代の若い人からは大変歓迎されています。 
 ３つ目は、石和中学校校舎等改築事業に４億５，９００万円が計上されたことです。給食調

理員さんたちの長い間の念願でありました調理室の新築や、バッテリー方式と呼ばれる北館校

舎の新築など実現の運びとなったことは大変喜ばしいことだと考えております。併せて芦川町

など災害危険地域への防災無線、戸別受信機の支給などが行われることも評価したいと思いま

す。 
 以上のような前進面がある一方で、いくつかの問題点も指摘したいと思います。 
 ２４年度の予算のところでも指摘したところですけども、１つ目は公立保育所の指定管理導
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入の件であります。 
 昨年９月に第５保育所の新築が完成しましたけども、この完成と同時に指定管理制度が導入

されました。春日居東保育所でもそうであったように、税金を使って新築した途端、指定管理

制度の導入が続いております。現在、たしか４つだと思いましたけれども、４つの公立保育所

に指定管理制度を導入されておりますけども、市民からは問題が出されている保育所もあると

いうふうに伺っております。公立保育所への指定管理導入は認められません。 
 ２つ目は臨時職員の多い問題が解決されていないことであります。これも昨年指摘しました。

しかしあえて、働く職員の条件改善を求めて今年も主張したいと思います。保育所の保育士、

学校や保育所の給食調理員、図書館や学校図書室の司書など圧倒的に多くの人が臨時職員とし

て働いており、そのような方は正規職員とほとんど同じ責任と任務を負い仕事をしております。

改善を図るべきではないでしょうか。 
 ３つ目は、駅舎建築をはじめとした石和温泉駅周辺の整備の進め方についてであります。 
 事業そのものについては特に異論を唱えるものでありませんけども、駅舎のデザインをはじ

めとして、あまりにもＪＲ主導型となっていて、市民の目線からはあまりにも不本意に映る進

め方であります。毎朝毎夕、そして毎日使用する市民が最も利用しやすい、デザインにこだわ

らない駅舎や周辺整備になるよう求めたいと思います。 
 ４つ目は、一般社団法人である笛吹市観光物産連盟の組織のあり方であります。 
 連盟には予算では年間およそ７，７００万円の補助金を出すことになっておりますけども、

代表理事は市長で、そこの事務局長も観光課の職員です。自治体とは組織も人格もまったく違

う社団法人の事務局長に市の税金で給料を払っていることや、市長が市長に対して多額の補助

金を払っているという構図になっている予算となっております。このようなことは認められま

せん。速やかに改善を図るべきではないでしょうか。 
 さらに低所得者および貧困世帯が増加していく中で、そうした世帯に対する対策がまだまだ

不十分と考えております。税金滞納者に対する生活実態を顧みない、強制的な取り立ても行わ

れておりますし、市民の最後のよりどころとなる生活保護相談者への対応など改善すべき点が

多々見受けられます。十分な人員配置をして、そして職員の教育を徹底すること。そして適切

な予算執行を求めて反対討論とします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 続いて、賛成討論を許します。 
 （ な し ） 
 ほかに討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結します。 
 これより、議案第２６号の採決を行います。 
 本案に対する各委員長報告は、可決であります。 
 本案は、各委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 多 数 ） 
 起立多数。 
 よって、議案第２６号は原案のとおり可決されました。 
 ここで、暫時休憩いたします。 
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 再開は３時４０分といたします。 
休憩  午後 ３時２２分 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
再開  午後 ３時４０分 

〇議長（前島敏彦君） 
 再開いたします。 
 ただいま、市長より５件の追加案件が提出されました。 
 お諮りします。 
 これを日程に追加し、直ちに議題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。 
 よって、お手元に配布の議事日程のとおり日程を追加いたします。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（前島敏彦君） 
   これより日程第２０ 議案第５７号から日程第２４ 同意第２号までを一括議題とし、提出議案

に対する要旨説明を求めます。 
 市長、倉嶋清次君。 

〇市長（倉嶋清次君） 
 お許しをいただき、今定例会におきまして追加提案させていただきます３議案と２同意案件

につきまして、その概略をご説明申し上げます。 
 まず議案第５７号 「平成２４年度笛吹市一般会計補正予算（第１０号）」についてであり

ます。 
 その内容は繰越明許費の追加で、民生費の保育所施設整備事業７３２万１千円の追加をお願

いするものであります。 
 次に議案第５８号 「変更契約の締結について」であります。 
 砂原橋（下部工工事２工区）請負契約についての変更でありますが、笛吹市議会の議決に付

すべき契約及び財産の取得、または処分の範囲を定める条例第２条の規定により提出するもの

です。 
 変更内容は契約金額を５億９，７４４万５，８００円とし、工期を平成２５年４月３０日ま

でとするものです。 
 次に議案第５９号 「人権擁護委員の候補者の推薦について」であります。 
 芦澤憲一郎氏を推薦いたしたく、人権擁護委員法第６条第３項の規定により議会の意見を求

めるものであります。 
 芦澤氏は笛吹市八代町北にお住まいで、昭和２４年生まれの満６３歳。再任であります。 
 次に同意第１号 「固定資産評価委員の選任について」であります。 
 ３月３１日をもって辞任される角田義一氏の後任として中村春樹氏を選任したいので、地方

税法第４０４条第２項の規定により、議会の同意をお願いするものであります。 
 中村氏は笛吹市八代町北にお住まいで、昭和１６年生まれの満７１歳であります。 
 最後に同意第２号 「黒駒山恩賜県有財産保護財産区管理会委員の選任について」でありま
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す。 
 議案書の委員名簿のとおり７名を選任したいので、黒駒山恩賜県有財産保護財産区管理会条

例第３条の規定により、議会の同意をお願いするものであります。 
 任期につきましては、平成２５年４月１日から４年間であります。 
 以上５件の追加案件ですがご審議の上、ご議決をお願いします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 市長の説明が終わりました。 
 これより、議案第５７号の質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑を終結します。 
 お諮りします。 
 本案は、会議規則第３６条第３項の規定により委員会付託を省略したいと思います。 
 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。 
 よって、議案第５７号は委員会付託を省略することに決定しました。 
 議案第５７号の討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結します。 
 議案第５７号の採決を行います。 
 本案は、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 全 員 ） 
 起立全員。 
 よって、議案第５７号は原案のとおり可決することに決しました。 
 続いて、議案第５８号の質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 １８番、渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 
 この件について、提案理由として工期内容を変更する必要が生じたことによるというふうに

説明されておりますが、この変更の内容について説明をいただきたいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、斉藤建設部長。 
〇建設部長（斉藤寿君） 

 変更の内容でありますけども、平成２３年度から工事のほうに着手しまして２４年の３月に

は終わる見込みで契約のほうを、３月２５日までの契約でしたわけですけども、笛吹川が河川

法の縛りで工事の期間も出水期には工事ができないという中で２３年度の１１月から着手し、

５月の下旬まで第１期ということで工事をしたわけですけども、この工事の内容でＰ２Ｐ３橋

の工事をする中、建設工法がケーソンということで、最深部については約３６メートルほど切
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り下げて行っていく工法でございます。 
 そんな中で、渇水期の５月中をもっても工事が完了できないというような中で、河川管理者

と協議する中、護岸等の出水期の管理、あるいは下部工の一部未着手の部分の管理等々、毎日、

業者による日常の管理をする中、その管理費が増額になったものが約２５０万円、また数量等

の変更でマイナスの１２５万円ほどで、合わせて増額が１２５万円になったということでお願

いをするものであります。 
 以上、簡単ではありますが説明とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 ほかに質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑を終結します。 
 お諮りします。 
 本案は、会議規則第３６条第３項の規定により委員会付託を省略したいと思います。 
 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。 
 よって、議案第５８号は委員会付託を省略することに決定しました。 
 議案第５８号の討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結します。 
 議案第５８号の採決を行います。 
 本案は、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 全 員 ） 
 起立全員。 
 よって、議案第５８号は原案のとおり可決することに決しました。 
 続いて、議案第５９号の質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑を終結します。 
 お諮りします。 
 本案は、会議規則第３６条第３項の規定により委員会付託を省略したいと思います。 
 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。 
 よって、議案第５９号は委員会付託を省略することに決定しました。 
 議案第５９号の討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結します。 



 ２０８ 

 議案第５９号の採決を行います。 
 本案は、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 全 員 ） 
 起立全員。 
 よって、議案第５９号は原案のとおり可決されました。 
 続いて、同意第１号の質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑を終結します。 
 お諮りします。 
 本案は、会議規則第３６条第３項の規定により委員会付託を省略したいと思います。 
 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。 
 よって、同意第１号は委員会付託を省略することに決定しました。 
 同意第１号の討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結します。 
 同意第１号の採決を行います。 
 本案は、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 全 員 ） 
 起立全員。 
 よって、同意第１号は原案のとおり同意することに決しました。 
 なお、ただいま同意されました中村新固定資産評価委員から議場での発言の申し出がありま

したので、これを許可したいと思います。 
 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。 
 中村春樹君の入場を許します。 
 （ 入 場 ） 
 中村春樹君の発言を許します。 

〇新固定資産評価委員（中村春樹君） 
 ただいま、固定資産評価委員の選任に伴う同意をいただきました中村でございます。 
 人格識見、それから器量とも至らない私ではございますけども、議会の皆さま方よりいただ

きました同意を重く受け止めまして、固定資産税の適正な評価に努めてまいりたいと思います。 
 申し上げるまでもなく固定資産税の課税対象となります固定資産につきましては土地、家屋、

償却資産の３つを総称したものでありまして、昭和２５年に公布された地方税であります。こ

の地方税のうちの固定資産税につきましては、一般会計の歳入の中でも最も大きな比率を占め

ております自主財源、いわゆる一般財源でございますので、市長の指揮を受けまして固定資産
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を適正に評価し、かつ市長の行う価格の決定を補助していくことが私に課せられました任務で

ありますので、期待に背かぬよう頑張ってまいりたいと思いますのでよろしくお願いしたいと

思います。 
 末尾になりましたけども、議会議員諸公ならびに執行部の皆さま方の今後の活躍と笛吹市の

さらなるご発展を心よりご祈念申し上げまして、お礼のあいさつに代えさせていただきます。

大変ありがとうございました。 
〇議長（前島敏彦君） 

 中村春樹君の退場を求めます。 
 （ 退 場 ） 
 続いて、同意第２号を議題といたします。 
 ここで地方自治法第１１７条の規定によって、上野稔君の退場を求めます。 
 （ 退 場 ） 
 これから、同意第２号の質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑を終結します。 
 お諮りします。 
 本案は、会議規則第３６条第３項の規定により委員会付託を省略したいと思います。 
 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。 
 よって、同意第２号は委員会付託を省略することに決定しました。 
 同意第２号の討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結します。 
 同意第２号の採決を行います。 
 本案は、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 全 員 ） 
 起立全員。 
 よって、同意第２号は原案のとおり同意することに決しました。 
 上野稔君の入場を求めます。 
 （ 入 場 ） 
 上野稔君に申し上げます。 
 ただいま全員の同意をいただきましたので、ご報告をさせていただきます。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（前島敏彦君） 
   日程第２５ 「閉会中の継続審査について」を議題といたします。 

 各常任委員長、議会運営委員長、リニア対策特別委員長より閉会中の継続審査の件が提出さ

れております。 
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 お諮りします。 
 本件については、お手元に配布のとおり閉会中の継続審査とすることにご異議ございません

か。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、本件については各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査と決しました。 
 以上で、本定例会に付議された案件はすべて終了いたしました。 
 市長より閉会に際し、あいさつの申し出がありますのでこれを許します。 
 市長、倉嶋清次君。 

〇市長（倉嶋清次君） 
 平成２５年第１回定例会の閉会にあたりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 
 本定例会は、２月２２日から本日までの２６日間に及ぶ日程で開催されました。本議会に上

程いたしました提出案件のすべてにつきまして慎重なるご審議をいただき、本日ここに総額

３４１億３，９００万円の平成２５年度一般会計予算が成立いたしました。 
 また本日、追加で提案させていただいた案件につきましてもすべてご承認賜り、厚く御礼申

し上げます。 
 正副議長さまをはじめ議員各位におかれましては本会議、ならびに各委員会を通じ熱心な審

議に努めていただき、感謝を申し上げます。 
 ご議決いただいた予算に基づき公平で公正な視点を欠かすことなく、市民の声が届く開かれ

た市役所の運営を目指し、それぞれの事業を積極果敢に執行してまいる所存であります。 
 先日、山梨県果樹試験場が今年の桃の開花開始予想日を４月２日と発表しました。本市はこ

れから１年で最も美しい季節を迎えます。市内がピンク一色に染め上がる中、４月１日から２１日

までの日程で桃の花まつりが開催され、甲斐・一宮国分寺お花見会場をはじめ、各地域の会場

で趣向を凝らしたイベントが開催されます。 
 ７日の石和温泉夜桜まつりでは温泉街にある２５０本もの桜がライトアップされ、華やかに

彩られる中、芸者衆の演舞や青森から譲り受けたねぶたが温泉街を盛り上げます。 
 １４日には桃の花びらが舞う中、３，７００人のランナーが駆け抜ける笛吹市桃の里マラソ

ン、２１日には１千人の鎧武者が戦国時代さながらに戦を再現する川中島合戦戦国絵巻が例年

どおり開催されます。 
 訪れる観光客の皆さまの足の便をよくするため、今年も石和温泉駅を起点とした桜、桃の花

見バスを運行するとともにタクシー協会のご協力をいただき、石和温泉駅と花まつり会場と格

安な料金で結ぶ桜・桃の花見定額タクシーも運行いたします。 
 なお、本年は４月１０日を笛吹市桃源郷の日と定めるとともに日本一桃源郷宣言を行い、桃

のまち笛吹市を全国にアピールしていきたいと考えております。 
 この春、日本一の桃源郷笛吹市に１人でも多くのお客さまをおもてなしの心と笑顔でお迎え

したいと思います。 
 結びにあたりまして、事業の不適切な執行や職員の不祥事に関しまして市民の皆さまに改め

てお詫び申し上げるとともに新年度を迎えるにあたり市役所職員一同、市民の厳しい視線を真

摯に受け止め、高い倫理意識に立って業務運営に努めます。 
 議員各位のさらなるご協力をお願いし、閉会のごあいさつといたします。ありがとうござい
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ます。 
〇議長（前島敏彦君） 

 以上をもちまして、平成２５年笛吹市議会第１回定例会を閉会いたします。 
 大変ご苦労さまでございました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
閉会  午後 ４時０４分 
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