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開会  午後 １時３０分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小林始君） 

 ただいまの出席議員は２２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２４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。 
 今年の冬は記録的な大雪と寒波に見舞われ、厳しい冬でした。私たちのまわりにも春の訪れ

がそこかしこで見聞きすることができる季節となりました。ふきのとう、福寿草、猫柳など春

間近を感じます。 
 先日２月１４日に日本一早い桃の花見園が石和町で開園いたしました。琴の演奏や野点、ま

た園児の花見等でにぎやかに盛大に開催されました。一足早い春を満喫されることと思います。

翌日には全国版の新聞で３社からも、またテレビ局１社でも日本中に紹介をされました。これ

から始まる笛吹市の桃・ブドウ、観光が多くの人に親しまれることを願うところであります。 
 本日、傍聴と撮影の申請がありました。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。 
 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。 
 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す。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小林始君） 
   日程第１ 「会議録署名議員の指名」を行います。 

 会議規則第７９条の規定により 
 １６番 大久保俊雄君 
 １７番 上野 稔君 
の両名を会議録署名議員に指名いたします。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小林始君） 
   日程第２ 「会期の決定」を議題とします。 

 お諮りします。 
 本定例会の会期は、本日から３月１６日までの２２日間としたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 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１６日までの２２日間と決定いたしました。 
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  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小林始君） 
   日程第３ 「議会関係諸般の報告」を行います。 

 報告事項を申し上げます。 
 ２２番議員 松澤隆一君より欠席届が提出され、これを受理しましたので報告いたします。 
 本日までに受理した請願はございませんでした。 
 次に監査委員から、平成２３年１１月分から平成２４年１月分の月例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、ご了承をお願いいたします。 
 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。 
 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とおりです。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小林始君） 
   日程第４ 市長より施政方針ならびに日程第５ 議案第１号から議案第４５ 議案第４１号まで

の４１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、荻野正直君。 

〇市長（荻野正直君） 
 本日ここに平成２４年笛吹市議会第１回定例会の開会にあたり、提出いたしました案件につ

きまして、その概要をご説明申し上げますとともに私の所信の一端を申し述べ、議員各位なら

びに市民の皆さまのご理解を賜りたいと存じます。 
 さて昨年の３月１１日、東北地方に甚大な被害をもたらした東日本大震災の発生から早くも

１年が経過しようとしております。このたびの震災は地震や津波の被害に加え、原子力発電所

の事故もあいまって極めて深刻な事態を招き、今もなお多くの方々がふるさとを離れ、避難生

活を余儀なくされている状況が続いております。しかしながら、この厳しい現実の中において

も力強い復興への歩みは一歩ずつ進みつつあります。復興・再建への道のりは長い年月が必要

とされますが、早期に放射能の除染等が行われ、被災者の方々が一日も早くふるさとに帰られ

る日が訪れることを祈らずにはおられません。 
 私たちは被災地支援を通じ、南相馬市をはじめとする被災自治体の復興に向けた力強い決意

をうかがい知ることができますと同時に、温かい絆というものを共有することができました。

私はこれらの自治体との絆を大切に、いざという時に助け合える関係を築くことにより、互い

のまちがあらゆる災害にも対応できる、安全・安心なまちづくりの推進につながるものと考え

ております。 
 次に国政につきましては、政府において消費税増税を柱とする社会保障と税の一体改革大綱

を２月１７日に閣議決定いたしました。一体改革につきましては、少子高齢化社会の進展に伴

う社会保障費の安定的な財源確保や財政健全化を図る上で、先送りできない課題であると同時

に子育て支援や年金、医療、介護など地方自治体の行財政や住民生活に大きな影響をもたらす

ものであるため、今後の動向を注視するとともに若者から高齢者までが安心できる社会保障制

度への転換となるよう期待するものであります。 
 さて、平成２４年度につきましても、引き続きみんなで奏でるにぎわい・やすらぎ・きらめ
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きのハーモニー、オンリーワン都市を施政方針のメインテーマに掲げ、生活者起点で市民第一

主義の行政経営を推進するため、積極的に施策を展開してまいります。 
 はじめに、これまでの想定をはるかに超えた昨年の大震災の教訓を踏まえ、あらゆる災害に

も対応できるよう地域防災計画の見直しや本庁舎耐震改修の実施、さらには自主防災組織の強

化を図り、安全・安心な暮らしを実現いたします。 
 また、急速に進展する少子高齢化問題への対応として、個人の健康づくりに留まらず、まち

づくり施策としての健康づくりを導き出すため、部局を越えた連携により、市民が健康で生き

生きと暮らせるまちづくりを推進いたします。 
 さらにすべての施策が市民のためのものであり、その施策を実施するにも人であるとの視点

に立ち、長期的で持続的な市の発展や将来を担う次世代のための人づくりを進め、未来につな

がるまちづくりに取り組んでまいります。 
 次に自主・自立の行政経営の確立に向けては、計画的な行政経営の基本であるＰＤＣＡのマ

ネジメントサイクルを常に意識し行動するとともに、総合計画と予算編成を連動させた施策別

枠配分方式や、選択と集中の考えに基づく重点施策の設定など限られた、財源の中でより効率

的に事業を実施してまいります。 
 また第２次行財政改革大綱に基づき経常的な経費を抑制し、弾力的な財政運営を実現すると

ともに多様化する住民ニーズに対応するため、これまで以上に経営革新の視点に着目する中で

行政経営を推し進めてまいります。さらに小さな市役所による行政経営を目指し、引き続き行

政組織や職員定員の見直しを行うとともに、新しい公共の考え方に基づく民間活力の導入を進

めてまいります。合併から８年目を迎える２４年度は、総合計画・前期基本計画の最終年度に

あたり、前期計画の検証を進めると同時ににぎわいのまちづくりによる人々の交流促進、やす

らぎのまちづくりによる安全・安心な暮らしの実現、健康づくりの推進、きらめきのまちづく

りによる人づくりの推進など、３つのまちづくりの方向を展開していくことにより、市民と一

体となった行政経営に取り組み、総合計画に掲げる将来像の実現を図ってまいります。 
 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。 
 はじめに、景観計画策定事業についてであります。 
 市民、事業者および行政が連携・協力し合いながら、ふるさとの美しい景観を大切に守り育

てていくため、平成２１年度より笛吹市景観計画の策定に向け取り組んでおります。２３年度

は４回にわたり有識者等による景観計画策定委員会を開催し、計画の素案を策定いたしました。

平成２４年度は７地域における地域審議会やパブリックコメント等を通して市民への周知を図

る中で、景観計画を策定するとともに景観条例を制定いたします。 
 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、橋台・橋脚６基のうち笛吹川左岸の橋脚３基の下部工工事と上部工製作工事に着手い

たしております。残りの３基につきましては、平成２４年度に着手いたします。また、周辺道

路整備につきましては、地権者の皆さまのご理解をいただきながら用地の確保に努め、２４年

度からは道路整備工事に着手してまいります。 
 次に仮称、笛吹スマートインターチェンジ設置の促進についてであります。 
 中央自動車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の整

備計画につきましては山梨県と連携し、関係機関のご協力をいただく中で、平成２３年１２月
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２６日の地区協議会において実施計画書が策定されました。 
 今後は実施計画書および連結許可申請の提出手続きを進め、連結許可を受けたのち２４年度

から詳細設計および用地買収に着手する予定であります。 
 次に、石和温泉駅周辺整備事業についてであります。 
 石和温泉駅舎の改築、南北自由通路、北口駅前広場等の整備を行い、機能的で美しいまちな

みの形成を図るとともに、市民の利便性の向上や、今後増加が期待される観光客等の交流拠点

の充実化を進めてまいります。 
 現在、駅舎南北自由通路につきましては、ＪＲとの協定に基づいて実施設計に取り組んでお

ります。平成２４年度は実施設計を終えたのち工事に関する施工協定を締結し、仮駅舎等の建

設に着手してまいります。 
 次に、多機能アリーナ建設事業についてであります。 
 人づくり、健康づくり、交流づくりの拠点施設として整備計画を進めております多機能アリー

ナ建設事業につきましては昨年、基本設計が完了し、現在、実施設計を策定しているところで

あります。 
 平成２４年度につきましては詳細な施設管理や運営方法について検討するため、現在多くの

意見をいただいておりますワークショップを拡充する中で、引き続き多機能アリーナ建設委員

会でご協議いただき検討を重ねてまいります。 
 次に、市営バス運行事業についてであります。 
 デマンド交通につきましては平成２２年１０月、御坂町若宮地区から石和温泉駅までの区間

で実証運行を開始し、２３年１０月には石和町富士見地区から石和温泉駅までの区間を追加い

たしました。また、運行車両をバスからタクシー車両に改めるなど、地域の実態にふさわしい

効果的な運行形態を探ってまいりました。 
 ２４年４月からは、これまでの実証運行の成果を反映する中で、公共交通の空白地帯におけ

る高齢者など、いわゆる交通弱者の日常生活の足を確保する観点から本格運行に移行し、既存

の市営バス路線も含めた、市内全域での効率的で持続可能な公共交通の再編・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。 
 観光行政の基本構想として作成いたしました観光振興ビジョン、具体的な施策を盛り込んだ

観光振興アクションプランをもとに、この１年の検証を十分に行いながら、本年度もさらに発

展的な観光施策に取り組んでまいります。 
 川中島合戦戦国絵巻の参加者募集も、わずか１日半で定員に達するなど好評を博しておりま

すが、本年の春祭りも４月１日の熱気球搭乗体験を皮切りに、市内随所でさまざまな桃の花ま

つりイベントを開催してまいります。また本年は通年のイベントにもさまざまな新しい企画を

加え、訪れていただくお客さまに新たな感動を与えられる取り組みや首都圏を中心に大手新聞

紙面・ＪＲの電車広告等を活用しての大型観光ＰＲ活動を積極的に展開してまいります。 
 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対策として、平成２２年度から開始した新規就農農業後継者支

援事業に加え、２４年から新たにＩターンやUターンの方を対象に新規就農者支援事業をスター

トさせ、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、引き続き市長トップセールスとして東京や大阪
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などの大消費地はもとより、香港など海外へも積極的に販路の拡大を行います。さらに鳥獣被

害の対策につきましては、平成２３年度からスタートした笛吹市狩猟免許取得補助事業により、

猟友会員の負担軽減を図る中で、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グローバルな経済状況の悪化や国際競争の激化、また円高や昨年の

東日本大震災の影響などにより、依然厳しい状況にあります。 
 このような厳しい状況の中、昨年に引き続き、緊急経済対策として中小企業者へ借入金に対

する利子補給を行うとともに、就職希望者と市内企業を対象とした就職ガイダンスや市内企業

経営者の皆さまとの意見交換会を開催し、地域経済の活性化と雇用の安定に努めてまいります。 
 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。 
 昨年３月の東日本大震災では、想定をはるかに超える規模での地震と津波が発生し、原発事

故と併せて最悪の事態となりました。本地域においても、従前より東海地震や都市直下型地震

の切迫性が指摘されると同時に、近年では台風やゲリラ豪雨などによる自然災害の発生も懸念

されております。 
 このため地域防災計画の見直しを行い、地震災害・風水害等への対策を向上させるとともに

自主防災組織の支援強化に努め、地域ぐるみで被害の軽減・減災が図れるような防災体制を構

築してまいります。 
 次に、本庁舎耐震改修事業についてであります。 
 本庁舎につきましては、平成２４年１１月末までの工期で耐震補強・改修の設計業務を進め、

災害対策の拠点施設となり、また市民の皆さまが安全・安心に来庁していただくための、高い

耐震性能を備えた庁舎の整備に向け、取り組んでまいります。さらに本庁舎の耐震化、南館の

改修工事と併せ、市民が簡単に分りやすく、素早く、行政サービスを受けることができる環境

づくりを目指し、総合窓口化を検討してまいります。 
 次に、交通安全対策事業についてであります。 
 近年、交通事故発生件数や交通事故死亡者数は全国的にも、山梨県内においても減少傾向に

あります。しかしながら、本県における昨年の交通事故死亡者数に占める６５歳以上の高齢者

の割合は６１．５％と高く、多くの尊い命が犠牲となっております。このため、本市では高齢

者の交通事故防止を最重点目標とし、関係機関・団体等と連携を図る中で、高齢者のための意

識啓発や実践を伴う交通教室の開催等により、市民が安全・安心に生活できるよう取り組みを

進めてまいります。 
 次に、非常備消防支援事務についてであります。 
 災害時における消防団員の活動は、被害の軽減を図る上で重要な役割を担っております。非

常備消防体制のレベルアップと常備消防との緊密な連携を図り、災害時における有効な消防活

動が展開できるよう、消防団員への各種の訓練指導を実施してまいります。 
 次に、救急通信事業についてであります。 
 傷病者の大切な命を救うためには市民から救急隊、医師へとつながる救命の連鎖が重要であ

ります。防災ヘリやドクターカーの導入に続き、本年は４月にドクターヘリが県内全域で運航

されます。救急業務の高度化と併せ、市民への応急手当講習会や広報活動を積極的に行い、救

命率の向上に努めてまいります。 
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 次に、上水道事業についてであります。 
 御坂浄配水場の建設につきましては、平成２３年１２月に建設に伴う実施設計業務を委託し、

２４年度に建設工事に着手する中で、２６年３月の供用開始を目指し事業を進めております。

この浄配水場は広瀬ダムの畑かん用水を水源とし、１日８，０９０トンの水を浄水するもので

御坂地区の水不足解消をはじめ、石和地区と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となる施設であります。 
 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２４年度には環境影響評価書の公告縦覧、審査や施設および搬入道路等の用地買収、埋

蔵文化財調査等が予定されており、供用開始の２９年度に向け、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、バイオマスセンター建設事業についてであります。 
 バイオマスセンター建設事業につきましては農業と地域の共生、循環型社会の構築に向け、

笛吹市バイオマスセンター建設事業基本計画に基づき、平成２７年度の供用開始を目標に事業

を推進しております。 
 ２４年度は用地の取得や造成工事を行うとともに、事業方式を民間の活力を活用したＤＢＯ

方式とし、実施主体となる民間事業者の選定に向けた取り組みを進めてまいります。 
 次に、八代ふるさと公園拡張整備事業についてであります。 
 八代ふるさと公園拡張整備につきましては、近隣の四ツ沢川砂防公園との連携も図る中で駐

車場や遊具および遊歩道の整備を計画しております。現在、全体の８割以上の用地買収を終え、

埋蔵文化財の調査に関わる作業等を行っているところであり、平成２４年度は残りの用地買収

を進めるとともに造成等の工事に着手してまいります。 
 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４０歳から７４歳までを対象とした特

定健診・特定保健指導の実施が義務付けられ、特定健診受診率６５％および特定保健指導率

４５％の目標値が掲げられました。目標達成の最終年となります平成２４年度は、集団健診や

個別健診の検査項目の充実を図るなど、さらなる疾病予防と受診率向上に向けた取り組みを進

めてまいります。 
 次に、健康づくりについてであります。 
 平成２３年度は健康増進計画の中間評価を行ったところであり、評価結果をもとに今後５年

間の健康づくり施策を実施してまいります。母子保健では任意の予防接種であります子宮頸が

ん、ヒブ、小児用肺炎球菌のワクチン接種の公費負担を２４年度も継続し、安心してすこやか

に暮らせるまちづくりを推進してまいります。 
 成人保健では生活習慣病等の早期発見・早期予防に取り組んでおり、２４年度は歯周疾患検

診の対象者を拡大し、全額公費負担で実施いたします。また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。 
 子どもたちの健康増進を図るとともに、子育て家庭の経済的負担を軽減するため、子どもす

こやか医療費助成事業について、平成２３年度より対象年齢を１２歳の小学校６年生まで拡大

いたしました。また、子育てと仕事の両立を支援するための病児・病後児保育事業や地域にお

ける子育ての相談・支援を行う子育て支援センター、児童の放課後の安心・安全な居場所づく
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りのための放課後児童健全育成事業など、各施策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あります。 
 次世代育成支援行動計画に基づき特別保育事業の充実を図るため、特に延長保育や一時預か

り保育等につきまして、保護者のニーズを把握しながら、実施保育所の適切な配置と受け入れ

態勢を整備し、さらなる保育サービスの充実に努めてまいります。また、保育所への指定管理

者制度導入につきましては、４カ所目となります石和第五保育所へ本年４月から導入すること

としており、今後も新たな導入に向け、保護者のご理解を求めながら進めてまいります。 
 さらに本年９月の完成を目指し進めております石和第五保育所の建設、また石和第二保育所

および石和第四保育所の改修、さらには施設整備を計画しております民間保育事業者への支援

など、安心・安全な保育環境の整備に向けて取り組んでまいります。 
 次に、高齢者福祉についてであります。 
 平成２３年度、市内の社会福祉法人に施設整備を進めていただいております地域密着型の小

規模特別養護老人ホーム２施設、併せて５８床分が今年度内に開設できる運びとなりました。

市民のための介護施設として入所待機者の改善が図られるものと考えております。また、高齢

者福祉計画につきましては、第５期介護保険事業計画と合わせ策定したところであり、在宅生

活を望む高齢者支援のための医療・介護・福祉・地域、そして行政が包括的に進める地域包括

ケア体制の構築など、具体的な取り組みを進めてまいります。 
 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初年度として、高齢者が地域で安心して暮らし続けることのでき

る地域包括ケアを実現していくための体制づくりとともに、介護サービスの充実や低所得者の

円滑なサービス利用への配慮、また介護予防の推進に努め、健全な介護保険事業への運営に取

り組んでまいります。 
 また第５期保険料は、被保険者の負担能力に応じて保険料を賦課する観点から保険料賦課段

階区分を現行の第８段階から第９段階に増やし、保険料の抑制を図ることにより第４期保険料

と比較して、県下の平均保険料月額伸び率２３．９%を下回り、１１．２％増となる月額５，

０９５円といたしました。 
 次に、障害福祉についてであります。 
 現在の障害者自立支援法が平成２５年度より新法、仮称、障害者総合福祉法に移行する予定

であり、施行に伴う制度改正への対応として、各種サービスへの提供に遺漏がないよう努める

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。 
 ２４年度は相談支援体制や障がい児支援対策が強化され、市の責任を果たすとともに市民の

皆さまのご理解・ご協力により、障がい児や障がい者が社会の一員として社会活動に参加し、

地域で自立した生活が送れるよう、適切な支援と地域共生の取り組みを推進してまいります。 
 次に、国民健康保険適正運営事業についてであります。 
 国保の医療費は今年度に入り急激に伸び、今年の１月までに国保から支払った給付費は４４億

６千万円となり、前年同期と比べ２億３，５００万円の増となっております。また、インフル

エンザの流行で医療費はさらに上がるものと思われ、緊急事態とも言える状況であります。こ

うした医療費の現状を皆さまにお知らせし、適正受診と健康管理に取り組んでいただけるよう、

先月末郵送の健診のお知らせと併せ、緊急事態と銘打ったチラシを同封させていただいたとこ

ろでもあります。 
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 今後も出前講座や新聞の折り込みなどを利用した啓発活動により、医療費と健康についての

周知を図ってまいります。 
 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、学校教育ビジョンの具現化についてであります。 
 確かな学力の定着に重点を置きつつ、知・徳・体のバランスのとれた児童生徒の育成を目指

し、引き続き学校教育ビジョンの具現化に取り組みます。２４年度は、学力向上委員会で昨年

度検討した知育・徳育・体育の三部会ごとの市内共通の取り組みを実施してまいります。また、

各分野でリーダーとして活躍していただいている方を講師に招き、２１世紀を担うリーダーに

必要な資質の育成を目的に、市内の中学生を対象に次世代リーダー育成事業（Ｆプロジェクト）

を実施いたします。 
 次に、学校施設の整備についてであります。 
 近年の夏の厳しい暑さに鑑み、学校で子どもたちが暑さを気にすることなく、安心して授業

を受けることができるよう、小中学校へのエアコンの整備に取り組んでまいります。 
 次に、懸案の石和中学校北館および給食棟の改築については普通教室棟の機能向上、給食棟

の耐震化・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、

２４年度から実施設計に着手いたします。 
 また引き続き、芦川小学校屋内運動場改築事業を着実に進めるとともに、教育関係施設・設

備の改修・修繕を行い、未来の笛吹市を担う子どもたちが、安全・安心でよりよい環境のもと

で学ぶことができるよう、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。 
 平成２５年に山梨県で第２８回国民文化祭が開催され、県内各地で３９の継続事業と３７の

独自事業が開催されます。本市では継続事業として、文芸祭俳句大会と現代詩の祭典の２事業、

独自事業としていさわ鵜飼、いにしえの華 やまなしの縄文展、甲斐国千年の都の文化財巡り

の３事業を主催いたします。２４年度より国民文化祭担当を配置し、俳句および現代詩の企画

委員会を中心に各種団体との交渉、文化庁への申請、作品募集の準備、大会ＰＲや大会気運の

醸成等を行ってまいりました。 
 次に、史跡整備事業についてであります。 
 史跡甲斐国分寺跡・国分尼寺跡保存整備事業につきましては、平成２４年度に甲斐国分寺講

堂跡周辺の写真測量データ処理等、調査成果整理作業を行うとともに甲斐国分尼寺跡では回廊

跡等で発掘調査を行います。 
 これにより、今後の整備の具体的計画策定の基礎資料とするとともに、調査成果を広く市民

の皆さまに公表することにより、地域の文化を伝える環境づくりに努めてまいります。 
 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支援をさらに推進するため、地域振興基金運用益を活用した地域振興促

進助成事業や市民ボランティア・ＮＰＯ助成事業をより多くの市民に活用していただくよう周

知に努めてまいります。 
 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等の活用、市民主導によるフォー

ラムの開催、地域で活躍する団体への支援などを通じ、市民活動の活性化を図る中で、市民、

企業、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。 
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 次に、住基カードの普及促進事業についてであります。 
 住基カードの取得促進につきましては、昨年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、１０月からは住基カードを図書館利用カードとして活

用可能とするなど、サービスの拡大に努めてまいりました。その結果、本年１月末日現在の総

交付枚数は約２万枚、交付率は２８％であります。 
 今後も住基カードの取得しやすい環境づくりと利用サービスの充実に努め、交付率３０％の

年内達成を目指してまいります。 
 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、平成２０年度に設置されました山梨県地方税滞納整理

推進機構に職員を派遣し、厳正な滞納処分ができる体制の強化と滞納処分に関するノウハウの

蓄積に努めてまいりました。 
 本市の地方税の徴収率は依然として低い状況にありますが、差し押さえ等の滞納処分件数や

換価額の実績も年々向上しており、引き続き体制の強化とノウハウの集積を図り、徴収率向上

と自主財源の確保に努めてまいります。 
 次に、総合計画後期基本計画策定事業についてであります。 
 平成２０年３月に策定いたしました第一次笛吹市総合計画につきましては、１０年後の将来

像および達成するために必要な方向を基本構想として、平成２０年度から２４年度を前期計画

として、将来像実現のための施策を位置づけました。 
 ２４年度は前期基本計画の最終年度にあたり、これまでの計画の検証を行うとともに、後期

５年間の基本計画を策定いたします。 
 少子高齢化の進展、新しい公共の概念など、社会情勢の変化に対応できるよう後期基本計画

に盛り込み、基本構想実現に向けた施策の展開方向を見直してまいります。 
 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。 
 提出させていただいた案件は条例案８件、平成２３年度補正予算案９件、平成２４年度当初

予算案１９件、その他案件５件など、合わせて４１案件でありますが、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、笛吹市暴力団排除条例の制定についてであります。 
 山梨県は平成２３年４月１日に山梨県暴力団排除条例を施行いたしましたが、本市におきま

しても市民の安全で平穏な生活を確保し、社会経済活動の健全な発展を図ることを目的に、暴

力団排除を規定した条例を制定するものであります。 
 次に、笛吹市が設置する一般廃棄物処理施設にかかる生活環境影響調査結果の縦覧等の手続

きに関する条例の制定についてであります。 
 市が廃棄物処理施設を設置する場合には、廃棄物の処理および清掃に関する法律に基づき、

周辺地域の生活環境に及ぼす影響調査の結果等について縦覧に供する場合の手続き、ならびに

利害関係を有する者が意見書を提出する場合の手続き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。 
 次に、笛吹市介護保険条例の一部改正についてであります。 
 平成２４年度から平成２６年度までの３年を１期とする第５期介護保険事業計画を策定した

ことに伴い、第１号被保険者の介護保険料率を変更する必要があるため、所要の改正を行うも
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のであります。 
 次に、笛吹市スポーツ振興審議会条例および笛吹市体育指導委員条例の一部改正についてで

あります。 
 スポーツ振興法が全面改正され、平成２３年８月２４日からスポーツ基本法が施行されたこ

とに伴い、関係条例の一部を改正する必要があるため、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２３年度笛吹市一般会計補正予算（第６号）でありますが、既定の予算額に歳

入歳出それぞれ４億８千万円を追加し、総額を３３６億９千万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、小中学校教室空調設備設置工事による学校施設環境改善交

付金など、国庫支出金１億円の増額、合わせて市債についても４億円を増額する一方、事業費

の確定見込みに伴い県支出金を７００万円、基金繰入金を１，４００万円、諸収入を１，３００万

円それぞれ減額するものであります。 
 次に歳出につきましては各種事業費確定に伴う減額が主なものでございますが、２４年度に

計画しておりました小中学校の教室への空調設備設置工事を前倒しするとともに、国の４次補

正に伴う農業体質強化基盤整備促進事業の導入および、商工振興災害対策資金利子補給金につ

いて追加するものであります。 
 また、総務費では各種事業確定により１億３千万円、民生費でも生活保護費等の各種事業費

の確定を見込む中で１億５千万円など、それぞれ減額させていただくものであります。 
 なお、年度間の財源調整として財政調整基金に３億４千万円を積み立てるものであります。 
 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、簡易水道特別会計の６会計につきまして、合計で７千万円の減額を

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および支出において２，２００万円を追加し、総額を１５億

円に、資本的収入において３千万円を減額し５億１千万円に、資本的支出においては１億２千

万円を減額し１２億１千万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、収益的収入および支出において３５０万円

を減額し、総額を６，４００万円とするものであります。 
 続きまして、平成２４年度当初予算案につきまして概略のご説明を申し上げます。 
 平成２４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挙げるという行政経営

の基本理念のもと限られた財源の中で、すべての事業において聖域を設けず、改めて必要性、

有効性、妥当性および費用対効果の再検証を行ったところであります。 
 また、昨年度から取り入れております行政経営システムを予算編成に反映させた施策別枠配

分方式により、部局を超えてより横断的に事業の見直しを行ったところでもあります。 
 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、引き続き大型プ

ロジェクト事業に取り組むとともに東日本大震災の教訓を踏まえ、地域防災計画の見直しをは

じめとし、危機管理体制の充実ならびに各種防災対策に重点配分を行っております。また各種

健康診査事業、予防接種事業および子どもすこやか医療費助成事業などの事業を充実させ、市
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民のさらなる健康づくりにも取り組んでまいります。 
 さらに子どもたちに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改修事

業など教育環境の整備を進めるとともに、平成２５年度に開催される国民文化祭の準備を着実

に進めるなど、未来のための人づくりの各種事業にも優先配分を行ったところであります。 
 平成２４年度笛吹市一般会計予算でありますが、総額を３２１億円と定めるものであります。

前年度当初予算との比較いたしまして５．５％、１６億８千万円の増額となっており、これは

砂原橋架け替え事業や石和温泉駅周辺整備事業などの普通建設事業、さらに御坂浄配水場建設

等に伴う水道事業への出資など、投資的な事業を積極的に取り入れたためであります。 
 歳入では市税が前年度比０．８％増の８６億３千万円、地方交付税を９０億円、国・県支出

金を５３億８千万円、地方債５７億２千万円などを見込む中で財政調整基金、減債基金、公共

施設整備等基金などからの繰入金を８億７千万円としております。 
 また歳出では人件費、扶助費、公債費などの義務的経費が１４０億円、投資的経費は５３億

２千万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３８億２千万円は全般的な

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、本庁舎耐震改修事業として

５億円、市長および市議会議員選挙事務に７，４００万円を予定しております。 
 次に民生費の９８億９千万円は社会福祉費、児童福祉費、生活保護費などであり、このうち

子ども手当、生活保護費、各種の医療扶助などの扶助費が総額で５２億２千万円、また石和保

健福祉センター改修事業として１億１千万円、公立保育所施設整備事業に１億３千万円、障が

い児通所支援事業として２，３００万円を予定いたしております。 
 次に衛生費の２９億６千万円は保健衛生費、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２億円、太陽光発電システム設置補助として３，６００万円を予定いたしてお

ります。 
 次に農林水産業費１５億６千万円は樹園地内の農道、水路改修など農業施設整備事業に３億

９千万円、バイオマスセンター建設事業に４，７００万円、上芦川交流施設整備事業に６，７００万

円、新規就農者支援事業に１，５００万円を予定いたしております。 
 次に商工費の３億５千万円は、商工関係団体への補助事業に３，６００万円、観光宣伝なら

びに観光イベント事業に１億４千万円、商工振興災害対策資金利子補給３千万円を予定いたし

ております。 
 次に土木費５７億９千万円は道路河川の維持管理および新設改良費、都市計画費などであり、

このうち砂原橋架け替え事業１１億５千万円、八代ふるさと公園整備事業２億６千万円、石和

温泉駅周辺整備事業に４億６千万円のほか、公共下水道特別会計への繰出金１７億６千万円を

予定いたしております。 
 次に消防費の１０億３千万円は常備消防費７億円、非常備消防費１億２千万円、消防施設整

備事業１億５千万円、備蓄品整備事業として１千万円を予定いたしております。 
 次に教育費の２３億２千万円は、芦川小学校屋内運動場改築事業を含む小学校費に４億３千

万円、石和中学校校舎等改築改修事業を含む中学校費に３億５千万円、また国民文化祭事業を

含む社会教育費に６億５千万円を予定いたしております。 
 なお、公債費については、今までに借入を行いました地方債の元金および利子の償還費など

４０億円を予定いたしております。 
 そのほか、砂原橋下部工工事その４など７件について債務負担行為を、地方債については臨
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時財政対策債１５億３千万円、合併特例債３９億９千万円、過疎対策事業債１億９千万円を予

定し、地方債の借入限度額を５７億２千万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２４年度予算であります。国民健康保険特

別会計は総額を８４億３千万円、介護保険特別会計は総額を５２億６千万円、介護サービス特

別会計は総額を１，７００万円、後期高齢者医療特別会計は総額を１３億６千万円、公共下水

道特別会計は総額を２８億１千万円、農業集落排水特別会計は総額を５，１００万円、簡易水

道特別会計は総額を１，６００万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２４年度笛吹市水道事業会計につきましては、収益的収入および支出をそれぞれ１４億

６千万円に、資本的収入を２１億８千万円、同支出を２６億９千万円とするものであります。 
 平成２４年度笛吹市春日居地区温泉給湯事業会計につきましては、収益的収入および支出を

それぞれ６，４００万円に、資本的支出を５００万円にするものであります。 
 続きまして、その他の案件につきましての概略をご説明申し上げます。 
 はじめに、山梨県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更および山梨県市町村総合事

務組合規約の変更についてであります。 
 本市境川町地内に一般廃棄物最終処分場を確保するにあたり、山梨県市町村総合事務組合が

設置および管理運営に関する事務を行うこととなったため、山梨県市町村総合事務組合の共同

処理する事務を変更し、山梨県市町村総合事務組合規約を変更することについて、議会の議決

を必要とするものであります。 
 次に、市のイメージキャラクターの指定についてであります。 
 市民に愛されるイメージキャラクターを定めることにより、市民・地域の一体化を醸成する

とともに、笛吹市のさまざまな魅力を市の内外に効果的に発信することを目的として指定する

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、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（小林始君） 
 先ほどの、私の報告の中で訂正する個所がございます。 
 日程第４５のところを議案第４５と申し上げましたけども、訂正いたしまして日程第４５ 議

案第４１号までの４１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。 
 以上でございます。 
 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４１号までを一括議題とし、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４１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。 



 ２１ 

 野澤今朝幸君。 
〇３番議員（野澤今朝幸君） 

 平成２４年度の一般会計の予算案に関しての質疑をしたいと思います。 
 そのうちの歳入に関わるところです。歳入の市税に関わるところですけれど、われわれ議員

が昨年、１２月定例会の全協の折だと思いますけれど、平成２４年度予算編成に対する基本的

な考え方についてという資料をいただき、説明を受けたわけです。そこで歳入に関して、この

ように説明を受けています。 
 歳入の根幹である市税においては、地域経済における景気の急速な改善が望めないことから、

今年度を超える税収確保は期待できない状況となっているというふうになっていて、その歳入

に附表がありまして、本年度の決算見込みは８６億円ということになっていて、今の説明の中

において結局２４年度の市税の見込みは８５億円というふうになっています。ところが今回い

ただいた一般会計の予算案の市税の収入は８６億３千万円となっていて、その差額が１億３千

万円ほどあるんですけれど、このへんについての説明をいただきたいと思います。 
 つまり１２月のときは８５億円ということで大体見積もったものが今回の予算案では８６億

３千万円となっていますので、しかも税収は増えることは認めにくいというような状況の中で

金額が増えたというところの説明をいただきたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、成島財政課長。 
〇財政課長（成島敦志君） 

 ただいま野澤議員からの市税の予算につきましてご質問をいただきましたけども、ご質問の

とおり昨年の新年度の予算編成に当たる市税の見込みといたしまして、８５億円を見込んでお

りました。その時の説明のとおり景気の状況等につきましては、非常に厳しいものがございま

すので、その時の見込みとして８５億円を見込んでおったところでございます。 
 その後、地方税に関します２４年度から適用する改正がございました。この部分につきまし

て、ちょっとご説明させていただきたいと思います。 
 これは個人住民税の中で扶養控除の関係でございます。ちょっと２点ございますけども、１点

が個人住民税の扶養控除の中で年少扶養といわれるものがございます。通常の扶養の中でも

１６歳未満の方に適用する扶養控除、３３万円、地方税のほうにはございますけども、それが

この改正によりまして廃止になっております。 
 もう１点が逆に１６歳以上から２３歳未満までは通常、特定扶養控除というものがございま

すけども、その特定扶養控除をされる年齢、扶養者のうちですね、１６歳から１９歳未満、い

わゆる高校生世代になりますけども、そこにつきましては、それまで特定扶養控除４５万円あ

るわけですけども、そのうち１２万円が減りまして、通常の３３万円の扶養控除になってくる

ということで、年少のほうは廃止、それから高校生部分にあたる年代につきましては、その特

定扶養部分の１２万円が減少して、３３万円というような改正があったものですから、そのへ

んの今度は控除部分が減るということで、逆に個人住民税のほうが増えてくるというようなこ

とで、大きく、そこの部分で乖離が発生したということでございます。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 野澤今朝幸君。 



 ２２ 

〇３番議員（野澤今朝幸君） 
 ちょっと私の勉強不足の部分もありまして、よく分かりました。ありがとうございました。 

〇議長（小林始君） 
 そのほか大綱質疑はございませんか。 
 （ な し ） 
 質疑を終結いたします。 
 ただいま議題となっております、議案第１号から議案第４１号までの４１案件については、

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いたします。 
 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。 
 来週２７日は議案調査のため、休会といたしたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、２７日は休会とすることに決定いたしました。 
 次の本会議は２月２８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。 
 ご苦労さまでございました。 

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

散会  午後 ２時４０分 
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再開  午前１０時０３分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小林始君） 

 おはようございます。 
 ただいまの出席議員は２２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。 
 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。 
 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す。 
 報告事項を申し上げます。 
 ２２番議員 松澤隆一君より本日欠席届が提出され、これを受理しましたので報告いたしま

す。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小林始君） 
   日程第１ 「代表質問」を行います。 

 念のため、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

をお願いいたします。 
 まず、笛政クラブの代表質問を行います。 
 網倉正治君。 

〇１番議員（網倉正治君） 
 おはようございます。 
 笛政クラブを代表いたしまして、平成２４年笛吹市議会第１回定例議会にあたり、質問をさ

せていただきます。 
 昨年３月１１日の東日本東北大震災から、まもなく１年を迎えます。お亡くなりになられた

皆さまのご冥福をお祈り申し上げます。被災なされました皆さまには、心よりお見舞いを申し

上げます。 
 さて、国政においては欧州財政危機による世界経済の減速や円高などの影響で、日本の主産

業である輸出が大幅減になり、３１年ぶりの貿易収支赤字を記録するなど、日本の経済にも不

安が広がり、景気の先行きは不透明のままでございます。 
 野田内閣において、東日本大震災からの本格復興対策、福島第一原発事故への対応、社会保

障と税の一体改革などを最優先で取り組むとともに、国民が望んでいる経済再生を掲げての新

産業創出、若年層の雇用対策、高齢者から子育て支援など国民が期待する政治を強く望んでい

るところでございます。 
 政治情勢の変化に伴い、笛吹市政においても国政の動向によっては、どのような影響が出る
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のか、予想は難しい状態です。笛吹市も合併して７年数カ月が過ぎ、荻野市長は７町村合併と

いう行政運営を担い、その間に市政は笛吹市の将来を見据えた第１次笛吹市総合計画を策定し、

みんなで奏でるにぎわい・やすらぎ・きらめきのハーモニーを柱とした市民一体感の醸成のた

めに、さらには市民生活の向上を目指し施策を進め、常に市民の目線に立ちながらの行政運営

を推進されてまいりました。 
 しかしながら、世界のグローバール化や国や県の動向等、社会情勢変化の中で地方経済の長

期低迷が続いている状態です。荻野市政におかれましては、残された任期中に合併特例債起債

期限内での大型事業の取り組み、各種の懸案事業の施策推進やさらに今年度は前期総合計画の

検証をもとに、時代の変化にも即応する新しい施策を検討されております。 
 これらの課題を解決・具現化するために荻野市長の活力、英知、リーダーシップを発揮して

いただき、今後も引き続き笛吹市の行政運営を取り組んでいただくことを期待しているところ

でございます。私ども笛政クラブ議員も行政チェック、政策提言をしつつ、市政にもより積極

的に協力する所存でございます。 
 そこで今年１０月に予定されている笛吹市市長選挙に出馬に向けて、荻野市長のお考えをお

聞きいたします。 
 平成２４年度当初予算、ならびに主要施策市政全般について質問をいたします。 
 ご承知のとおり通常国会が開かれ、消費税を柱とした社会保障と税の一体改革に取り組まれ

ておりますが、政局絡みで課題は厳しい状況にございます。本市においても少子高齢化や高度

情報化、国際化、環境問題等、社会情勢の急激な変革の中で行政運営を進める必要がございま

す。 
 市の将来像として、活力ある快適な自立都市の創造を掲げて作成された第１次笛吹市総合計

画策定から４年が経過し、前期基本計画の最終年度にあたり、今まで実施した施策や課題を精

査しつつ、新たな将来への方向性を示す基盤構想を認識しての笛吹市新年度一般会計予算は総

額３２１億６，３００万円を計上、幾多の施策実現を目指した積極型当初予算編成となってお

ります。そこで、何点か質問をいたします。 
 はじめに第一次総合計画の評価を踏まえ、またさらなる将来発展を見据える中で平成２４年

度当初予算を編成した基本方針について、お伺いをいたします。 
 次に当初予算の財政収支の現状と今後についてはどうか、お伺いをいたします。 
 次に合併特例債の活用状況はどうか、ならびに今後の活用見通しはどうかをお伺いいたしま

す。さらに平成２４年度予算は、議員提言や市民要望にどのように応えた予算編成であるのか

をお伺いいたします。 
 次に、大型事業の取り組みと進捗状況について伺います。 
 本市の将来にわたる持続的な発展のために、人づくり、健康づくり、交流づくりの拠点施設

として推進している市民の関心が深い多機能アリーナの建設をはじめ、現世代だけでなく、未

来を担う、これからの世代のためにさまざまな施策に取り組んでおられるが、合併特例債を活

用した多機能アリーナ建設、石和温泉駅舎建設、砂原橋架け替え事業、バイオマス施設建設、

八代公園整備などの大型事業について、それぞれお伺いをいたします。 
 まず、昨年１２月第４回定例議会において、多機能アリーナ実施設計費が可決されましたが、

その後の事業計画の運びは、どのように進んでいるのかをお伺いいたします。 
 次に石和温泉駅舎整備事業は南北自由通路への設置計画により、市民および観光客への利便
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性の向上、ならびに新しいまち並み形成が図られると考えています。建て替えのための基本設

計がとりまとめられまして、平成２４年度に事業着手予定、平成２６年度の完成を目途に計画

されているが、具体的整備内容について、また整備事業については、市民および笛政クラブの

議員などからも再三、要望されております南北自由通路へのエスカレーターの設置計画につい

ては、どのような経過になっているのかをお伺いいたします。 
 笛吹川右岸の石和町砂原地区と左岸の八代町増田地区に架かる砂原橋工事、ならびに周辺の

道路整備について、併せて中央自動車道とのアクセス向上を目指して笛吹市が同市八代バス停

周辺を中心とした（仮称）笛吹スマートインターチェンジの整備促進の取り組みがなされてい

るが、早期実現に向けて今度どのように進めていくのか、お伺いをいたします。 
 さらに市では焼却ごみの減量化や地域における資源循環活動を推進するため、建設を進めて

おりますバイオマス事業、併せて平成２２年度から取り組んでおる八代ふるさと公園整備事業

についても併せてお伺いをいたします。 
 次に、市の観光と農業施策の取り組みについてお伺いをいたします。 
 笛吹市の基盤産業でございます観光については、国内最大規模の温泉郷と果樹地帯を有し、

豊かな自然と歴史に恵まれてはおりますが、経済の低迷や近年の観光ニーズの変化等から観光

客の減少が続いている状態です。 
 新たな活路を目指して、観光施策の取り組みが市民や観光関係団体との協働を得て続けられ

ておりますが、景気回復、観光客の集客がままならない中での昨年、東日本大震災、原発事故

が発生し、本市でも数々の祭りやイベントを自粛したため、観光産業、地域経済に大きな影響

を与えたところでございます。 
 一方、桃・ぶどう日本一の農業産業は後継者不足や耕作者の高齢化が進んでおります。新規

就農者の育成や今後の農政対策、観光施策を強く推進していかなければならないと考えており

ます。そのことをお伺いいたします。 
 昨年の祭り等を検証して、新年度工夫した施策やイベント計画にどう取り組まれておられる

のか、お伺いをいたします。 
 次にインターネット情報発信等、観光客集客に新たな取り組みが必要になるが考えはあるの

か、お伺いをいたします。 
 次に念願でありました富士山の世界遺産登録も、あと一歩のところまできております。今後、

県や近隣市町村と協力して、笛吹市の観光客の誘致に向けた積極的な取り組みと交流人口活力

を図ることが重要と思いますが、それについてはどうかお伺いをいたします。さらに農業従事

者が高齢化し、後継者不足は深刻でございます。そこで新たな担い手づくりの施策について、

どう取り組むのかをお伺いいたします。 
 福祉施策、少子高齢化社会に対する新たな取り組みについてお伺いします。 
 市民が安心して日常生活が送れるよう暮らしを支える基本的な制度、国民健康保険･国民年

金・介護保険・生活援護といった社会保障制度の円滑な運営が求められております。さらに少

子高齢化問題は日本経済にとっても最も深刻な問題でございます。少子高齢化対策として、子

どもの出生率を高めるためには、出産・育児・保育の流れを大切にした施策や超高齢化社会で

は介護福祉に関わる市民の要望がますます求められております。本市における福祉施策・子育

て支援環境整備・高齢者支援対策について、次のことをお伺いいたします。 
 本市の国民健康保険・国民年金事業の状況について、お伺いをいたします。 
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 次に介護保険サービスは、７人に１人が利用している高齢者のためのなくてはならない制度

として定着してきておりますが、高齢化の進展と併せて年々サービス事業者も増加してきてお

ります。このような状況の中で計画されている、平成２４年度から平成２６年度までの３年間

の高齢者福祉計画、第５期介護保険事業計画策定内容および介護保険サービスの将来推計につ

いて、お伺いをいたします。 
 働いている女性が安心して、子どもを産み育てられる環境づくり施策と市の保育事業につい

ての取り組み、今後の計画についてお伺いをいたします。さらに子どもの医療費助成は子ども

たちの将来への投資であり、子育て支援策としても重要な課題でございます。子どもすこやか

医療費助成事業拡大について、中学校修了前の子どもまで助成の対象を拡大する考えはあるの

かどうか、お伺いをいたします。 
 教育環境整備充実の取り組みについて、伺います。 
 学校施設整備は、笛吹市の将来を担う子どもたちの人づくりの基本となる知識・道徳・体力

のバランスの取れた児童生徒の健全な育成を目指す中で、安全で安心して学べる教育環境を充

実することは重要でございます。 
 東日本大震災後に、市民より学校施設への耐震や暑さ対策・節電等の対策が求められており

ます。特に石和中学校においては昭和４９年に竣工し、その後３６年が経過しております。老

朽化・劣化が進み、かねてから石和中学校学区の皆さまをはじめ、市民の方々より改修・改築

の要望があり、このたび普通教室棟の増改築計画およびドライ方式による給食棟の改修計画が

進んでおりますが、進捗状況について次のことをお伺いいたします。 
 市内の学校施設等の耐震化の取り組み状況、ならびに施設整備計画についてお伺いをいたし

ます。 
 次に石和中学校給食棟改築事業および中学校北館改修事業等の施設整備の年次計画について、

どのように取り組むのかお伺いをいたします。さらに、国の計画変更による市の少人数学級推

進への影響はあるのかをお伺いをいたします。 
 最後に、防災計画見直しについてお伺いをいたします。 
 山梨県においても１カ月前に東部富士五湖地方を震源とする震度５弱の地震が発生し、幸い

笛吹市は被害もなく安堵いたしました。報道では今後、東海地方を震源とする首都圏でマグニ

チュード７クラスの直下型地震が４年以内に７０％の確率で発生する可能性があると予想され

ております。県においても当初予算案で防災対策費に重きを置いた予算となっております。 
 そこで、笛吹市の防災計画対策について市長にお伺いをいたします。 
 市の防災計画見直しの内容とスケジュールは、どう進んでおるのか伺います。 
 東日本大震災以降、市内では今までなかった休日の朝に起きた地震で緊張が走ったところで

ございます。去る１月２８日の地震の際は市の緊急対応はどうなされたのか、お伺いをいたし

ます。 
〇議長（小林始君） 

 当局の答弁を求めます。 
 答弁を市長、荻野正直君。 

〇市長（荻野正直君） 
 笛政クラブ、網倉正治議員の代表質問にお答えいたします。 
 はじめに次期市長選への取り組み、考え方であります。 
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 合併以来８年目を迎えまして、おかげさまで皆さま方のご支援・ご協力によりまして、笛吹

市の目標でありますにぎわい・やすらぎ・きらめき、オンリーワン都市の実現に向けて前進す

ることができつつあります。この８年間をみずからも、またご支援いただいております後援会、

あるいはご推薦いただいた各種団体とも検証する中でご協議をいただき、６月を目途に私の次

期市長選に対する考え方を示していきたいというふうに考えております。よろしくお願いを申

し上げます。 
 次に平成２４年度当初予算、ならびに主要施策につきましてのご質問にお答えをいたします。 
 まず当初予算を編成した基本的方針についてでありますが、総合計画に掲げました将来像実

現のために、限られた経営資源をいかに効果的・効率的に活用するかがポイントとなっており

ます。それにはまちづくりの方向性と予算がどのように結び付き、どのような効果をもたらし

てきたのかを振り返り、さらに検証することが不可欠であります。 
 平成２４年度当初予算は、これまでの施策の成果およびコストを適正に評価し反映するため、

行政評価システムを活用した予算編成を行ったところであります。このシステムではさまざま

な観点から施策ごとにその実績などを評価し、平成２４年度において重要性が高く成果が見込

まれ、かつ有効な財源措置が適用される事業を重点施策として位置づけたところであります。

このように取り組みの方向性を明確にした中で、経営方針を策定し予算編成された新年度予算

は、健全な財政を維持しつつ、進むべき方向をしっかり捉えた予算であると考えております。 
 次に、当初予算の財政収支の現状と今後についてであります。 
 平成２４年度の当初予算は総額で３２１億６，３００万円となっており、本年度と比較いた

しまして１６億８，９００万円の増額となっております。この要因は主に本庁舎等耐震改修事

業や砂原橋架け替え事業、石和中学校校舎・給食棟改築改修事業などの大型建設事業を取り入

れた普通建設事業費および水道事業への出資金の増額であります。 
 本市では現在、新市のインフラ基盤整備に積極的に取り組むことにより、市民ニーズに対応

すべき、さまざまな行政課題に取り組んでおります。このことから多額の歳出経費が見込まれ

ており、平成２６年度までの合併特例期間内において、財政規模は年々拡大するものと考えて

おります。 
 一方で、国が示しました地方財政計画において、当面の間、地方自治体の一般財源総額につ

いては平成２３年度ベースが維持されるものの、大幅な増額は見込めない状況となっておりま

す。このことから本年度当初予算も含め、今後とも財政規模が拡大される財源の措置について

は国の交付金および合併特例債、ならびに各種基金の有効的な活用を図ってまいります。なお、

健全な財政運営が維持できるものと考えております。 
 次に合併特例債の活用状況はどうか、ならびに今後の活用見通しについてであります。 
 まず、平成２４年度当初予算における合併特例債の活用状況を紹介いたします。 
 合併特例債を充当する事業は砂原橋架け替え事業、石和温泉駅周辺整備事業などの大型プロ

ジェクト事業や防災対策として本庁舎等耐震改修事業をはじめ、上水道事業への出資、市道新

設改良事業、農業基盤整備事業、公立保育園改修事業など多方面に活用し、全部で４３事業、

借入総額約４０億円を予定いたしております。 
 次に今後の活用見通しですが、大型プロジェクト事業を中心に今後も現在の継続事業に合併

特例債を充当する予定であります。仮に合併特例期間の延長がされないと仮定し推計をいたし

ますと、２４年度以降の借入総額は繰り越し分を除き約１３３億円を予定いたしております。
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合併特例債総借入額は約２９０億円となります。 
 なお、今後の借入額につきましては、各種事業計画の見直しや国県支出金ならびに市保有の

各種基金の充当の有無により、借入額が大幅に変更となる可能性もあります。 
 次に、議員提言や市民要望にどのように応えた予算編成がなされたかについてであります。 
 予算編成にあたりましては、現在取り組んでおります行政評価システムにより、その評価結

果をもとに予算編成に取り組んだことは、先ほど申し上げたとおりであります。 
 この過程では、関係者の意見・要望として議会や市民などからの意見・要望について記載し、

施策評価へ反映をいたしております。また、毎年実施しておりますまちづくりの基礎調査、ま

た施策の成果実績を時系列で比較する資料として、今後のまちづくりの方向性を判断する重要

な調査となっております。このような取り組みにより、平成２４年度につきましても提言や要

望を反映した予算編成がなされたものと考えております。 
 続きまして、大型事業の取り組みと進捗状況についてお答えをいたします。 
 まず多機能アリーナ建設についてでありますが、基本設計が昨年１０月に完成し、現在、建

物本体や外構についての実施設計に着手いたしております。この実施設計は、建築確認等の諸

手続きに関する業務も含んでいるため、履行期限を平成２５年３月としておりますが、建物等

の設計につきましては、本年９月を目途に確定してまいりたいと考えております。この設計の

確定を受け、建設に必要な各種手続きを本格化させてまいります。 
 全体的なスケジュールにつきましては、各種協議関係が若干遅延しておりますが、平成２６年

度事業としての完成を目指し努力してまいります。また、建設予定地域の皆さまをはじめ市民

の皆さまに進捗状況を説明する中でご理解を進めていただくよう努めてまいります。 
 次に石和温泉駅舎のエスカレーター設置計画についてについてでありますが、改札内のエス

カレーターにつきましては、ＪＲ東日本の基準では過去には乗降客１万人程度の駅にエレベー

ターとエスカレーターを併設することを目標としてきましたが、今後は維持管理費がかさむ等

の理由から当該規模の駅では原則、エスカレーターは設けないこととしております。しかしな

がら、当駅は市民の方々はもとより石和温泉郷への観光客も多く利用し、中には高齢者が手荷

物を持って階段を上がらなければならない場面も想定されます。このために市といたしまして

は、南北自由通路の南口に上り専用の一人乗りエスカレーター１基を設置することとしており

ます。 
 次に砂原橋架け替え工事ならびに周辺道路整備についてでありますが、砂原橋の架け替え工

事につきましては橋台２基、橋脚４基のうち笛吹川左岸の橋脚３基の下部工工事と上部工製作

工事に着手いたしております。取り付け道路につきましては、地権者との現地立ち会いを実施

しており、同意を求める中で用地の確保に努めてまいる状況であります。平成２４年度の計画

といたしましては笛吹川右岸の橋台１基、橋脚１基の下部工工事と新堀川脇の橋台１基の下部

工工事に着手してまいります。 
 また上部工架設・床版工・道路整備につきましては、平成２４年１１月から事業着手し、平

成２７年３月までの完成を目指して取り組んでまいりますが、笛吹川左岸側の取り付け道路に

つきましては地盤が軟弱なため、地盤改良も含めた中で進めてまいりたいと考えております。 
 なお、現在工事中の下部工工事につきましては、国土交通省との協議に時間を要し、工期延

長の必要が生じたため、今議会において変更契約のご議決をいただきたいと考えております。 
 次に仮称、笛吹スマートインターチェンジの整備促進についてであります。 
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 高速道路利便増進事業の制度要綱に基づき計画を進めております。要綱の定義として、地方

公共団体が主体となって発意しとなっているため、本市では山梨県と連携し関係機関の協力を

得ながら、平成２１年９月から６回の勉強会および２回の地区協議会準備会を開催してまいり

ました。こうした計画の素案づくりを進める中、昨年１２月２６日に開催いたしました地区協

議会において実施計画書の策定を終えたところでございます。 
 現在、国からの指示を待っている状況ですが、今後の手続きといたしましては、実施計画書

を中日本高速道路株式会社および独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に提出し、国

の同意を得たのち、市ならびに県において連結許可申請書を国土交通大臣へ提出することとな

ります。その後、連結許可を受け、詳細設計および関係者の皆さまのご理解をいただく中、用

地測量・用地買収を進め、平成２７年度末の供用を目指して事業に取り組んでまいります。 
 次にバイオマス事業についてでありますが、バイオマスセンター建設事業につきましては平

成２３年度に周辺の生活環境影響調査や生ごみ堆肥・汚泥肥料の性状分析などを行いました。

また、本年１月には民間事業者を活用したＤＢＯ方式による公共施設整備の推進を図るため、

笛吹市バイオマスセンター建設事業審査委員会を立ち上げ、バイオマスセンター運営のコスト

やリスク管理など民間事業者選定の問題点を検討し、現在進めているところであります。２４年

度におきましては、施設用地の確保に取り組むとともに民間事業者の公募および選定を行い、

平成２７年度の供用開始に向け取り組んでまいります。 
 次に八代ふるさと公園整備事業についてでありますが、現在、全体の８割以上の用地買収を

終え、埋蔵文化財の調査に関わる作業を行っているところであります。平成２４年度の残りの

用地買収に努めるとともに造成等の工事に着手してまいります。 
 続きまして、市の観光と農業施策の新たな取り組みはにお答えいたします。 
 まず昨年の祭り等を検証し、新年度工夫したイベント計画はについてでございます。 
 昨年は３．１１の災害により春祭り等のイベントを自粛したものの、その他の観光イベント

につきましては、観光関係団体のご協力をいただき積極的に実施してまいりました。祭り終了

後には問題点や改善点など、来年度に向けて発展的な話し合いを行っております。 
 今後の考え方といたしましては、観光客のニーズの変化を捉え、通年のイベント内容にも目

新しい内容を加え、見せ方の工夫や参加型のイベントの増設、体験型のイベントの実施等に心

がけ、観光客のリピートにつながる事業の展開を図ってまいります。 
 次にインターネット情報発信等、観光集客に向けた取り組みについてでありますが、笛吹市

では、観光情報の提供を市のホームページを通じて広く県内外に発信しておりますが、民間情

報の掲載等に一定の制限があることから、笛吹市観光物産連盟による観光に特化したふえふき

観光ナビを昨年１２月オープンさせ、旬の情報や食べる・温泉・泊まる・遊ぶ・特産物等のジャ

ンルを設け、利用者が簡単に入手できるインターネット情報の提供に努めております。また市

内でも新たな石和温泉駅前観光案内所を中心にしたインターネットの無料接続環境を駅前広場

に設けるなど情報入手環境の整備も行い、さらなる観光客の利便性の向上を図ってまいります。 
 次に観光客誘致に向けた積極的な取り組みはについてでありますが、平成２３年度当初、富

士山周辺の観光地である富士河口湖・笛吹は、観光庁から札幌・東京・京都・大阪等も含む外

国客受け入れ戦略拠点地区として選定されました。これを受け、笛吹市内へより多くの誘客が

可能となる情報の提供を行い、観光施設情報の多言語化など、さらに活発な事業展開を図って

まいりたいと考えております。 
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 また、先般も都内で甲府市・山梨市・甲州市などの４市連携事業として、大手エージェント

等へ観光説明会を開催し、市の枠を超えた観光ＰＲ活動を実施するとともに、県や観光推進機

構が企画する観光説明会へ積極的な参加を行い、観光客誘致につながる活発な活動を推し進め

てまいります。 
 次に、新たな担い手づくりの施策はについてお答えを申し上げます。 
 日本一の桃とぶどうの生産量を誇る笛吹市ですが、遊休農地対策とともに農業後継者の育成

や就農者への支援対策は大きな課題と考えております。 
 まず、農業後継者対策といたしましては、新規就農農業後継者支援事業により平成２３年度

には延べ３３人が認定を受け、後継者の育成に大きな成果が上がっているところでございます。

また２４年度からはこの事業に加え、新たに４５歳までのＩターンの新規就農者に対し１００万

円、Ｕターンの新規就農者に対しまして５０万円を、それぞれ２年間支援する新規就農者支援

事業がスタートいたします。これらの支援事業により新規就農者や農業後継者の育成が定着さ

れるものと期待をいたしております。 
 続きまして、少子高齢化に対応する新たな取り組みについて、お答えをいたします。 
 まず国民健康保険の状況でありますが、本市の２月１日現在の被保険者数は２万３，３００人

余りであります。市民の３２％が国保に加入いたしております。その医療費は、被保険者の高

齢化や医療の高度化などにより年々増加いたしており、昨年４月から今年の１月までの保険給

付費は４４億６千万円となっており、前年に比べ２億３，６００万円も増加をしております。

このままいきますと、今年度の保険給付費は５４億円に迫る勢いであります。この医療費を賄

う財源は約７０％強が国や県からの補助金、社会保険診療報酬支払基金からの交付金等で、残

り約３０％弱が被保険者から納めていただく国保税であります。 
 今年度の国保税現年度分の調定額は２３億８千万円余りで、１人当たりにいたしますと約

１０万２千円余りになります。医療費が増えますと国保税を引き上げないと国保財政は運営で

きなくなります。この増え続ける医療費を抑えるため、特定健診と特定保健指導をはじめ、適

正受診の啓発等に取り組んでいるところであります。 
 次に国民年金事業の状況についてでありますが、保険料の徴収から年金の支給まで、ほとん

どが国の事務となっており、市町村では２０歳から６０歳までの国民年金加入者の受付事務を

行っております。昨年４月から今年１月末までの受付件数は資格取得・喪失が合わせて２，

５８４件、未支給請求・障害者年金等の裁定請求が４０４件、申請免除が２，３０６件、学生

に対する納付特例が４４７件などとなっております。年金相談会を毎月開催しており、月平均

５から６名の方が利用しています。 
 次に第５期介護保険事業計画策定内容および、介護保険サービスの将来推計についてであり

ます。 
 まず計画策定の内容につきましては、現行計画の達成状況分析や市民意識の把握などに基づ

きまして高齢者が元気に活躍するまち、安心して生活できるまち、互いに支え合うまちを基本

理念に位置づけ、推進するものとなっております。 
 特に計画策定のポイントといたしましては、小地域において高齢者の生活を支える仕組みを

充実させるなど、地域包括ケアシステムの実現に向けた取り組みや特別養護老人ホームへの入

所待機者が増加している現状を踏まえ、小規模特養の新設、認知症高齢者に対応した基盤整備

の推進および低所得者への軽減策として、所得段階の追加による保険料負担の軽減の３つを主
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な柱としております。 
 具体的には、地域包括支援センターを中心にした市内全域での小地域ケア体制の構築を目指

し、事業推進のため笛吹市包括ケア体制推進会議の設立を計画いたしております。また、施設

整備につきましては、サービス提供事業者を募る中で、ニーズの高い地域を優先的に選定する

こととし、平成２５年度には認知症対応型通所介護施設を、２６年度には小規模特養、認知症

対応グループホームおよび小規模多機能型居宅介護施設の整備を計画いたしております。 
 次に介護保険サービスの将来推計についてでありますが、市内の６５歳以上の高齢者数は、

平成２６年度には現在よりも１，７９０人増えて約１万８，９２０人となり、高齢化率は２３．

８％から２６．４％へ、介護保険認定者数は現在より７．７％増の２，９３０人と見込んでお

ります。こうしたことから、平成２６年度までの向こう３年間の給付費総額を現行計画費１７．

１％増の１５６億４，７００万円といたしました。 
 そのうち要介護度１から５の方を対象とする介護サービスは、この４月からの介護報酬単価

の改定を踏まえ推計した結果、３年間で１３８億４，２００万円となり、給付費のうちの８８．

５％を占めるものとなっております。 
 一方、要支援・要介護になるおそれのある高齢者を対象とした介護予防事業にあたる地域支

援事業費は、これまでの実績や今後の予防事業の強化等を踏まえ、現行計画費４０％増の４億

３００万円となっております。 
 介護保険料につきましては、施設整備や利用者の自然増、第１号被保険者負担率の改定など

に伴い必然的に上昇することとなりますので、保険料の抑制として、市の介護給付費準備基金

および県の財政安定化基金の取り崩し、さらに保険料賦課段階区分を現行の８段階から、第５期

では９段階に増やすことにより、県下の平均保険料月額が２３．９％の増となる中、本市では

第４期保険料を４，５８２円から１１．２％増となります、５，０９５円といたしました。 
 こうした中、低所得者の方々が介護サービスを円滑に利用できるよう、保険料の減免や利用

料の負担軽減対策に取り組み、今後も介護を必要とする方々ができる限り住み慣れた地域で自

立した生活が送れるよう、第５期事業計画を着実に推進していきたいと考えております。 
 次に安心して産み育てられる環境づくり施策と保育事業の今後の計画についてでございます。 
 平成２２年度から２６年度までの５カ年間を計画期間とする、次世代育成支援行動計画の後

期計画を策定したところであります。すくすく生き生き子育てのまち笛吹を基本理念とし、地

域における子育て支援、親と子の健康の確保と増進など、７つの基本施策に基づいた子育て支

援を推進しております。 
 地域における子育て支援策といたしましては、地域子育て支援センターや学童保育クラブの

充実、ファミリーサポートセンター事業、病児・病後児保育事業、各種保育サービスの提供、

また子どもや母親の健康の増進のため乳幼児健診、乳児家庭全戸訪問、母親学級等の充実を目

指し、育児支援に取り組んでおります。また子育て家庭の経済的負担を軽減し、併せて児童の

健康増進を図るための子どもの医療費助成につきましては、平成２３年度から制度の拡充を図っ

たところであります。 
 今後も次世代育成支援行動計画・後期計画に基づき、保健・医療・福祉・教育などの各分野

と連携しながら、次世代を担う子どもたちの健全育成と併せ、地域全体で子育てを支援する環

境づくりに努めてまいります。 
 また、保育所につきましてはここ数年、入所児童数はほぼ横ばい傾向にあるものの、乳児等
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の低年齢児の入所は増加しております。子育て支援へのニーズに対応するため、さらなる保育

サービスの充実に努めてまいります。 
 市では現在、児童福祉法に基づき、公立保育所１４施設の運営ならびに市内私立保育園１０施

設への支援事業などにより、保育ニーズに対応した保育サービスの提供を行っているところで

あります。 
 多様化する保育ニーズに対応するため、次世代育成支援行動計画に基づき延長保育、一時預

かり保育、休日保育、乳児保育などの特別保育事業の充実を図るとともに、平成２１年度に策

定いたしました笛吹市保育所ビジョンを展開しつつ、保育所運営の充実および職員の資質向上

を図っているところであります。 
 また、保育所の施設整備につきましては、石和第五保育所の建設、石和第二保育所ならびに

石和第四保育所の改修、さらに私立保育園の施設整備への支援などを行っており、安心・安全

な保育環境確立のための整備を進めているところであります。 
 今後の事業計画でありますが、延長保育や一時預かり事業などの特別保育の実施につきまし

ては、児童数の動向や保育ニーズを見極めながら保育士の配置や勤務体制の検討を行い、市内

への適正な配置を図るとともに、民間活力導入も含めた保育所運営の適正化を図ることにより、

必要とされる保育サービスを提供していきたいと考えております。 
 なお現在、保育所と幼稚園を一体化する総合子ども園構想などを盛り込んだ、子育てを社会

全体で支援する新しい枠組みであります子ども・子育て新システムにつきましては、政府は

２０１３年度のスタートを目指しているところでありますが、市といたしましても慎重に状況

を見極めながらよりよい保育環境構築のため、私立の施設とも連携を図りながら対応していき

たいと考えております。 
 次に子どもすこやか医療費助成事業拡大についてでありますが、本市では平成２１年４月よ

り、入院・通院ともに助成対象年齢を小学校就学前の６歳までに拡大し、２年後の昨年４月か

らは、助成対象年齢を小学校就学前の６歳から小学校６年生１２歳までに、対象年齢の拡大を

段階的に実施してきたところであります。 
 この制度は、５歳未満の通院と小学校就学前までの入院、いわゆる乳幼児医療費助成事業に

つきましては、県の補助を受けて実施しております。対象年齢の拡大部分は市単独事業となっ

ており、財政面での課題もありますことから、市長会を通じて国・県へ助成対象年齢の拡大に

ついての働きかけを継続的に行っているところであります。 
 ご質問の助成対象を中学校修了前の子どもまで拡大する考えはあるかについてでありますが、

子育て家庭における経済的負担の軽減を図り、併せて次代を担う子どもたちの健全育成を図る

ため、対象年齢拡大は大変、有効な支援策であると認識いたしております。今後も医療費の動

向などを見極めながら検討してまいります。 
 続きまして、市の防災計画見直しについてであります。 
 まず、市の防災計画見直しの内容とスケジュールについてでありますが、山梨県が３．１１東

日本大震災を受けて地域防災計画を見直しており、本市におきましてもそれに合わせて見直し

をいたします。 
 見直しの具体的な内容は情報の収集や通信手段の整備、防災知識の普及、自主防災組織の育

成、避難者受け入れ体制の確立、災害時要援護者対策、帰宅困難者対策、防災ボランティア受

け入れ体制整備、原子力災害対策、富士山噴火災害対策などであります。 
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 またスケジュールでありますが、県の防災計画との整合性を図り見直しを行いますので、平

成２４年度の事業として可能な限り早く取り組んでまいります。 
 なお、三連動地震や首都圏直下型地震等の被害想定については、国の提示を受けてからの見

直しとなります。 
 次に１月２８日の地震の際、市の緊急対応策はについてですが、この日につきましては、午

前７時３９分に最初の地震が、７時４３分に２回目の地震が発生いたしました。山梨県中西部

の震度が４という気象庁からの防災メールを受けて、担当職員が参集いたしました。 
 市内の震度が３であることを確認するとともに、各支所に被害状況の確認を指示し、報告を

受けましたが被害は確認できませんでしたので、午前１０時には初動体制を解除いたしました。 
 以上、答弁といたします。 
 なお、教育環境整備充実の取り組みは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（小林始君） 

 続いて、教育長より答弁を求めます。 
 教育長、山田武人君。 

〇教育長（山田武人君） 
 笛政クラブ、網倉正治議員の代表質問にお答えいたします。 
 教育環境整備充実の取り組みはのご質問のうち、市内の学校施設等の耐震化の取り組み状況

と整備計画についてですが、現在、市内の小中学校には児童生徒が利用する校舎および体育館

が旧芦川中学校校舎を含めて９０棟、設置されています。このうち３５棟については、昭和５６年

施行の新耐震基準を満たしており、残りの５５棟についてもすべてに耐震診断を実施し、ＩＳ

値０．６未満の倒壊の危険性のある建物については、計画的に耐震補強を進めてまいりました。 
 本年度、一宮中学校と旧芦川中学校体育館の耐震化事業を実施中でありますが、一宮中学校

につきましては２月２４日に完成検査を行い、２９日には引き渡しの運びとなりました。また

芦川中学校につきましては現在、校舎２棟を解体中であり、２５年度までに体育館を改築する

予定で進めております。この２事業が完成しますと、市内１９小中学校の校舎および体育館の

耐震化率は１００％を達成いたします。 
 また、猛暑対策についてでありますが、近年の夏の厳しい暑さの中、熱中症などにより体調

を崩す子どもが少なくなく、学校における学習環境は好ましい状況ではないことから、普通教

室へのエアコン設備を整備していくことといたしました。 
 今議会に設計費、工事費などのエアコン設備整備に関わる補正予算を計上させていただいて

おりますので、議会のご理解をいただく中で、２４年度中の完成を目標に取り組んでまいりま

す。また、各学校の修繕課題につきましては緊急性・必要性等を十分に考慮し、計画的な学校

施設の整備を進めてまいりたいと考えております。 
 次に石和中学校北館改築等の年次計画についてでございますけども、石和中学校北館は廊下

がなく、階段ごとに教室が分断されている全国的にも稀な構造で通称、バッテリー校舎といわ

れています。廊下がないために隣の教室に行く際は渡り廊下を渡り、南館を経由して行かなけ

ればならない不便さや非常時に多くの生徒が一気に階段に集中することによる危険性、また昇

降口の高さや階段の暗さなどから生徒が圧迫感や閉塞感を感じるなど、さまざまな問題を抱え

ております。 
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 その構造上の特性から発生する問題を解消し、建物の機能性、学校生活環境の向上を図るた

め、２４年度から北館の改築事業に取り組んでまいります。また給食棟についても、衛生面や

職場環境の改善、建物の安全性確保の必要性から同時に改築を行ってまいります。 
 事業は２４年度から２６年度までの３カ年を計画しており、来年度は北館および給食棟改築

の実施設計に取り組む予定であり、そのための設計業務委託経費を当初予算に計上させていた

だいております。２５年度には改築工事に取りかかり、２６年度の夏休みまでの完成を目指し

て作業を進めていく計画でございます。 
 次に少人数学級推進への影響についてでございます。 
 平成２３年４月に義務教育標準法の一部改正があり、３０年ぶりに１学級の標準児童数が小

学校１学年に限り４０人から３５人に引き下げられました。しかしながら、文部科学省より示

された平成２８年までに中学校３年生まで順次、標準児童生徒数を引き下げるという計画につ

きましては、東日本大震災復興や財源確保等の諸事情の中で、平成２４年度に予定されていた

小学校２年生までの標準児童数の引き下げが見送られ、今後の改善計画についても見通しが立

たない状況であります。 
 山梨県では、国に先駆けまして独自にはぐくみプランと称し、平成２０年度より小学校１・

２年生の３０人学級、中学校１年生の３５人学級を実施してきました。平成２３年度には小学

校３年生の３５人学級を加えた少人数学級編成を実施しております。笛吹市教育委員会でも県

の基準に則り学級編成を行ってきました。小学校２年生につきましては、平成２４年度は加配

教員での対応を国が打ち出しておりますので、市への実質的な影響はありません。しかし、改

善計画が見送られたことで、小学校の高学年や中学校の２年生、３年生における少人数学級推

進が遅れることが懸念されております。 
 以上で、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 再質問を許します。 
 網倉正治君。 

〇１番議員（網倉正治君） 
 当初予算での政策と方向性の取り組みについて、ご答弁をいただきありがとうございました。 
 次にその中身について、具体的に質問いたします。 
 はじめに財政運営上、基本となる本市の将来像を見据えて作成された第１次笛吹市総合計画

で掲げた２８施策事業を推進する中で、精査されたコスト、成果については具体的にどのよう

な成果が出たのか。また新年度予算では、施策別枠配分方式による優先度を明確にした施策内

容をしたと申されておりますが、目標達成成果をどのように捉えて推進していくのか、お伺い

をいたします。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、成島財政課長。 
〇財政課長（成島敦志君） 

 ただいまの網倉議員の総合計画のほうに２８の施策が掲げられておりますけども、それを進

めるにあたりまして、具体的な成果、それから枠配分方式による目標の達成の成果というよう

なご質問をいただきましたけども、総合計画のほうの施策の達成度につきましては今後、これ

から後期基本計画のほうを策定するような段階になってまいりますので、今後、検証という形
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で作業のほうを進めていく中で、また後期基本計画をつくっていくスケジュールになると思い

ますけども、特にこの施策を通じて、行政改革の中で枠配分方式ということで各施策へ枠配分

した中で、新年度予算を設定するというような作業を進めてきたわけでございますけども、こ

の施策の中ですけども、それぞれその施策としての大きな枠の中ではそれぞれ評価等を踏まえ

て、最終的な優先度を付けていくという方式になります。ただ、この行政評価、それぞれの施

策の中では、事務事業が多数その中に細かくございますので、その施策の中での事務事業の優

先度というものがございます。 
 特に市として大きく優先度を付けた事務事業、それをもとに施策として優先度を付けていく

という作業になってまいりますので、この作業過程の中で達成したいろんな優先度を含めて、

それを新年度予算の中で生かされたかということでありますと、今回の当初予算のほうへそれ

ぞれ事務事業等、いろんな事業が予算化されておりますので、そういう面につきまして非常に

有効的だったというふうに考えております。 
 ただし、まだまだ課題が残されておるものと思いますので検証をしながら、次年度へ行政評

価システムのほうの、さらに高めるように次年度へつなげていきたいと、そんなように考えて

おります。 
 以上でございます。 

〇議長（小林始君） 
 網倉正治君。 

〇１番議員（網倉正治君） 
 本市の財政収支については、大型事業の推進等で２年連続で３００億円を超える予算となっ

ておりますが、先ほどの答弁で財政は健全であるとの答弁でございましたが、市民は国の財政

や市の財政運営にも関心を持って注視しているところであります。市民に健全財政を理解して

もらう重要数値は何と何か。また周知は今後どのようにしていくのか、お伺いをいたします。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、成島財政課長。 
〇財政課長（成島敦志君） 

 再質問の中で、市が健全であるという部分での数値、それからそれを今後どういうふうにし

ていくかというようなご質問でありますけども、財政の健全度を示す指標といたしまして、財

政健全化法というものがございまして、その中で義務付けられているものがございます。通常、

財政健全化によります財政指標、４つの指標でございますけども、２２年度決算の中での指標

でございますけども、一般会計が負担することとなっております借入金の返済額などから算定

します実質公債費比率、これにつきましては１３．８％。それから一般会計の借入金など、将

来負担から算定します将来負担比率というのがございますけども、これにつきましては８８．

４％でございます。基準値を超えますと、財政健全化計画をつくることとなる早期健全化基準

でございますけども、この中では実質公債費比率のほうは２５％、それから将来負担比率につ

きましては３５０％という数値でございますので、この数値から考えますと、いずれも健全の

基準内にあるというふうに考えております。 
 また一般会計の赤字額、それからすべての会計を合わせた中での赤字額によりまして算定さ

れます実質赤字比率、それから連結実質赤字比率というのがございますけども、この２つの指

標につきましては、赤字というものが発生しておりませんので算定されていないというふうな
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ものでございます。 
 以上が財政健全化の４指標でございますけれども、平成２２年度の決算における指標という

ことであります。今後とも特に、この実質公債費比率のほうに注視しまして、起債の許可が協

議制から許可制に変わるというような、１８％以上というものが１つの目安でございますので、

そうならないように健全財政に努めていきたいというふうに考えてございます。 
 以上でございます。 

〇議長（小林始君） 
 網倉正治君。 

〇１番議員（網倉正治君） 
 当初予算において、市の財政力に応じて国から交付される地方交付税がですね、昨年度より

６億４，２００万円の増額になっておりますが、すでに借り入れている合併特例債借入措置と

しての返還金はおおよそどのくらいの返還になっておるのか、お伺いします。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、成島財政課長。 
〇財政課長（成島敦志君） 

 地方交付税の増額になっている部分という中での、合併特例債の交付税の借入額というご質

問でございます。 
 地方交付税につきましては、２３年の予算と比較しますと６億４千万円余り増加していると

いう見込みで当初予算のほうを設定させていただいております。この中に合併特例債の借り入

れによる交付税の反映という部分では、２３年度の借入額、まだ決定していないところでござ

いますけども、借入額、見込みの中で案ですけども、おおむね８億円というふうに推計をして

おります。 
 以上でございます。 

〇議長（小林始君） 
 網倉正治君。 

〇１番議員（網倉正治君） 
 当初予算での本市財政状況は近隣類似団体、いわゆる市町村と比較してどのような財政状況

か。また２２年度は前年に比べ、経常収支比率の数値が改善された要因は何かをお伺いします。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、成島財政課長。 
〇財政課長（成島敦志君） 

 数値といたしましては、２２年度の決算の状況が県内につきましては公表されておりますの

で、その数値の中で見ますと、実質公債費比率につきましては県内平均で１３．７％でござい

ます。笛吹市が１３．８％ということで、ほぼ同等といえるところでございます。 
 なお、経常収支比率につきましては、県内平均が８２．７％でありまして、本市の場合７５．

６％というような状況であります。平均よりも財政構造としては、弾力性があるというような

判断ができるではないかと思います。 
 あと近隣ということで、ほかを見てみますと、実質公債費比率でありますけども、甲府市が

１３．４％、それから山梨市が１４．５％、甲州市が１５．３％でございます。あと経常収支

比率につきましては甲府市が８８．３％、山梨市８１．４％で甲州市が８０．７％というよう
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な状況でございます。 
 あと経常収支比率のところでございますけども、ここの算定にあたりましては、市税の普通

交付税のように、使途が特定されてなくて経常的に収入される一般財源のうち人件費、それか

ら扶助費、あと公債費、経常的に支出される経費に充当されたものが占める割合ということに

なりますけども、経常収支比率、今、言いましたけども、２２年度で７５．６％、２１年度８４．

４％ということで、８．８ポイント下がっている状況でございます。その要因でありますけど

も、経常経費に充当しました一般財源の減少でございますけども、大きなものは地方交付税、

それから臨時財政対策債が大きく増額したことによる減という状況でございます。 
 以上で答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 網倉正治君。 

〇１番議員（網倉正治君） 
 では健全財政のために、またよろしくお願いします。 
 次に移ります。 
 多機能アリーナ建設事業に伴う経済波及効果調査書が報告されましたが、経済波及効果につ

いて注目する点は何か、お伺いをいたします。建設部で。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、池田経営政策部長。 
〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 経済波及効果のポイントというご質問でございますか。今回の経済波及効果算出にあたりま

しては、県内外の多くの類似施設を調査した上で想定来場者数を推計したというものでありま

す。この数値がひとつの基礎数値として活用でき、今後の検討や施設経営の目安として活用し

ていきたいというものが１点ございます。 
 それから２点目でございますけども、単年度の経済波及効果を３億２千万円とさせていただ

きました。このうち来場者、いわゆるお客さんでございますけども、それらの皆さんのもたら

す効果といたしまして２億２千万円。この効果につきましては毎年、繰り返されるものであり

まして、必然的に来場者の皆さんが増えれば比例して効果も上がるものというふうに捉えてお

ります。 
 それから今回の経済波及効果であります、２０年という長期な視点で算定しておりまして、

建築物につきましては長期的な視野に立った運営が必要であると。将来必要となります大規模

改修等々も含めまして、算定したというような状況であります。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 網倉正治君。 

〇１番議員（網倉正治君） 
 多機能アリーナ施設運営で、市民が使いやすい施設とするためには管理運営計画は大事だが、

どのように考えているのかをお伺いします。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、池田経営政策部長。 
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〇経営政策部長（池田聖仁君） 
 管理運営計画についてどのように考えているのかというご質問でありますけども、現在、管

理運営基本計画につきまして策定中でございまして、この３月に策定をいたします。それに続

きまして、より具体的な管理運営方法と市民の皆さんからもご指摘いただきまして、ワークショッ

プがありますけども、それらの皆さんで管理運営の実施計画を平成２４年度策定してまいりた

いと。その中で具体的な運営方法、それからイベント情報、それから自主事業を含めまして、

具体的なものをつくっていきたいということで現在、進めております。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 網倉正治君。 

〇１番議員（網倉正治君） 
 管理運営の計画には十分留意して、使いやすいようにうまくお願いしたいところです。 
 次に移ります。 
 本市の玄関口であり、交通の拠点である石和温泉駅舎の改築に合わせた駅北口ロータリー広

場および国道１４０号線とのアクセス道路状況について、伺います。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、佐藤建設部長。 
〇建設部長（佐藤貞雄君） 

 網倉議員の石和温泉駅北口のアクセス道路、ならびにロータリーの整備状況ということであ

りますけれども、国道１４０号からの道路のアクセスにつきましては、すでに用地の買収等は

済んでおりますので、今後、道路整備等を進めてまいります。合わせた中で上水道、ならびに

下水道の布設も同時に併せて取り組んでいきたいと思っています。さらに電線の共同溝につい

ても工事等を着々と進める中で、平成２４年度末までは道路のそういった完成等を図っていき

たいと考えております。 
 また北口に計画されておりますロータリーの関係でありますけれども、ロータリー内、それ

からロータリーの北側の市道の交差部の安全性につきまして、県の公安委員会と協議を進めな

がら詳細設計等を詰めていっている、そういった状況であります。 
 以上が整備状況となっております。 

〇議長（小林始君） 
 網倉正治君。 

〇１番議員（網倉正治君） 
 昨年は東日本大震災の影響などにより、川中島合戦絵巻が中止になり、その後の夏まつり、

花火大会では祭りの際に露天商の自粛もありましたが、地元の商工会や地域商店等の協力で新

たな祭りのスタイルも生まれてきたようでございますが、今後の出店のあり方を協力者よりア

ンケート調査をしたようだが、結果はどうであったのか。併せて、今年度は露天商の出店はあ

るのかをお伺いいたします。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、豊角産業観光課長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 ご案内のとおり、昨年の３月１１日の大震災、それに伴っての東電での原発事故、多大な観
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光関係についてもダメージを負ったところであります。それに伴い、春先のイベント等の中止

あるいは自粛ということで、夏まつり以降については、例年的なイベントを開催したわけであ

りますが、出店等については暴対法の関係で笛吹の花火大会については、商工会との連携を図

る中で、店舗の出店についてご協力をいただいたところであります。 
 この中で、イベントが終わった段階でアンケート調査を行いました。出店舗の全店舗にアン

ケートを行ったわけですが、８割強が来年以降もまたやってみたいという、非常にありがたい

アンケート結果が出ております。そういった中で、今年度についても同じことを考えておりま

す。やはり祭りには出店、華も必要かと考えますので、なお一層、商工会と連携を図る中で進

めてまいりたいと考えています。 
 以上になります。 

〇議長（小林始君） 
 網倉正治君。 

〇１番議員（網倉正治君） 
 そうですね。山梨県で開催される富士の国やまなしの開催まで、あと１年と迫った山梨では

四季折々の豊かな自然と特色ある伝統行事を全国に発信するよい機会だが、県や市町村の実行

委員会が中心になり、文化祭の祭典等の準備を進めておりますが、本市の開催準備の取り組み

状況はどのようになっているのか。併せて本市の文化・観光をどのようにＰＲしていくのか、

お伺いをいたします。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、仲澤教育部長。 
〇教育部長（仲澤和朗君） 

 国民文化祭の関係のご質問でございますけども、国民文化祭につきましては、実行委員会を

立ち上げさせていただきまして、また笛吹としましては俳句、現代詩の２部門、それからそれ

以外の継続事業といたしましては３事業、計５事業を実施する予定でございます。現代詩、そ

れから俳句大会につきましては、すでに企画専門委員会というものを立ち上げまして、それぞ

れ開催に向けて準備を進めております。当然、全国から皆さんが参加していただきます。来年

１０月から開催する予定でございます。しかし山梨県におきましては、来年１月からすでに開

催いたします。もう１年を切っているわけでございますけども、それぞれ笛吹市におきまして

も、全国の皆さんに来ていただいて、また訪れていただけるような大会になるよう準備を進め

てまいります。 
 以上で答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 網倉正治君。 

〇１番議員（網倉正治君） 
 新たな担い手確保の施策として、新規就農者に資金支援導入を計画しているが、補助金支給

等の審査はどのようになさるのか、お伺いをいたします。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、豊角産業観光課長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 高齢化等に伴います担い手不足というものは深刻な問題だと考えております。その中で通年
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行ってまいりました新規就農の後継者の支援対策に付随して、来年度から新たにＩターン、Ｕ

ターンの方にそれぞれ２年間でありますが、それぞれ支援をするという制度を設けたいと考え

ております。その中で交付要綱を定めてまいりたいと考えております。 
 まず内容になりますが、今までの後継者対策と大きく違うところがみずからが農業で生計を

維持するという、こういう目的になります。年間２００日以上を農業に従事するという、こう

いったことの定義づけを行います。それから住所要件を設けます。当然ながら笛吹市内に住所

を有する。それから年齢要件４５歳未満という、この２つを設けます。 
 Ｉターン、Ｕターンというものの定義づけもはっきり行いたいと思っています。Ｉターンと

いう方については、市内に一切の生活拠点あるいは農業基盤を、営農基盤ですね、これを有し

たい方ということをＩターン。Ｕターンには逆に市内に生活拠点があり、営農基盤となるもの

がある。ここで定義づけをはっきりしていきたいと思っております。 
 なお、この申請についてはそれぞれ就農の計画書あるいは誓約書、あるいはお金が絡みます

ので、身元保証書等々を付けることが義務付けとなり、計画以降３年間についての就農状況、

これを徹底づけるということで、これも大きな担い手対策の支援策の一環と考えております。 
 以上になります。 

〇議長（小林始君） 
 網倉正治君。 

〇１番議員（網倉正治君） 
 国民健康保険はサラリーマンでない自営業者、農業従事者の医療保険制度として発足したが

産業構造の変化、景気低迷、高齢化が進み、年金生活者や失業者等の増加もある中で保険税、

就農状況についてお伺いします。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、河野市民環境部長。 
〇市民環境部長（河野修君） 

 ただいまの再質問の収納状況でございますが、１月末の数字で申し上げます。収納額が１６億

３千万円でございまして、収納率が６８．９％でございます。昨年の同期と比較しますと２，

２００万円ほど、金額で。それから率で０．８％ほど増となっております。２月、最後の納期

を迎えますので、これから収納率等も伸びていくわけでございますが、昨年度の収納率が最終

的に８９．８９％でございましたので、今年度は収納率を９０％台を目指して、できれば９０．

５％にいき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（小林始君） 
 網倉正治君。 

〇１番議員（網倉正治君） 
 安心して子どもを育てる環境づくり整備が進められておりますが、市民から見るとまだまだ

環境が整っていないと思う割合が低いという、市の調査結果が出たように聞き及んでおります

が、今後の取り組みについて考えがあるのかをお伺いします。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、荻原福祉事務所所長。 
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〇福祉事務所所長（荻原明人君） 
 再質問にお答えいたします。 
 市の調査によりまして、安心して産み育てられる環境づくりに対する市民の方の評価がまだ

低いようであると。これは毎年度実施しております、まちづくり基礎調査の調査結果のことで

あろうかと思いますけども、この調査は総合計画の各施策の進捗状況、現状また今後のまちづ

くりを反映するために行っている調査でありまして、その調査の設問の中の１つに安心して産

み育てられる環境づくりが整っていると思いますかという設問であります。思います、また少

し思いますという方が約２５％程度ありました一方で、そうは思わない、あるいは思わないと

いう、整備に対してまだ評価を十分いただいていないという数値も３０％ぐらいございました。 
 市では安心して産み育てられる環境づくりというのも、総合計画の中の１つの柱といたしま

して、各種の子育て支援事業、それから保育の充実、また少子化対策、それから関係する施設

整備と多岐にわたって取り組んでおります。総合的な子育て支援に取り組んでおりますけども、

なかなかそういった成果が、すぐ数値に表われないというところがございます。 
 こういった結果を市といたしましてはしっかり受け止めながら、今後も市民の皆さまのニー

ズをしっかり把握する中で、安心して産み育てられる環境づくりという目標に向けて、今後も

取り組んで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（小林始君） 
 網倉正治君。 

〇１番議員（網倉正治君） 
 先ほどの答弁で、子どもすこやか医療費助成事業拡大について、中学校修了時の子どもまで

対象を拡大・実施する方向で取り組むとのことであります。ぜひとも早期実現に向けて取り組

んでいただきたいとお願いを申し上げます。 
 次に移ります。 
 石和中学校改築工事において、工事中の仮設校舎対策等はどのように計画されているのか。

仮設駐輪置き場等はどうか。併せて石和中学校においては、生徒の大きな環境変化にも対応す

る、子どもへのきめ細かい指導ができる少人数教室のための教室が不足していると聞き及んで

おりますが、改築計画にはＴＴ教室についての対応は盛り込まれておるのかお伺いをいたしま

す。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、仲澤教育部長。 
〇教育部長（仲澤和朗君） 

 網倉議員の再質問にお答えいたします。 
 石和中学校の改築に伴う仮設校舎の計画は、また駐輪場の計画はということでございますけ

ども、先ほど来、答弁させていただきましたように北館、普通教室でございます。子どもたち

が年間を通しまして常に生活する教室、普通教室棟でございます。また私どもが今、考えてお

ります事業計画でいきますと、１年半ほどの時間を要するということでございますから、当然、

仮設校舎につきましては計画を考えております。場所等につきましても、職員室に近いグラウ

ンドの付近をというような計画でおります。 
 またＴＴ教室、特別支援学級等の考えはあるかということでございますけども、今、現状に
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ある教室に併せた対応を考えております。当然子どもたちの行動、また学級編成等に関わるこ

とにつきましては、学校との協議が必要でございます。今現状に必要であるクラスということ

で、これからは詳細設計の実施設計の中で考えて検討を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（小林始君） 
 網倉正治君。 

〇１番議員（網倉正治君） 
 防災計画見直しについて、先ほどの答弁では国、県の動きを見てから見直しを考えるようだ

が、市独自に取り組む対策もあると思います。市として以前より行動を備え、改善をどういう

ふうに取り組んでいくのか、具体的内容があるのかをお伺いします。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、山下総務部長。 
〇総務部長（山下真弥君） 

 網倉議員の再質問にお答えいたします。 
 国、県の防災計画見直し以外で市の独自のものがあるのかというご質問でございます。 
 県のほうでは今、見直しの最終段階に入っておりまして、特に原子力災害、予防対策につい

て、新しい項目を設けて、計画を見直しているところでございます。 
 本市におきましては、平成２４年度当初予算に６３０万円の防災計画見直しの委託料を計上

させていただきまして、具体的に取り組んでいく予定でございます。その中で、特に２３年度、

議会でもご指摘を受けました。水防計画、水防関係について、具体的には避難所あるいは避難

経路、そのへんの見直しについて、この議論を建設部等々、議論をしながら見直しをしていき

たい。併せて原子力関係、またその他の計画の見直しについても国、県に合わせて見直しをし

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（小林始君） 
 網倉正治君。 

〇１番議員（網倉正治君） 
 市の防災対策を見直して、災害被害を減災するためには一人ひとりの日ごろの備えも非常に

大切になりますが、今後、地域での防災訓練実践、避難訓練回数等、さらに強化する必要があ

ると思っております。新たな市としての支援計画の具体策はあるのか。 
 それから前の、昨年の私の議会での質問に対しまして、防災訓練等の市民全体の参加率は１８．

４％というお答えでございましたけども、それも含めて今年度はどのような防災訓練等を考え

ているのか、お願いします。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、山下総務部長。 
〇総務部長（山下真弥君） 

 ３．１１の東日本大震災を受けまして、本市におきましても防災計画の見直しと合わせて防

災訓練につきましても本格的に見直していく必要があろうかと思います。平成２３年度の防災

訓練につきましても、各自主防災組織における避難所の確認、あるいは避難所までの実際の訓

練、これらについて新たにお願いをしまして、全部とはいきませんでしたけども、多くの団体、
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多くの自主防災組織で取り組んでいただきました。２４年度につきましては、訓練における消

耗品、これを１４０万円の計上。それから消火器の詰め替え、これが１８０万円の計上。それ

から自主防災組織への補助金の関係でございますが、従来２００万円でございましたけども、

これを３５０万円に引き上げまして、自主防災組織への補助、とりわけハード面だけではなく

て、防災マップのマップづくり、これらにおきましても補助対象としていきたいというふうに

考えております。 
 このソフト事業を中心に２４年度の防災訓練に向けた取り組みを行いまして、ご指摘の１８．

４％、これをできるだけ達成しながら、さらに上積みを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（小林始君） 
 網倉正治君。 

〇１番議員（網倉正治君） 
 多種にわたる質問に対しまして、丁寧なご答弁をありがとうございました。私ども笛政クラ

ブ議員も笛吹市の発展のために全力を尽くすことを申しまして、代表質問を終わります。あり

がとうございました。 
〇議長（小林始君） 

 代表質問を続けます。 
 なお、午前につきましては質問だけに留めたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思

います。 
 正鵠会の代表質問を行います。 
 降矢好文君。 

〇９番議員（降矢好文君） 
 私は正鵠会を代表して、本定例市議会に提出されました案件ならびに市政全般について質問

いたします。 
 笛政クラブの網倉議員の質問と重なる点も何点かございますが、ご答弁をよろしくお願いい

たします。 
 昨年３月１１日に発生した東北地方を中心とした大災害から、早１年を迎えようとしており

ます。現在、国を挙げての懸命な復興・復旧作業が進んでおりますが、本年の大雪による影響

をテレビ、新聞等のマスコミから流れる映像を目にするにあたり、大変な生活を送られている

姿に心が痛み、また平穏な生活を送ることができるわれわれの環境がどんなにありがたいこと

なのかを改めて感じるところであります。 
 今、地方議会は明治維新、そして戦後以来の第三の変革を迎えていると思います。私たち市

議会は市の行政すべての事項について審議を行い、条例を制定することができます。加えて、

すべてを審議するということは政策決定について市長との合意を構築し、執行後は市長ととも

に結果責任を負わなければならないということではないでしょうか。 
 立場の異なる多様な意見を持つ議員の合議体たる議会が議論を深めることによって、市長と

ともに知恵を競争することにより、よりよい笛吹市が構築されるのではないでしょうか。正鵠

会はそんな議会を目指して、今後とも取り組んでいく所存であります。 
 以下、質問に入ります。 
 まず２４年度の予算編成について、お伺いをいたします。 
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 現在わが国は超高齢化社会、また少子化時代と呼ばれ、最近では人口減少社会との文字を頻

繁に目にすることが増え、本市においても国勢調査により平成２２年、国全体の人口減少の傾

向にある中、都市集中の傾向は変わらず、特に本県を含めた人口１００万人を切る小さな県の

地方自治体の人口減少は、住民生活に直結しかねない問題となっております。活力ある町には

人が集い、また集まった人々が活力を生み出します。この繰り返しにより町は大きな発展を遂

げると考えます。 
 町の活力は地域により異なりますが、この地域に住みたい。またこの地域は子育て、教育環

境が整っているなどの要素はいろいろ考えられますが、人々が魅力を感じる地域をつくること

により、本市における人口減少にも歯止めがかかるのではないでしょうか。行政の命は予算で

あります。特に今議会に上程されている当初予算は、本市の進むべき道を指し示すものだと思

います。そこで上程された本予算は本県の地方自治体のみならず、どの自治体も最終目標と考

えている人口増加を生み出す予算編成となっているのか、お伺いをいたします。 
 次に本市では、昨年１１月に平成２４年度笛吹市行政経営方針の中で、平成２４年度は第１次

笛吹市総合計画前期基本計画の最終年度にあたり、前期の検証を十分にしつつ後期計画を策定

する年度であると謳っております。また、東日本大震災および世界的な金融危機との２つの危

機に直面している厳しい社会状況にある中で、本市はみずからの責任においてまちづくりを行

う自治体経営の必要性を再確認し、自己決定と自己責任の大原則のもと自主自立の行政経営を

基本姿勢として、引き続きオンリーワン都市の実現に向けた笛吹らしさの追求、誰のための仕

事かという原点に立って、市民第一主義で生活者起点の行政を推進すると力強く書かれており

ます。 
 それらを踏まえ、平成２４年度に重点的に取り組む施策として、基本計画の施策体系に定め

た８つの施策も設定されたところであります。そこで、平成２４年度一般会計当初予算歳入歳

出３２１億円の特徴は何か、お聞きいたします。 
 特に昨年発生した東日本大震災後、本市として初めての当初予算となるが市民への安心・安

全対策予算はどのような形で、どのくらい計上されているのかお伺いいたします。 
 次に国・地方を通じ厳しい財政状況にあって、本市の財政状況は平成２２年度の決算で見る

と、基礎的実質収支について黒字を確保しただけでなく、財政調整基金２０億円以上を超える

積み立てを行い、これは日ごろ市長が発言をしている使い切り予算の廃止、合併したことによ

る交付税の増等が考えられますが、職員全員による努力の結果であるとも考えられます。 
 しかしながら今後も歳入の根拠をなす市税の増収が期待できない一方、扶助費をはじめとし

た社会保障関係費が急速に増加し、義務的経費が依然高い水準で推移するなど極めて厳しい収

支見込みが予想されるところであります。歳入見通しについては国、県への要望活動も行って

きたと思いますが、国や県への方針をどのように受け止め、予算編成に生かして歳入見通しを

行っているのか、お伺いをいたします。 
 また、今年度も総合計画に掲げる施策を着実に推進していくため、施策別枠配分方式を採用

し、重点的・効率的に財源を配分するとのことであります。第２次行財政改革の基本方針のも

と４つの区分方式に分け、それぞれ施策ごとに取り組むこととしております。平成２４年度に

重点的に取り組む施策として、基本計画の施策体系に定めた８つの施策も定められましたが、

平成２３年度当初予算から採用してきた施策別枠配分が、どのくらいの成果があったのか。ま

た問題点はあったのか。そして策定した施策をどのように反映されていったのか、お伺いをい
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たします。 
 これまでは市においては、行財政改革のもと職員の削減を計画的に進めてまいりました。こ

の計画は、本市のみならず全国の地方自治体において進められてきた厳しい現実でもあります。

事務の効率化、地域住民の方々の協力と荻野市長を中心とした市職員の協力により大きな成果

を挙げようとしております。そろそろ違う方法にも目を向けるときにきているのではないでしょ

うか。特に昨今、国の機関委任事務の廃止に伴い、事務量が少しずつ増加し、これまでの事務

の効率化だけでは追いつかない点もあるのではないでしょうか。そこで事務量の削減を考えて

はどうでしょうか。必要性の薄くなった事務を廃止することはリスクも伴いますが、もう一度、

事務内容の見直しをし、廃止する勇気を持つことは、この時代の必要不可欠な決断と考えます

が、市長のご所見をお伺いいたします。 
 次に本市の今後の農業振興について、お伺いいたします。 
 本市の農業は高品質で安全・安心な農作物を供給するとともに、その生産活動を通じて地域

社会に活力を与え、素晴らしい農村景観を形成するなど、さまざまな役割を果たしてまいりま

した。しかし農業・農村を取り巻く状況は大変厳しいものがあり、経済のグローバル化の進行、

消費者ニーズの多様化など大きく変化し、農業従事者の高齢化や長引く農産物の低迷など多く

の課題を抱えております。県では本県、農業の再生に向け、平成１９年に横内知事のもと山梨

農業ルネッサンス大綱を策定し、総合的に農業振興に取り組んでおります。しかし、再生といっ

ても簡単なことではございません。全国の農産物を生産している地域において抱える問題は簡

単に解決できる課題ではありませんが、光のあるところには必ず道はあると信じております。 
 本市においては、平成１７年に宣言をした桃・ぶどう日本一の郷笛吹市宣言に基づき、行政

を中心に農協をはじめ各種団体が懸命な努力を続けております。そこでいくつか、今後の取り

組みについて、お伺いをいたします。 
 まず、担い手対策についてであります。 
 本市の農業を支える担い手の確保、育成においては若年層を対象に農業や農村への理解を深

めるとともに、農家の人に加えＩターン、Ｕターン、農愛から意欲ある新規就農者、さらには

定年退職者等も含めた幅広い人材を対象とした確保・育成対策が必要と考えますが、今後の取

り組みについてお聞きいたします。 
 次に、果樹の戦略的販売の促進についてであります。 
 高収益な農業を実現するためには、生産者が自信を持ってつくり出した農産物を有利に販売

できる仕組みづくりが必要と考えます。経済発展が著しいアジア諸国に向けた果実等の輸出拡

大に向け、市長みずからトップセールスをされることも重要ですが、中長期的視点から本市の

農産物の販売戦略を作成し、国内外の消費者・需要者の動向を的確に捉え、具体的な販売戦略

展開することが必要と考えます。そこで今後、どのような販売戦略をお考えなのかをお伺いい

たします。 
 次に農地の基盤整備について、お伺いいたします。 
 本市の果樹産地は平地だけではなく、中山間地域に立地した小規模な圃場が分散しておりま

す。不利な条件のもとで、生産者の高い技術に支えられた集約的な栽培が行われております。

しかし、果樹産地の競争力を強化していくには作業の効率化や省力化、品目別の圃場の団地化、

さらにより高品質な果樹生産が可能な経営基盤の整備が必要と考えます。 
 また美しい農村景観は本市の宝であり、この景観は生産地としてではなく、本市の観光の大
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きな目玉ともなっております。スイスでは農村の景観を守るため、直接、農業従事者に景観保

護のため、国が支援しているとのことであります。さらに近年では森林の整備不足により、多

くの鳥獣による被害が報告され、その対策にも生産者は頭を悩ましております。 
 本市においても、これまで計画的に国・県の協力により農業経営基盤整備を進めてきました

が、今後もさらに基盤整備を進めるにあたり、どのような取り組みを進めるのか具体的な計画

をお持ちなら、お教え願いたいと思います。 
 次に本市の今後の観光振興について、お伺いいたします。 
 本市は果樹と温泉のまちであり、年間を通して多くの方々が訪れる県内有数の観光地でもあ

ります。しかし経済状況の変化に伴い、昔の賑わいは少し薄れ、多くの海外の方々がお越しい

ただく時代へと変化をいたしました。この傾向は本市だけではなく全国的な動きであり、イン

バウント対策は本県、本市の観光事業者のみならず、行政また関係団体が取り組むべき課題と

もなりました。また、本市を訪れる主な方々は首都圏を中心に関東一円の方々が中心であり、

この地域の方々にどのようなアプローチをしていくのかも課題の１つではないでしょうか。そ

こで今後の取り組みについて、何点かお伺いをいたします。 
 まず全国的にも定着してきた本市の各種のイベントでありますが、行財政改革を進める中、

厳しい財政状況の中でいかにして少ない予算を効果的に実のあるものにしていくか。行政のみ

ならず、関係団体、また地域住民の協力なくしてはなし得ません。しかし、各種イベントを含

め、各町の観光に関する予算、また地域のお祭りの予算は当然、前年より減額となり、地域か

らも不安の声が聞こえてきております。丁重な予算の説明、また行政と地域とが知恵を出し合

い進めることが必要と考えますが、市長のお考えをお聞きいたします。 
 また本市の宣伝活動についてでありますが、先ほど述べましたように、本市を訪れる方々は

首都圏を中心に関東地方の方が大半を占め、これまであまり、この地域に対して大きな宣伝活

動がされてきていない気がいたします。アジア諸国を中心に観光に訪れる方々の宿泊単価は非

常に低価格であり、安売り時代とはいえ観光事業者には厳しい状況との声も聞きます。旅行も

形態が変わり、団体旅行から個人旅行に変化を遂げた現在、もう一度、基本に立ち返り、国内、

特に首都圏の宣伝に力を注ぐ必要があると考えております。 
 私の聞き及んだところによりますと、３月２日には池袋サンシャインにおいて、これまでに

なかった、都内において本市の宣伝活動を行うと伺っております。今後、どのような本市の魅

力を発信する宣伝活動を行うか、取り組みについてお聞きをいたします。 
 そして本市観光の方向性について、県では観光振興に関する目標や施策の方針を定める山梨

観光推進計画をまとめ、２０１８年には３千万人の方々に本県を訪れていただく目標を掲げま

した。２０１０年と比べると約２割の増加、観光消費額は約１３％増しを目指すとのことであ

ります。 
 本市におきましても、観光行政の基本構想として作成をいたしました観光振興ビジョンをも

とに具体的な施策を盛り込み、市民の声を生かした観光振興アクションプランを作成されまし

た。県が目指す３千万人の来県客と本市が策定した観光振興アクションプランの連携は。また

震災以降、観光客の動向は少し変化があると考えますが、本市の観光が目指していく数値の目

標、目指すべき方向性についてお考えをお伺いいたします。 
 次に笛吹市障害者基本計画・障害福祉計画について、お伺いいたします。 
 本市におかれましては、障害福祉推進において障害のある人もない人も住みやすいまちづく
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りを目指して、基本となる障害者基本計画、障害福祉計画を策定すべく取り組みが進んでおる

と伺っております。計画策定の理由として障害者を取り巻く環境の変化、平成２３年度障害者

基本法の改正、また障害者自立支援法の廃止等の見直しに伴い、すでに策定されている笛吹市

地域福祉事業を取り込んだ新たな計画であるとのことであります。 
 この計画では障害者、住みやすいまちづくりを進めていくためには、相談支援体制の充実や

生活環境の整備など、従来の施策を推進していくとともに発達障害という新たな概念の受け入

れや児童福祉法に一元化された障害児支援の強化、さらには障害者への虐待防止法を含む権利

擁護体制の充実、発生時の体制整備など新たな課題に対応するとのことでありますが、この計

画がこれまでの計画と具体的に何が違うのか、まずお尋ねします。 
 また、この計画を実のあるものにするためには、行政や関係者のみならず市民一人ひとりの

意識、また協力が必要と考えますが、お考えをお聞きいたします。 
 次に今後の本市の環境整備について、お伺いいたします。 
 まずはじめに、公共下水道整備計画の見直しについてであります。 
 本市の下水道計画は昭和５２年に基本計画が策定され、峡東流域下水道計画の関連公共下水

道として計画が進められてまいりました。笛吹川を中心とする峡東流域における公共用水質保

全と生活環境の改善を目的として順次進めてきましたが、経済状況の変化、国、県、市の財政

状況の変化に伴い、計画の見直しが行われてまいりました。見直しは旧町村の下水道計画の統

合、全体計画区域の拡大および一部区域の削除、合併に伴う処理区分の検討等、全体像を含め

た見直しがなされてきましたが、国、県、市の財政状況は決して楽観できる状況ではないのが、

私が言うまでもない事実であります。下水道が引かれても加入しない方々、下水道料金の滞納

など公共下水道事業は本市のみならず多くの市町村において、今後、計画を見直す動きがある

ことも事実であります。 
 今後の本市の下水道事業が行われていくためにも、そろそろ大幅な事業の見直しが、市民の

皆さまとともに理解を深め取り組んでいく必要があると考えますが、現在の下水道事業の状況

と今後の取り組みについてお尋ねいたします。 
 次に甲府・峡東地域ごみ処理施設基本整備事業の現状と今後について、お伺いいたします。 
 県の施策転換に伴い、境川地域に予定していた産業廃棄物の最終処分場から一般廃棄物の処

理施設へと転換がなされ、本市を含めた４市が予定していたごみ処理施設事業も一定の方向性

が見えてきたと認識しております。 
 今後は環境影響評価、都市計画の決定など取り組んでいかなければならない課題が山積みし

ていると考えますが、具体的な今後の取り組み、また課題、そして今後の具体的なスケジュー

ルをお聞かせください。また、当初ごみ処理施設に予定していた御坂町八千蔵、八代町高家地

区の利用法は現在どのような状況なのか、合わせてお伺いをお願いいたします。 
 ９月の代表質問で、笛政クラブの前島敏彦議員が質問いたしました一宮町福祉センターにつ

いて、最後に質問させていただきたいと思います。 
 現在、一宮町福祉センターには社会福祉協議会、一宮地域事務所、笛吹市子育て支援センター、

またホールなど地元のコーラスグループ、老人クラブ、フラワーサークル等の多くの団体が有

効的に施設を利用しております。 
 平成２２年には今後のあり方について、耐震改修を行うのか。また、末木区公民館は残して

取り壊しをするのか等の方向性を、町内において利用状況を踏まえ、さらに検討していくとの
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ことでありました。担当部局においては耐震上、危ない建物である。入居している社協等には

他の施設に移転していただき、施設利用の方々には類似の施設に切り替えていただきたい。こ

うした考えを踏まえて、一宮地域の方々のご意見を十分に伺って進めていきたいとの意向があ

ると伺っております。 
 しかし当局の考えるように本当に分散化して、類似の施設へこれまでのように利用すること

ができるのか。合併時に一宮ＹＬＯ会館を福祉センターが取り込んだ経緯もあり、利用者の立

場に立ったとき、不安はぬぐい切れません。そこで今後、具体的にどのようなスケジュールで

この問題を進めていくのか。また利用者の方々との意見聴取はどのような形で進めていくのか、

お伺いをいたします。 
 以上で、正鵠会の代表質問といたします。 

〇議長（小林始君） 
 先ほど申し上げましたが、答弁は午後からといたしたいと思います。 
 ここで、暫時休憩いたします。 
 再開は１時３０分といたします。 

休憩  午後１２時１１分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 １時３０分 
〇議長（小林始君） 

 再開いたします。 
 午前の正鵠会の代表質問に対する答弁を求めます。 
 答弁を市長、荻野正直君。 

〇市長（荻野正直君） 
 正鵠会、降矢好文議員の代表質問にお答えいたします。 
 はじめに平成２４年度当初予算編成における考え方について、お答えいたします。 
 まず人口増加を目指す予算編成となっているのかについてでありますが、本市の人口の状況

でございますが、平成２２年１０月の国勢調査では本市人口は７万５１９人となっており、平

成１７年の調査よりも１，１９２人減少しております。しかしながら、住民基本台帳人口と外

国人登録人口の合計は合併以来ほぼ横ばいの状況で、平成２４年１月１日現在で７万２，３０９人

となっております。 
 さて、ご質問にもありました人口の減少は地域活力の喪失、公共サービスの質の低下、住民

負担の増大などが考えられるところであり、本市といたしましても以前より人口減少に関する

対策は重要だと認識をいたした上で、諸々の施策に取り組んでいるところでもあります。人口

減少については、特に出生者数の減少による自然的減少と転出者数の増加と転入者数の減少に

よる社会的減少に分けられると考えられます。 
 まず、自然的減少に関する施策の内容といたしましては、子育てや教育に伴う経済負担の軽

減および保育施策・事業の充実が挙げられるところであり、本市の当初予算でも子どもすこや

か医療費助成事業２億５，５００万円、子どもの各種予防接種補助２億６００万円、公立保育

所施設整備事業１億３，４００万円および、各地区学童保育クラブ事業などの子育て支援に関

わる事業を計画いたしているところであります。 
 次に社会的減少に関する施策の内容といたしましては、地域産業の活性化と就業機会の増加、



 ５２ 

地域の公共サービスの充実、観光産業の振興と交流人口の増加などが挙げられます。 
 本市の当初予算では新規就農者支援事業１，５８０万円、観光宣伝事業３，３００万円、市

営バス運行事業等５，７００万円、上芦川交流施設整備事業６，７００万円、さらに就職ガイ

ダンス事業、シルバー人材センター補助など多くの事業を計画しているところであります。 
 市といたしましては、今後とも長期的な展望を見据えた中で、自然的減少・社会的減少の双

方の観点から人口減少に歯止めをかけ、少しでも人口の増加につながる施策を実施・展開して

まいります。 
 次に、２４年度当初予算の特徴についてでございます。 
 本市の平成２４年度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

続き大型プロジェクト事業に取り組んでいくとともに東日本大震災の教訓を踏まえ、地域防災

計画の見直しをはじめとし、危機管理体制の充実ならびに各種防災対策に重点配分を行ってお

ります。 
 具体的な防災対策事業といたしましては、地域防災計画を緊急に見直すべく防災体制整備事

業、自主防災組織活動支援事業および備蓄品整備事業の拡充。また、災害時の防災拠点施設と

なる本庁舎の耐震改修事業など、総額で前年比３億２千万円増額の６億９，５００万円を計上

いたしているところであります。 
 また各種健康診査事業、予防接種事業および子どもすこやか医療費助成事業などを充実させ、

市民のさらなる健康づくりにも予算を確保するなど、積極的に取り組んでまいります。さらに

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・給食棟改築改修など

教育環境の整備を進めるとともに、平成２５年度に開催される国民文化祭の準備を着実に進め

るなど、未来のための人づくりの各種事業にも優先配分を行ったところであります。 
 次に予算編成における財政見通しについてでありますが、地方分権ならびに地方主権改革が

進む現在において、国や県の制度および方針により国･県と連携して行う事業も多数あります

が、自治体の行政経営ならびに財政経営は原則として各自治体が主体となり、自治体の責任に

おいて行っているところであります。 
 よって、市が新市のインフラ・基盤整備を積極的に推進することにより一時的に増加する投

資的事業の経費、ならびに少子高齢化により毎年増加傾向にある社会保障関連経費などの義務

的経費についても、市の判断と責任において当該歳出経費に充てられる財源を確実に確保しな

ければならないところであります。 
 そこで歳出経費に対応する歳入の見通しでありますが、本市をはじめ各自治体は歳入の予算

編成においては、年末に国が公表する地方財政計画を参考に編成を行っております。本計画に

おいて地方自治体の一般財源総額については、平成２３年度ベースが維持されるものの大幅な

増額は見込めない状況となっております。このことから、歳出経費の増額分の財源措置につき

ましては、国・県の交付金の活用はもちろんのこと、合併特例債や過疎債などの有利な起債も

積極的に活用してまいります。さらに財政調整基金、減債基金、公共施設整備基金などの各種

基金からの繰入金８億７千万円を見込みました。総額３２１億円の一般会計予算を編成したと

ころであります。 
 次に施策別枠配分方式の成果と問題点、また今後の方向についてでありますが、行政評価シ

ステムの導入目的は限られた経営資源を効果的・効率的にマネジメントを行い、総合計画に掲

げた将来像を実現するのが目的であります。 
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 したがいまして、事務事業の目標に対するコスト評価や達成度評価を行い、さらに施策の評

価結果を踏まえた上で施策別枠配分方式による当初予算編成へと連動できたことは、行政経営

という観点から有効であったと考えております。しかしながら、事業への投資効果が表われる

のが遅い事業や成果の達成目標が不十分な場合などが課題であります。 
 今後、削減する事業あるいは重点的に取り組む事業など事業の優先度等を明確にした上で、

議会と市民の評価を反映した、有機的な行政評価システムによる予算編成に取り組んでまいり

ます。 
 次に市職員の削減計画についてでありますが、平成２４年４月１日の消防職を除いた職員数

は５５７人となる予定であります。これは対前年当初と比較いたしますと１０人の減員となり

ます。これにより平成１６年の合併以来、累積で職員数１１７人を削減したことになります。 
 今後については、第２次行財政改革大綱で定めてあります平成２６年４月１日において消防

職を除いた職員数５３５人を目標として、事務組織の見直しや事務の効率化を進める中で職員

を削減してまいります。 
 なお、議員ご指摘の事務の削減につきましては、自助・共助の考え方をもとにした新しい公

共を取り入れておりますが、さらに拡大するとともにスクラップ・アンド・ビルドの導入を積

極的に推進する中で検討してまいります。 
 続きまして、今後の農業振興についてお答えいたします。 
 まず担い手対策についてでありますが、日本一の桃・ぶどうの生産量を誇る笛吹市です。農

業従事者の高齢化や後継者不足は、産地を維持していく上で大きな課題となっております。こ

うした状況の中、生産者の経営を支えるために２１年度に笛吹市援農支援センターを設置し、

高齢者が少しでも長く農業を続けられるようにするとともに、援農者の技術の向上を図ってま

いりました。 
 また、遊休農地解消の大きな担い手となる農業生産法人ですが、笛吹市農業生産法人化助成

金事業により、市も積極的に設立支援を行ってまいりました。現在１９法人が設立され、販売

から加工までの６次産業化に取り組むなど、意欲的な経営の農業振興が図られております。 
 次に新規就農者対策でありますが、２２年度からの笛吹市新規就農農業後継者支援制度によ

り本年も延べ３３人の認定を行い、後継者の育成に大きな成果となっております。さらに２４年

度には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年間支給する笛吹市新規就農者支援制度がスタートいたします。これらの支援

策を担い手対策の大きな柱として、農業の活性化を図ってまいります。 
 次に果樹の戦略的販売の促進についてでありますが、合併後もそれぞれの地域で販売体制が

残っており、まだ新市としてのスケールメリットが十分生かせていないのが現状であります。

今後、市とＪＡが一体となり生産・販売戦略を練り、笛吹ブランドを確立し市場評価を高めて

いく必要があります。生産体制としての取り組みについては、八代地区などの共選場の統一や

商品の規格および資材の統一化を図ってまいりました。また本年はＪＡ御坂地区の光センサー

の導入に際し、集出荷施設等整備事業費補助金制度により支援し、高位平準化の促進を図りま

した。 
 販路拡大につきましては、ＪＡとともに東京、大阪、名古屋など大消費地でのＰＲやキャン

ペーンとともに、台湾や香港など海外へも市長トップセールスとして輸出の促進を図りました。

今後もこのような取り組みを継続し、笛吹ブランドの確立を図っていきたいと考えております。 
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 次に基盤整備でありますが、本年において県営事業として畑地帯総合整備事業を含め１０地

区で農道整備、用排水路の整備を行い、圃場整備、鳥獣害防除対策等を行っております。引き

続き生産基盤の整備および集落環境整備を総合的に行い、畑作経営の改善、安定を図ることを

目的に実施してまいります。また、市単独事業といたしましても市内各行政区等の要望に対し、

整備の必要個所を精査し、その緊急性、費用対効果等も考えながら年次的に整備を進めてまい

ります。 
 続きまして、今後の観光についてお答えをいたします。 
 まずイベント等の事業予算の減少についてでありますが、笛吹市内で取り組んでおります観

光イベントについては、観光協会や関係団体および市民の皆さまにご協力をいただきながら年

間を通して開催しております。市からの補助金をイベントの予算として開催する桃の花祭りや

夏祭りについては、予算の減額をさせていただいております。これは昨年から各観光協会の代

表の皆さまが一定の支出基準をみずから定め、共同で作製可能なポスターやチラシ等は一括し

て観光物産連盟が対応するなどの経費節減を行い、お客さまに対するサービス内容にも統一基

準を定めるなど経費の節減を図るとともに、必要最小限の予算で最大の効果を発揮できる取り

組みを目指しております。 
 次に宣伝のあり方についてでありますが、観光客が笛吹市に訪れるための情報入手につきま

しては、市のホームページに代表されるインターネット関係のツールや旅行業者の窓口、雑誌、

新聞、イベントポスター等の広告媒体からの情報提供等、多種にわたっております。 
 来年度はこのすべてのツールをフル活用し、旬の情報を適切な時期に発信することに努め、

特に首都圏における新聞媒体での広告宣伝の実施や、さらなるふえふき観光ナビの充実等を図っ

てまいります。 
 次に本市の目指すべき方向性についてですが、笛吹市では観光振興ビジョンでも定めており

ますように、暮らしたくなる旅の地、笛吹桃源郷づくりを目指しています。笛吹桃源郷づくり

は訪れた観光客一人ひとりに市民がやさしく、おもてなしの心を持って接することにはじまり、

笛吹市の資源である温泉、果実、歴史をフルに活用し、それに続く笛吹川、水、花、景観、夜

景、健康づくりといった要素もつなぎ合わせ、観光客が何度でも繰り返し訪れていただくこと

のできる施策の展開を図ってまいります。 
 続きまして、笛吹市障害者基本計画・障害福祉計画策定についてお答えをいたします。 
 障害者基本計画につきましては、障害者基本法第９条第３項の規定により法定計画として策

定するとともに、笛吹市総合計画に基づく福祉分野の個別計画の１つでもあります。前回計画

では、平成１９年から平成２３年度の５年間を計画期間として障がい者のための施策に関する

基本的な取り組みの考え方を示し、障害のある人もない人も共に生きる社会の実現を目指して

まいりました。 
 今回の計画では、平成２４年度から平成２８年度までの第２次計画として位置づけ、笛吹市

の障がい者の状況等を踏まえ、笛吹市における障害者施策の体系的な推進を図ることを目的と

しております。 
 笛吹市障害者基本計画においては笛吹市の現状を踏まえ、何よりも大切なことは障がいのあ

る人もない人も住みやすいまちづくりを進めていくことであり、行政や関係者だけでなく、市

民一人ひとりの意識を高めていく必要があると考えております。 
 また、平成２５年に予定されております（仮称）障害者総合福祉法の施行に伴う今後の国の
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動向に注意を払い、計画内容の見直しが必要になった場合は柔軟に対応してまいりたいと考え

ております。 
 一方、障害福祉計画につきましては、平成２１年度から平成２３年度までの第２期計画に引

き続き、平成２４年度から平成２６年度の３年間を計画期間とした第３期障害福祉計画として

策定しております。 
 本計画は、障害者自立支援法の規定を根拠に笛吹市障害者基本計画に基づき、障がい者の自

立を支援する環境づくりの実現に向けての数値目標等を示した、障害福祉サービスに関する実

施計画として位置づけられているものです。自立支援給付、地域生活支援事業のサービスにつ

いては実績の評価を行うとともに、平成２６年度までのそれぞれのサービス利用量を見込んで

おります。障害者基本計画・障害福祉計画ともに市民、地域の皆さまの理解と協力なしで推進

することは困難であります。策定にあたりましても、地域福祉計画と合わせ策定するものとし

て、当事者団体や関係団体等で構成する計画策定審議委員会を設置してご協議いただくととも

に、障害福祉計画の事業量の推計については当事者、サービス事業者等で構成されます地域自

立支援協議会にご意見を聞きながら、策定したものでございます。 
 続きまして、今後の環境整備についてのご質問についてお答えをいたします。 
 はじめに公共下水道整備事業計画の見直しについてでありますが、下水道事業としての取り

組みは昭和５４年度からはじまり、着手年度の違いにより地域差は多少ありますが、平成２２年

３月末の本市としての普及率は５９％であります。全国平均の普及率は７５％、県平均でも６１．

１％ですので決して高い数字とは言えません。しかし現在、本市は下水道の地方債２１６億円

の発行により大変厳しい財政状況にあり、このまま下水道事業を予定どおり進めていきますと、

本市の財政に大きな影を残すことになると考えております。 
 下水道事業の経営健全化を図るため、公的資金補償金免除繰上償還を行うにあたり策定いた

しました経営健全化計画に基づき、平成２２年度から２６年度までは事業費を５億円までに縮

減し、事業を進めております。 
 水洗化率の向上に関しましては今年度、新規接続された世帯に６０歳以上の方が同居してお

りますと、１年間使用料徴収を免除するキャンペーンを展開しております。その効果を含め、

３年前と比較いたしますと水洗化率は１０％以上伸びており、今年度末には８３％を見込んで

おります。 
 また県が近い将来、総合計画の見直しを行う予定となっておりますが、県の計画に合わせて

市の下水道事業全体計画の総合的見直しを行っていきたいと考えております。 
 次に甲府・峡東ごみ処理施設整備事業についてですが、４市で構成する一部事務組合では供

用開始時期の２年延長に伴い、環境影響評価事務や都市計画決定事務をはじめ道路整備事業、

用地買収、埋蔵文化財発掘調査、施設建設整備事業等のスケジュールの見直しを行い、平成２９年

度の供用開始に向けて万全を期して取り組んでいるところであります。 
 環境影響評価事業につきましては、環境影響評価準備書の公告・縦覧と住民説明会を行い、

その後、山梨県環境影響評価技術審議会の審議を経て、準備書の内容に対する知事の意見を踏

まえ、環境影響評価書を県に提出したところであります。 
 本年８月には環境影響評価の補正評価書の公告・縦覧を行い、すべての手続きを終了する予

定であります。また都市計画決定の手続きにつきましても、都市計画案の公告・縦覧と住民説

明会が行われたところであり、笛吹市都市計画審議会の議決を経て、本年７月には公告・縦覧
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が行われる予定であります。 
 道路整備につきましては、進入道路を笛吹市道５２７６号線として整備することとし、用地

測量や地質調査、実施設計を終えたところであり、用地買収後、道路整備工事に着手する予定

であります。 
 用地買収につきましては、地権者の補償物件調査や用地鑑定評価などの準備を進めていると

ころであり、平成２４年度下半期を目途に用地買収に取り掛かる予定であります。 
 また用地買収後の埋蔵文化財発掘調査につきましては、試堀調査において確認された大祥寺

遺跡および前付遺跡の約１．７ヘクタールについて、発掘調査を実施していく予定であります。 
 中間処理施設の整備事業につきましては昨年、設計および建設工事等特定事業を行う事業者

の選定のため、総合評価一般競争入札の公告が行われました。現在、事業者からの提案書につ

いて、事業者選定委員会において審査および選定作業が行われているところであります。事業

者の選定後、基本協定の締結および事業契約の仮契約を行い、組合議会の議決を経て本契約を

締結し、実施設計に取り掛かる予定であります。 
 また造成工事および建設工事につきましては、平成２５年度を予定しているところであり、

平成２９年度供用開始に向け、着実な事業の推進が図られております。 
 本市といたしましては構成市と連携を図りながら、事業の進行がなお一層、円滑に前進する

よう取り組んでまいります。 
 併せて八千蔵・高家地域の土地問題についてでありますが、１２月議会におきまして災害時

廃棄物仮置場整備にかかる検討のための費用をご議決いただき、１月から検討業務を開始して

おります。 
 現在は、山梨県東海地震被害想定調査に基づく被害想定および災害廃棄物の発生見込量、廃

棄物処理に関わる基本的な考え方や処理フロー、処理場整備の基本方針など基本的な事項を整

理するとともに、施設整備内容の検討に向けて予定地および、その周辺の現場状況把握に取り

組んでおります。 
 今後は仮置場施設配置、作業動線計画、環境保全対策などの検討、さらには平常時における

有効活用の検討を進め、その結果を踏まえた概算事業費の算出、説明用の資料作成などを進め

てまいります。 
 続きまして、一宮福祉センターの今後についてお答えいたします。 
 現行の施設は鉄筋コンクリート３階建て、総床面積１，５２３平方メートルで、平屋建ての

末木区公民館を併設する形で一宮町ＹＬＯ会館として昭和４８年６月に竣工し、すでに３９年

が経過しております。 
 現在は、笛吹市社会福祉協議会の一宮地域事務所をはじめ、障害者小規模作業施設や子育て

支援センターきっずいちのみやのほか民俗資料展示室、地下収蔵庫、会議室、３階ホールなど

地域の皆さんのサークル活動やさまざまな地域活動などへの貸し出しを行っております。 
 昨年度の利用状況は述べ年間利用者数８，５０６人、御坂福祉センターの５，０３７人、八

代福祉センターの３，１５８人と比べ、大きく地域の皆さんの利用率の高い施設であると言え

ます。同施設は、平成１９年３月に実施した耐震診断でＩＳ値０．５２と診断され、耐震補強

が必要であるとの判定を受けており、利用状況を把握する中で、庁内の関係部局での課題検討

を行ってまいりました。 
 同施設の抱えるさまざまな課題といたしましては、建物の耐震性や老朽化の度合い、雨漏り
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や敷地の一部地盤沈下の可能性等の修繕課題。地域の皆さんの高い利用率や使い勝手について

の代替施設利用の可能性。地域の貴重な文化財や民俗資料の保存管理、活用方法などが挙げら

れております。 
 本年１月２３日に、一宮地域審議会において同施設の抱える課題をご提示し、継続して地域

の皆さまのご意見やご意向などをお聞きすることとし、地域の関係者や利用団体や関係部局等

による一宮福祉センター課題検討会議を立ち上げることといたしました。 
 今後、地域での類似施設の利用の検証など、地域の皆さんとともに多角的に検討を重ね、早

期に今後の方向性を見出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（小林始君） 
 持ち時間が終了しておりますので、以上で正鵠会の代表質問を終わります。 
 続いて、公明党の代表質問を行います。 
 川村惠子君。 

〇２１番議員（川村惠子君） 
 ただいま議長の許可をいただきましたので、通告に従い、公明党を代表して質問をさせてい

ただきます。 
 まずはじめに、すこやかで生き生きと暮らせる環境づくりについて伺います。 
 １点目として、特定健診と特定保健指導について。 
 国の医療制度改革により、生活習慣病予防のため平成２０年４月から特定健診、特定保健指

導、メタボ健診がスタートしました。このメタボ健診では４０歳から７４歳の人を対象に実施

し、メタボ対象者や予備軍を減少させ、脳卒中、心筋梗塞や糖尿病といった病気への進行を防

ぐと同時に医療費の抑制を目的としています。さらに平成２４年度までに特定健診の受診率

６５％、特定保健指導の実施率４５％以上という目標が示されています。 
 笛吹市においても目標達成に向けて市民への働きかけを広報などで行っていますが、私たち

一人ひとりが生活習慣を見つめ直すことも大切だと考えています。本市の現状と今後の取り組

みについて伺います。 
 次に歯周炎および歯周疾患の取り組みについて、伺います。 
 日本人成人の８割がかかっているといわれている歯周病や、歯周病菌の感染により歯茎など

の組織に炎症が起きる病気です。最近、歯周病は口の中の問題だけではなく、さまざまな全身

性の病気とも深く関わっていることが明らかになっています。歯科医師会の報告でも口の中の

慢性的な炎症や歯周病菌と心筋梗塞、糖尿病、肺炎、低体重児出産、骨粗しょう症などと関連

性が報告されています。歯周病についての正しい知識を持ち、体へのさまざまな影響を考えて

口と歯のケアに努めることが大切です。 
 笛吹市の平成２２年５月分と平成２３年５月分の医療費の状況を見ますと、歯肉炎および歯

周疾患、第１位となっています。医療費を抑制するためにも今後の取り組みについて伺います。 
 次に公明党が粘り強く推進してきました子宮頸ガン、ヒブ、小児用肺炎球菌のワクチン接種

を支援する特例基金の継続も第４次補正予算に盛り込まれました。これにより、２４年度も家

計への負担が重い３ワクチンの接種に対する公費助成が継続されることになり、多くの関係者

から喜ばれていますが、改めて市としての取り組みを伺います。 
 また、妊婦に必要とされる１４回程度の妊婦健診を可能とする妊婦健康支援基金も継続され
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ました。本市においては国、県の補助金のあるなしにかかわらず、妊婦および乳幼児の健康保

持・増進を図るため、市として１４回の助成を継続しておりますが、改めて今後の取り組みに

ついて伺います。 
 次に、高齢者の肺炎球菌ワクチンの公費助成についてを伺います。 
 ガンや心疾患に次いで、日本人の死因の上位を占める肺炎。この病気で年間１１万人を超す

高齢者が亡くなっています。肺炎は抵抗力の弱い高齢者にとって怖い病気です。肺炎の多くは

風邪などをこじらせてかかってしまいます。市中肺炎です。肺炎球菌ワクチンは、この市中肺

炎に有効とされ、接種率は向上しています。一度接種すれば、効果は５年以上持続するのも特

徴です。 
 現在、肺炎球菌ワクチン接種は一部の病気を除いて保険適用とはなりません。全額自己負担

が原則で、接種費用は６千円から９千円。日本ではその予防効果の高さから、公明党などの取

り組みもあって、今では全国６６０市町村が先行して公費助成を行っています。発症予防と重

症化を防ぐためにも助成を強く望みますが、本市の考えを伺います。 
 次に障害者の自立支援をする環境づくりについて、伺います。 
 まずはじめに、第３期障害福祉計画の策定に向けての具体的な取り組みについて伺います。 
 障害者自立支援法に基づき、国の基本指針に即し、本市の障害福祉サービス、相談支援およ

び地域生活支援事業について、平成２６年度までの目標数値を設定し、各年度の見込み量と確

保策を定める計画です。今までの計画の検証、評価を踏まえ、平成２４年度から平成２６年度

までの期間として作成するものと伺っております。また法律の改正が今後の計画の中身にどの

ように生かされていくのか、策定に向けた具体的な取り組みについて伺います。 
 次に障害者の就労および雇用の支援について、伺います。 
 障害者の方が企業等に雇用されて働くことは、所得を確保して地域で自立した生活を営み、

社会参加する機会を得ることとなり、ひいては生きがいを見い出すこともつながります。平成

１８年に障害者自立支援法が策定され、障害者に対する就労支援の対策が強化される中、障害

者の方の就労は徐々に進んできておりますが、障害者の方に対する理解の不足や昨今の低迷す

る経済情勢の影響もあり、障害者雇用を取り巻く環境は依然として厳しい状況にあります。 
 雇用を積極的に進めている事業所は、大きな２つの特徴を持っています。１つは法定雇用率

の達成のための雇用ではなく、戦力となることを期待し雇用し成果を上げ、経営の基盤を強化

しております。障害を本人の強みとし、そこから出発した仕事をつくる。つまり人を仕事に合

わせるのではなく、仕事を人に合わせています。２つ目は、企業として求めるものは明確にす

る一方、柔軟な働き方を認めるなど安心して働ける環境を整えています。就労にはいろいろな

形態があります。一般企業や国、自治体などに勤務する場合、福祉関連の作業所や工場に勤務

する場合などがあります。本市の現状と今後の取り組みについて、伺います。 
 次に学校の防災対策について、伺います。 
 東日本大震災からまもなく１年、防災に対する意識も高まっています。さまざまな課題が浮

き彫りになり、防災対策に本格的に取り組む自治体が増えています。昨年の震災で福島第一原

発の事故により、電力の供給がストップしたり、輪番制で不足する電力を補ったりしました。

そうした中、クリーンで化石燃料にも頼らない自然エネルギーへの転換、必要性が再認識され

てきております。 
 本市では学校の太陽光発電設備については臨時交付金などを活用し、いち早く市内１８、小
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中学校に整備されています。しかし、現状では停電時における発電機能は有していないため、

被災時における非常用電源としては活用できない状況にあります。 
 災害時に、多くの住民を受け入れる避難所として重要な役割を担うのが学校等の施設です。

そこで今回、再生エネルギー補助制度の拡充として非常用電源として活用できるよう、太陽光

発電設置校を対象に蓄電池整備を補助する対象と打ち出されました。災害がいつ襲ってくるか

分かりません。可能な限りの事前の備えで学校等の防災機能を高めるべきと思いますが、本市

の考えを伺います。 
 次に実践的防災教育総合支援事業について、伺います。 
 岩手県釜石市で大震災の発生に、学校の管理下にあった小中学校が全員津波から逃げ延びた

事例が釜石市の奇跡として全国から注目されました。釜石市では２００８年度に文部科学省の

防災教育支援モデル事業に認定され、小中学校に対する防災教育を日ごろから推進しており、

こうした取り組みが功を奏したことは言うまでもありません。 
 文科省は平成２４年度予算案で新規事業として、実践的・防災教育総合支援事業を織り込み

ました。同事業は東日本大震災の教訓を踏まえた新たな防災教育の指導方法や教育手法の開発、

普及を行うとともに先進的・実践的な防災教育を行う学校における取り組みへ支援を実施する

こととしています。この事業を取り入れることを提案しますが、市の考えを伺います。 
 最後に、脳脊髄液減少症の周知について伺います。 
 脳脊髄液とは脳と脊髄のまわりを満たしている体液のことで、脳を保護し、神経を正常に保

つための役割であるといわれています。この脳脊髄液が交通事故やスポーツ、転倒などの衝撃

によって体内に漏れ出すのが脳脊髄液減少症です。症状として首の痛みや頭痛、めまいや耳鳴

りなどをはじめ思考力の低下、倦怠感などさまざまな症例が確認されております。 
 治療法としてはブラッドパッチ療法が有効ですが、治療や入院に保険が適用されず、１回の

治療費に約３０万円もの自己負担が発生します。長らく医学会では交通事故などの外傷による

脊髄の漏れはあり得ないというのが常識であり、患者が症状を訴えても多くはムチ打ちの後遺

症と診断されました。中には精神疾患として抗うつ剤を処方されたり、保険金目当ての仮病と

された方も数多くいました。 
 ２００７年に厚生労働省の診断基準を定めるために研究班を立ち上げ、平成２３年６月には

研究班が外傷による発症は決して稀ではないとの中間報告をまとめました。診断基準では頭を

上げていると頭痛することを前提に、ＣＴやＭＲＩの画像で頭部や脊髄を観察し、画像から髄

液の漏れが確認できれば、脳脊髄液減少症と認めるものです。 
 このように脳脊髄液減少症を疾病として認めたことは、今後の研究促進への大きな飛躍とな

りますが、全国３０万人以上ともいわれる患者数がいるにもかかわらず、いまだ病名の認知度

は低く、専門医や医療機関も少ないのが現状です。社会的理解を拡大し、患者が安心して治療

が受けられる環境を整えるためにも、原因や症状、治療法について市広報やホームページを通

じ、行政側から情報発信していく必要があると思いますが、市の考えを伺います。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 当局の答弁を求めます。 
 市長、荻野正直君。 
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〇市長（荻野正直君） 
 公明党、川村惠子議員の代表質問にお答えいたします。 
 はじめに、すこやかで生き生きと暮らせる環境づくりについてのご質問にお答えいたします。 
 まず、特定健診と特定保健指導についてでありますが、高血圧、高脂血症、糖尿病などの生

活習慣病を引き起こす大きな要因が、過剰な内臓脂肪の蓄積であるメタボリックシンドローム

であることから、国の医療構造改革の柱の１つとして、平成２０年度から生活習慣病の減少と

医療費の適正化を目的とした特定健康診査・特定保健指導の実施が、すべての保険者に義務付

けられました。その目標値として５年後の平成２４年度には特定健診受診率６５％、特定保健

指導率４５％が掲げられています。特定健診は、メタボリックシンドロームおよび予備群の抽

出を目的に実施し、保健指導は保健師や管理栄養士によって行われ、運動・食事・禁煙など生

活習慣病の予防・改善を支援しております。 
 これまでの状況でありますが、平成２０年度は特定健診受診率３５．２％、特定保健指導率

２７．７％、平成２１年度は腎不全対策としての検査項目を追加し、受診率３６．４％、指導

率３４．６％となっております。また、平成２２年度は未受診者対策として受診勧奨や医師会

の協力を得て個別健診を取り入れた結果、受診者数は１千人増え、受診率は県下で上位となり、

県平均３７．６％を上回る４３．３％、指導率３２．３％となりました。２３年度の数値は確

定していませんが、集団健診の受診率が落ち込んでいることから、おおむね２２年度と同率の

見込みであります。 
 こうしたことから、平成２４年度につきましては県下初の試みで、ご本人の同意による、か

かりつけ医の健診データ提供の本格実施、特定健診の検査項目の拡充による魅力ある健診、国

の補助事業を活用した未受診者に対する受診勧奨、人間ドック実施医療機関への特定保健指導

の積極的支援の委託を行い、受診率の向上に取り組みます。さらに健診の啓発と生活習慣病の

予防、医療費の適正化を図るため、各種団体や行政区に出向き出前講座の実施や広報活動の充

実を図る予定であります。 
 次に医療、受診率とともに歯肉炎および歯周病疾患が上位、今後の取り組みについてであり

ます。 
 平成２２年５月の本市の国民健康保険疾病統計表によると、歯肉炎および歯周病疾患は総医

療費の第１位になり、年間を通じても総医療費の上位を占めております。歯肉炎および歯周病

疾患は自覚症状がなく進行していくため、気がついたときには重症化している場合が多く、治

療も高度になり、受診期間も長期化することから医療費の増嵩につながっております。また、

歯肉炎および歯周疾患は動脈硬化、糖尿病、心筋梗塞などの全身の病気との関連もあることか

ら、市民の健康維持および疾病の早期発見・早期治療、重症化予防のために歯科保健を推進し

ていく必要があると考えております。 
 歯周疾患検診はこれまで４０歳・５０歳・６０歳・７０歳の市民を対象に、１千円の自己負

担をいただいて実施してもらいましたが、平成２４年度はそれらの対象を２０歳から７０歳ま

での５歳刻みに拡大し、自己負担金をなくして全額市負担で実施していく予定であります。 
 次に子宮頸ガン、ヒブ、小児用肺炎球菌ワクチン接種についてでありますが、任意の予防接

種である子宮頸ガン、ヒブ、小児用肺炎球菌ワクチン接種につきましては、国の補助を受けて

県の基金事業として実施しているところであります。 
 国の補助は平成２３年度末までの予定であり、この２月８日、平成２３年度第４次補正予算



 ６１ 

が成立し、子宮頸ガン等ワクチン接種促進事業の終期が平成２４年度末まで１年間、延長され

ました。本市におきましても、この３ワクチンの接種を平成２３年度と同じ内容の公費助成を

継続して実施することとし、１年間延長する予算を計上したところであります。 
 次に妊婦健康への助成についてでありますが、妊婦健康診査支援事業につきましては、国の

補助を受けて県の基金事業として実施しているところであります。国の補助は平成２３年度末

の予定でありますが、平成２３年度第４次補正予算により、妊婦健康診査支援事業の終期につ

きましても、平成２４年度末まで同様に１年間、延長されたところであります。本市におきま

しても、白血病抗体検査を含む妊婦健康診査１４回の公費助成を継続して実施することとし、

１年間延長する予算を計上したところであります。 
 次に高齢者の肺炎球菌ワクチンの公費助成についてでありますが、本市では予防接種法に定

められた定期の予防接種につきましては、その費用の全部または一部を市負担で実施しており

ます。これに対して任意の予防接種は希望者が各自、医療機関で受け、費用は全額自己負担と

なっております。 
 同じ任意の予防接種である子宮頸ガン、ヒブ、小児用肺炎球菌ワクチン接種につきましては、

一昨年から国・県の補助金を受けて公費負担で実施しているところですが、高齢者の肺炎球菌

ワクチン接種については国・県の補助金もなく、定期の予防接種ではないことから、今後の国・

県の動向を見ながら検討してまいりたいと考えております。 
 続きまして、障害者の自立を支援する環境づくりについてのご質問にお答えいたします。 
 まず第３期障害福祉計画についてでありますが、ご案内のとおり平成２４年から２６年まで

の３年間の計画期間とする第３期障害福祉計画につきましては、地域自立支援協議会での当事

者、サービス事業者などの意見聴取や関係課職員による庁内ワーキング検討会議での検討によ

る素案を当事者団体や関係団体、有識者による計画策定審議会に諮り、協議を重ねてまいりま

した。計画には前回計画の実績評価、第３期計画期間における各サービスの利用見込み量と確

保のための方策を盛り込んでおります。 
 次に障害者の就労および雇用の支援についてですが、障がい者の一般就労については、本人

状況や職場環境等のさまざまな要因により、いまだ困難な状況にあり、能力に応じた雇用の場

の確保と定着および事業主等への啓発が課題であると考えております。 
 障がい者の社会参加の１つとして、能力開発や訓練の機会と就労の場をより多く確保するこ

とが必要であります。このため、個々の障がい者の特性に配慮した職業相談、職業指導、職業

訓練および職業紹介など、国、県、公共職業安定所および商工団体と連携し、障がい者の就労

機会の拡大や雇用された障がい者の事業所への定着を支援できるよう、障害者地域自立支援協

議会の中で検討してまいりたいと考えております。 
 続きまして、脳脊髄液減少症の周知についてのご質問にお答えいたします。 
 激しい頭痛や倦怠感など、さまざまな症状を引き起こす脳脊髄液減少症については、厚生労

働省研究班は昨年１０月１４日、原因の１つの髄液漏れを判定する画像診断基準を発表したと

ころであります。脳と脊髄は硬膜で覆われ、硬膜内の隙間は脳脊髄液で満たされておりますが、

なんらかの原因で髄液が減少すると脳の位置を正常に保てなくなり、ひどい頭痛や吐き気、め

まいなどの症状を引き起こします。事故やスポーツなどのほか、原因がはっきりしないまま発

症することもありますが、外見からは分からないため、周囲から心の病と誤解されることもあ

るなど、まだまだ脳脊髄液減少症の認知度は高いとはいえない状況にありますので、情報収集
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する中で周知に努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。 
 なお、学校の防災対策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（小林始君） 
 続いて、教育長より答弁を求めます。 
 教育長、山田武人君。 

〇教育長（山田武人君） 
 公明党、川村惠子議員の代表質問にお答えいたします。 
 はじめに、学校防災対策のうち再生可能エネルギー補助制度についてですが、東日本大震災

において、多くの学校施設が避難所として機能したことから、学校施設における防災機能の強

化・充実の必要性が改めて認識されているところでございます。 
 文部科学省から発表された平成２４年度予算（案）では、平成２４年度から拡充される太陽

光発電等の整備に関する事業により、既設の太陽光発電設備に新たに蓄電池を設置する整備や

自立運転機能の付加も関連工事として整備可能となるなど、地域の避難所機能として不可欠な

防災対策事業が実施されることとなりました。 
 市内小中学校に整備されている太陽光発電設備については、非常用電源としてより有効的な

活用方法を求められております。停電時や夜間等において安定的な電力供給が可能となる蓄電

池等の整備につきましては、今回の国の制度改正の趣旨を踏まえ、検討を重ねてまいりたいと

考えております。 
 次に実践的防災教育総合事業についてですが、実践的防災教育総合事業は、全国で１千校を

対象に実施する予定であると聞き及んでおりますが、どのような方法で実施されているか、詳

細な内容については明らかになっておりません。 
 市教育委員会では、今回の東日本大震災を契機に児童生徒の安全を守るため、各学校に災害

マニュアルを再度確認修正していただき、より安全面に注意していただくように指導いたしま

した。また、児童生徒の安全確保のために保護者への迅速な情報提供と連携が必要と考え、平

成２４年度の新学期より、笛吹市安全・安心メールシステム フッキーメールを導入すること

とし、すでにシステムの構築を終えております。 
 今後も本市といたしましては、実践的防災教育総合事業の動向を注視しつつ、児童生徒の安

全面の向上を目指し、対応していきたいと考えております。 
 以上で、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 再質問を行います。 
 川村惠子君。 

〇２１番議員（川村惠子君） 
 答弁をいただき、ありがとうございました。 
 まずはじめに特定検診の受診率が６５％、またこのことは先ほども申しましたように、この

平成２４年度までに達成できない場合は、ペナルティとして補助金の減額が予測されています。

保険料にどのように影響するのか、お聞かせください。 
〇議長（小林始君） 

 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） 
 再質問にお答えをいたします。 
 ペナルティでございますが、先ほど申し上げました受診率６５％、それから指導率４５％が

目標値とされておりまして、これが達成できない場合でございますが、国保会計から社会保険

診療報償支払い基金に後期高齢者支援金というものを払っております。納付をしております。

これに上乗せをするということで、上限が１０％でございます。本市の場合、この納付金が約

２３年度の予算ベースで１０億円ですので、その１０％といいますと１億円ということに、計

算上はなります。ですから上限としては納付金が、支援金が１０％、約１億円加算されるとい

うことになります。 
 本来ですと、この１０億円は国の補助金等がつきますから、市の単独分は保険税のほうはもっ

と低くなるわけですが、ペナルティに補助金がくるとは考えにくいので１億円については、保

険税で賄うんではないかなというふうに考えておりますが、国では、内容については政令で定

めるとしておりますので、いまだ、その内容が定まっておりませんので、なんとも言い難いわ

けですけども、今のところ把握できる情報は以上であります。答弁とさせていただきます。 
〇議長（小林始君） 

 川村惠子君。 
〇２１番議員（川村惠子君） 

 今、部長の答弁で１億円という数字があがりましたけども、本当に担当課の皆さんも年々受

診率が上がっているわけですので、できましたら６５％が達成できるように、さらに今後の、

マニフェストでありましたけども、事業に取り組んでいただきたいと思っております。 
 それから、今、メタボ検診の結果ですね。保健師の方がいろんな保健指導をされております

けども、この保健指導をすることによって、どういった健康改善が、どのようにつながったの

か、伺いたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、河野市民環境部長。 
〇市民環境部長（河野修君） 

 受診率の向上につきましては、２４年度が最終年でございますので、一生懸命取り組んでい

きたいと思っております。 
 再質問の改善にどうつながったのかという話でございますが、県のほうに報告している数値

が、実は特定保健指導対象減少率というのを報告してございます。これは前年度の検診で、特

定保健指導の対象者となった方が次の年、例えば昨年した場合には、今年度は検診でその対象

にならなかった人、その人を追っていきますと２１年度が２９．５％でございました。２２年

度はちょっと落ちましたけど２８．４％。この減少率が改善されたというふうに県のほうで集

計をとっております。 
 なかなかこのパーセントでいいますと分かりにくいということなので、疾病統計を実は５月

にとっております。その疾病統計のときには、医療費のほうも症状、病気別の医療費も若干分

かりますので、それを申し上げますと２０年度のとき、メタボ関連の医療費が１億３千万円。

これは１月ですが、１億３千万円でございました。それが２３年度にはどうなったかといいま

すと１億１千万円に減っております。中でも特に腎不全、糖尿病からくる生活習慣病の１つの

大きなものですけども、腎不全で申し上げますと２０年が３，２００万円かかっていたのが、
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２３年には１，９００万円に下がったということで、これは５月分だけですから、これはすべ

てが成果というか分かりませんが、数字上ではこういう数字になっております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 川村惠子君。 

〇２１番議員（川村惠子君） 
 保健指導をすることによって、健康が改善されたというのが今の答弁の中で分かりますので、

本当に私たち一人ひとりが意識を改革することが、変革することが医療費の削減にもなるんで

はないかなというふうに感じました。 
 次に歯周疾患に関する再質問ですけども、本当に２４年度のマニフェストによりますと積極

的な取り組みをされているように伺います。その中で、この２０歳から７０歳の対象者が１万

人に対するのに対して、数値目標が５００人というのがあがっているんですね。これは本当に

これだけの事業をされるわけですから、もっと高い目標を掲げてすることが大事ではないかな

というふうに思いますが、その点についてお聞かせください。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、中川保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（中川啓次君） 

 川村議員の再質問にお答えをさせていただきます。 
 歯周病疾患への対応ということでございますが、目標が低いではないかというお話でござい

ますが、現在、歯周病の検診の受診率が非常に低くて、各種ガン検診なんかはございますが、

ガン検診等を見ますと低いところで１５％、高いところでは４０％くらいのそれぞれ、平均的

には３０％ぐらい受診されているわけですが、歯周疾患の検診率につきましては非常に低くて、

２２年度の実績で申し上げますと、わずか１．５％というふうな状況になっております。本年

度、かなり受診の呼びかけをさせていただきまして、今年度２３年度がやや上がりまして２．

７％というふうな状況になってきております。 
 そうしたことでございますので、２４年度、先ほど市長が答弁しましたように、受診対象者

を拡大しまして、さらに公費を全額負担というようなことで、対応はさせていただきますので、

５％から６％ぐらいを目標というような形で今、考え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（小林始君） 
 川村惠子君。 

〇２１番議員（川村惠子君） 
 その歯科検診においては、本当に無料クーポン券を対象者に配布されるというふうに伺って

おりますので、一人ひとりが意識しながら検診することが大事かなというふうに思っておりま

す。 
 それから高齢者の肺炎球菌ワクチンについてなんですけども、この質問は平成２１年６月議

会のときにも質問させていただきました。そのときの答弁では、全国で約７０の自治体が公費

助成を実施しているということの答弁でしたけども、先ほど申し上げましたように、今では全

国で６６１の自治体が助成をしております。約３年間で１０倍に近い自治体が助成しているわ

けですので、今後、先ほどの市長の答弁の中に、国、県の動向を見てという答弁がありました
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けども、現にやっぱり市民が望んでいるということと、そういうことを踏まえて各自治体が

６６０まで伸びたということですので、ぜひ笛吹市においてもそれに助成をしていただきたい

と思っておりますが、この数字に対して答弁をお願いいたします。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、中川保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（中川啓次君） 

 たしかに実施している自治体が増えていることも事実でございますが、本県の状況を見てみ

ますと、まだ一部の市、町等というふうなお話も伺っております。本市としても、考え方とし

ては先ほど市長が答弁したとおりの部分、繰り返しになろうかと思いますが、定期の予防接種

であるか、あるいは任意の予防接種かというところで、補助の対象にするか、しないかという

ことは判断をさせていただいているところでございます。 
 公費の助成を独自にするかということにつきましては住民の要望、それから市の財政的な対

応ができるかというようなことも判断基準になろうかというふうに思っておりますので、こう

した取り組みをする市町村が増えているというようなことは、これからの取り組みの中で参考

にさせていただきながら検討していきたいというふうに考えております。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 川村惠子君。 

〇２１番議員（川村惠子君） 
 ぜひ、積極的に実施できるようによろしくお願いいたします。 
 それから先日の山日の新聞に子宮頸ガン診断の精度アップということで、ＨＰＶ検査を導入

したというふうに甲府市が載っておりました。このことも参考にしていただければと思ってお

ります。 
 次に就労支援について質問なんですが、就労継続支援としてＡ型とＢ型の２種類があります

けれども、少し笛吹市の状況を教えていただければと思っております。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、中川保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（中川啓次君） 

 ただいまの再質問でございますが、ちょっと今、手元に細かい資料を持ち合わせておりませ

んので、またのちほど調べて答弁させていただきたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 川村惠子君。 
〇２１番議員（川村惠子君） 

 よろしくお願いいたします。 
 それから、もう１つ再質問で、障害者の雇用促進に関する法律の中で一定規模以上の事業主

は、障害者を一定割合以上、雇用すべきという法律上の義務を負うことで定められております

けども、例えば地方公共団体においては２．１％以上が定められておりますけども、本市の状

況をお伺いします。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、山下総務部長。 
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〇総務部長（山下真弥君） 
 再質問にお答えします。 
 一般企業の場合には法定障害者雇用率１．８％、本市の場合は２．１％、ご指摘のとおりで

ございます。現状、市長部局におきましては７名で１．５２％。それから教育委員会のほうは

２名で２．６％。したがいまして、教育委員会部局につきましてはクリアをしておりますが、

市長部局につきましては、２名ほど足りないという状況でございます。本市の合併以後、職員

採用試験におきまして、障害者の特定の枠の採用枠を設けまして、採用の努力をしてきたわけ

でございますけども、今のところ残念ながら合格者を出しておりません。 
 今後におきましては、採用のやり方等について再度検討させていただきまして、できるだけ

障害者の雇用につなげるよう採用試験見直しも含めて、検討してまいりたいと思います。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 川村惠子君。 

〇２１番議員（川村惠子君） 
 現状では、マイナス２名ということになると思うんです。できましたら２．１％に向けて、

さらなるご努力をお願いしたいと思います。 
 それから先日、新聞報道、テレビ等で都会の資格、支援の難しさということで、孤独死とか

立川のマンションでは４５歳のお母さんと４歳の子どもが遺体で見つかった。また北海道では

姉妹の方が２人、亡くなっていたという、そういう事件が報道されました。いずれも生活に困

窮して障害者を抱えたり、福祉の手が必要だったにもかかわらず、立川と札幌においては障害

者支援相談やオムツ支援事業などを受けて行政とつながっていたにもかかわらず、そういった

事件が起きた、事故があったということは本当に心を痛めることでありました。 
 そういうことを踏まえて、札幌市内では知的障害者約１，４００人の生活実態調査をはじめ

ることとか、立川では孤立するリスクが高い障害者を抱える父子家庭や母子家庭などのいると

ころの調査をはじめたというニュースが報道されましたけども、わが市にとっても他人事では

ないと思いますので、こういう報道を見るにつけ、本市としては今後どのような対策をするの

か、何かありましたらお聞きしたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、中川保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（中川啓次君） 

 本市でもそういった事例が決してないわけではございませんので、そういった実態調査が常

時できるように、外回りをする保健師等とも連絡しながら関係部署で協議する中で、そういっ

た常時の対応ができるように努めていきたいというふうに考えております。 
 それから先ほど、ちょっと手元に資料が見つからなかったものですから、答弁をのちほどな

んて申し上げましたが、就労支援のＡ型とＢ型につきましては、２２年度の実績でＡ型につき

ましては対象者が８名。それからＢ型が５７名というふうになっておりまして、２３年度の見

込みとしましては、今年度、最終的な見込みとしてはＡ型が１９名、それからＢ型が７１名を

予定させていただいております。 
 以上です。 
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〇議長（小林始君） 
 川村惠子君。 

〇２１番議員（川村惠子君） 
 ありがとうございました。 
 次に学校の防災対策について伺いますが、先ほど答弁の中で前向きに蓄電池整備の検討をし

ていくという答弁でしたけれども、去年の９月に公明党の中川議員が質問しました。そのとき

にも今後の対応をしていくということだったんですが、今回は平成２４年度で予算が組まれて

いるわけですので、ぜひ笛吹市としても早急に手を挙げて、この補助制度を利用することを希

望しますが、その点について答弁をお願いします。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、仲澤教育部長。 
〇教育部長（仲澤和朗君） 

 ご質問の再生可能エネルギー補助制度でございますけども、前回、ご質問いただいた折には

こういった制度の拡充がございませんので、単独のメニューとして実施させていただきました。

今回の制度の拡充によりまして、蓄電池の単体での設置についてもメニュー化されているとい

うように聞いております。当時、私どものほうで設置されましたときには、この蓄電池につき

ましては、非常に高価なものということがございましたけども、近年の研究開発が大変進んで

おりまして、経費的にもまた技術的にも大変進化されたと聞いております。そんなことがござ

いまして、今回のこの拡充制度を踏まえまして、国の情報を得る中で再度、検討させていただ

き、取り組んでいきたいと思っております。 
 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 川村惠子君。 

〇２１番議員（川村惠子君） 
 よろしくお願いいたします。 
 最後に脳脊髄液減少症について、２００７年５月には文部科学省から全国の都道府県、教育

委員会に対して学校におけるスポーツ外傷等の後遺症への適切な対応についてという、連絡事

務が出されたと伺っております。国から県にいきまして、各市町村の小中学校に周知はされた

と思いますけども、その現状をお聞かせください。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、仲澤教育部長。 
〇教育部長（仲澤和朗君） 

 脳脊髄液減少症という症状におきます症例につきましての通達は、平成１９年に県教委を通

じまして、各学校のほうに通達がされております。それをもちまして、昨年５月、市内の養護

教諭研究会議におきまして、事例等の報告とともに内容の確認がされております。そういった

ことを持ちまして、各学校におきましては、その症状の内容を共通な情報として、それぞれの

学校の先生方に共通な情報として確認していただきまして、今後、今まで以上に安全対策につ

いて取り組んでいくというような方向で進んでおります、 
 以上で答弁とさせていただきます。 
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〇議長（小林始君） 
 川村惠子君。 

〇２１番議員（川村惠子君） 
 細部にわたっての答弁、ありがとうございました。 
 今年はじまって２月が終わりますけども、今年の干支は辰年です。私たち公明党議員も皆さ

まに役に立つ一年であるよう決意を述べさせていただいて、代表質問を終わらせていただきま

す。ありがとうございました。 
〇議長（小林始君） 

 続いて、正正会の代表質問を行います。 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 正正会の風間好美でございます。 
 通告に従いまして、代表質問を行います。 
 １問目としまして、防災計画について本市の考えをお伺いいたします。 
 阪神・淡路大震災が平成７年１月１１日、マグニチュード７．３の直下型地震、死者・不明

者６，４３７名、早１７年が過ぎました。戦後最大の被害を契機に防災体制のあり方を見直し、

災害対策基本法の大幅な改正が行われました。また昨年の３月１１日、東日本大震災より約１年

が経過しようとしております。いまだに２月２２日現在で死者・不明者１万９，１３９名。避

難・転居者３４万２，５０９名と復興庁の発表があります。一日でも早い復興・捜索を願わず

にはおられません。 
 また過日の新聞報道にありました、山梨県の２０１２年度当初予算（案）は東海地震などに

備え、防災関連事業費の総額２７７億６千万円と防災対策にかける横内知事の意気込みが表わ

れたと言えます。防災事業費は増額し、重点施策としての位置づけが明確になったと発表。本

市においてもこの事業の展開に相乗効果を大いに発揮していただき、防災に対する安全・安心

のまちづくりに、大いに期待したいと思います。 
 本市の防災に関わる基本的事項を総合的に定めた住民の生命・身体および財産を災害から保

護することを目的とした笛吹市防災計画を策定。この計画は市、県および防災関係機関の防災

業務の実施、責任を明確にするとともに関係機関相互の密接な連絡調整を図る必要な基本事項

に示した実施細目、マニュアル等についてそれぞれ機関の果たすべき役割、地域等の実態に踏

まえ、関係部局で定めるものとする地域防災計画であり、大いに活用したいと思います。 
 今回の東日本大震災、この教訓を生かさないということは、いつか私たちは再び大きな犠牲

を払うことになり兼ねないと思います。 
 以下、質問に移ります。 
 １として、防災計画の修正について。阪神・淡路大震災の震度７を視野に防災計画を作成、

３月１１日、東日本大震災マグニチュード９に対する修正内容の充実はどのように行うのか、

お伺いいたします。 
 ２としまして、防災教育知識の普及計画についてお伺いいたします。 
 （１）職員に対する防災教育はどのように行っているのでしょうか、お伺いいたします。 
 （２）として住民に対する防災知識の普及は、どのように行っているのでしょうか。 
 （３）として学校教育における防災教育は、どのように行っているのでしょうか。 
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 （４）として社会教育における防災教育は、どのように行っているでしょうか。 
 ３としまして、防災訓練計画についてお伺いいたします。 
 （１）として、総合防災訓練はどのように展開しているのでしょうか。 
 （２）として、避難訓練はどのように行っているのでしょうか。 
 （３）として、防疫訓練はどのように行っているのでしょうか。 
 ４として、災害時要援護者支援登録事業についてお伺いいたします。 
 （１）として、その後の登録状況は。また登録台帳の管理、その後の更新状況はどのように

なっているのか、お伺いいたします。 
 （２）として、要援護者の避難経路および避難所等々を記載した防災マップ等の作成はどの

ようになっているのか、お伺いいたします。 
 ５として、本市における備蓄品はどのようになっているか、お伺いいたします。 
 ２問目として、観光振興ビジョンならびに観光振興アクションプランに基づく取り組みにつ

いて、本市の考えをお伺いいたします。 
 本市の基幹産業である観光振興を推進するため、平成２２年３月に笛吹市の観光行政の基本

構想というべき、笛吹市観光振興ビジョンが策定されました。観光振興ビジョンでは「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、実現に向けた７つの方針

が掲げられております。さらに平成２３年３月には、市民一丸となって観光振興を推し進める

ことを目的に、より具体的に本市の観光振興施策を指針となされる基本計画として笛吹市観光

振興アクションプランが作成されたところであります。 
 長引く経済不況や特に東日本大震災以降、石和、春日居温泉郷をはじめとする本市の観光産

業も厳しい状況が続いておりましたが、最近では旅館、ホテル等への宿泊客も戻りつつあると

伺っております。これから春の観光シーズンを迎えるにあたり、笛吹市の観光産業にぜひ活気

が戻ることを期待するところであります。そこで以下、質問に移ります。 
 ②として、笛吹市観光ビジョンならびに観光振興アクションプランに基づく取り組みについ

て、市の見解をお伺いいたします。 
 （１）として笛吹市の風景づくりの中で環境容量を踏まえた目標設定、安全・安心で清潔な

まちづくりについては、どのような取り組みがされているのか、お伺いをいたします。 
 （２）として百人百葉の笛吹市づくりのうち地産地消による観光メニューづくり、新たなター

ゲットによる滞在型を意識したメニューづくりとしては、どのような提案がされている

のか、お伺いいたします。 
 （３）として甲斐国都づくりのうち広域観光テーマの設定、他地域との広域連携の推進につ

いての取り組みは。 
 （４）として、ユニバーサルな情報の提供のうち情報収集・発信体制の整備、情報提供媒体・

ツールの開発の進捗状況はどのようになっているのか、お伺いいたします。 
 （５）として、笛吹観光教育の推進として、おもてなしガイド等の育成・充実の取り組み状

況はどのように展開されているのか、お伺いいたします。 
 （６）として、笛吹市観光物産連盟等の組織強化とは、具体的にどのような取り組みを考え

ているのか、お伺いいたします。 
 （７）として、観光振興に関わる新年度事業の展開と予算内容について、お伺いいたします。 
 以上、質問とさせていただきます。 
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〇議長（小林始君） 
 当局の答弁を求めます。 
 答弁を市長、荻野正直君。 

〇市長（荻野正直君） 
 正正会、風間好美議員の代表質問にお答えいたします。 
 はじめに防災計画の修正についてであります。 
 地域防災計画の見直しは、東日本大震災の大災害を教訓として逼迫性が指摘されている東海

地震など広範な地域での災害発生が懸念されるため、情報の収集や通信手段の整備、防災知識

の普及、自主防災組織の育成、避難者の受け入れ態勢の確立、災害時要援護者対策、帰宅困難

者対策、防災ボランティア受け入れ態勢整備などの見直しが必要であると考えられております。

また、新たに付け加えるものとして原子力災害対策、富士山噴火災害対策が考えられます。い

ずれの項目におきましても関係部局との協議を行い、適切な見直し内容に向けて作業を進めて

まいります。 
 続きまして、防災教育の普及計画についてお答えいたします。 
 まず職員に対する防災教育についてでありますが、災害時の職員の参集配備体制、班ごとの

災害時の対応行動などを示した災害時職員初動マニュアルを全職員に配布し、朝礼で読み合わ

せをするなどして、日ごろからその徹底を図っております。また、防災訓練時には決められた

配備先で、班ごとの災害対応の訓練や各種の行動マニュアルの確認等を行う、より実践的な災

害対応訓練を行っております。 
 次に住民に対する防災知識の普及と社会教育における防災教育について、併せてお答えをい

たします。 
 市が行っております防災に関する情報の普及は、広報への防災関係のお知らせの掲載、市ホー

ムページ内の防災災害ページでの各種情報掲載、福祉祭りなどのイベント会場における啓発ブー

スの設置等であります。また笛吹市民講座、「東海地震に備える」を取り上げて多くの市民の

参加を呼びかけるとともに、市内社会教育施設の玄関付近に防災関連のリーフレットの配置も

しております。 
 市民の皆さまには、マスコミの防災情報にも耳を傾けていただくとともに、地域においても

公民館施設等を利用して、防災訓練や自主防災組織の活動に取り組んでいただきたいと考えて

おります。 
 次に学校教育における防災教育についてでありますが、東日本大震災により学校現場におい

ても防災に対する考えが変わりました。震度５弱を基準として、保護者への引き渡しや学校へ

の止め置きをするなど、実情に合った防災計画やマニュアルの改正を行いました。学校の防災

計画に基づいて、防災教育を教育活動の中で実施しております。また、避難訓練は年数回実施

し、起震車による地震体験などをとおして防災教育を地域や家庭との連携を取りながら、さら

に進めていきたいと考えています。 
 続きまして、防災訓練計画についてお答えをいたします。 
 総合防災訓練、避難訓練、防疫訓練についてでありますが、市では平成１９年度から９月の

防災週間の日曜日に総合防災訓練を毎年実施しております。昨年は市内の各地区の自主防災組

織における訓練として一時避難所への避難参集、避難所運営、地域の状況の情報収集共有、消

火、救助、救援、炊き出し、指定避難所経路確認、家庭や個人の防災対応の普及などの訓練内
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容を示して実施いたしました。 
 また、災害対策本部配備職員は無線機器を使い、被災状況の報告および災害対応の伝達訓練

を、また現場指揮本部に参集した職員は決められた班ごとに本部との情報伝達、水道施設の確

認、避難所開設準備、防疫機材の操作確認、消防団との無線伝達訓練などを実施いたしました。 
 今後につきましては、想定される東海地震・首都圏直下型地震をはじめとするあらゆる災害

に的確に対応できるよう、最新情報の集積・分析に努めるとともに市民の皆さまのご意見をい

ただきながら、より実践的でより効果的な訓練を実施してまいります。 
 続きまして、災害時要援護者支援登録事業についてお答えをいたします。 
 まず登録状況、登録台帳の管理と更新状況についてでありますが、災害時要援護者台帳の登

録人数は現在５４３名であります。管理・活用につきましては、災害時の備えとして各地区に

おいて照会、追加登録がされており、地区においては区長さんが管理し、市においては各支所、

保健福祉部福祉総務課、総務課消防防災担当にも備え付けてあります。台帳の主目的は、災害

時の第一義的な安否確認と救助のための地域での把握でありますので、目的外の利用は個人情

報保護の観点からも極力避けなければなりません。しかしながら、台帳の更新や登録者の実態

の把握には、地域の民生委員さんのご協力や地区の理解がなければ有効な登録・管理、いざと

いうときの効力が発揮できないものと認識しております。 
 今後、さらに実効的な台帳の把握、管理と登録の促進について、関係者の方々と研究・協議

してまいりたいと考えております。 
 次に、防災マップ等の作成についてであります。 
 防災マップの作成につきましては、地域の状況を詳細に把握しているそれぞれの地区の自主

防災組織の取り組みの中で、作成をしていただくことが大切だと考えております。要援護者の

避難経路や避難所、避難場所となる畑や広場、消火栓の位置や防火水槽設置場所など必要なも

のを掲載した地域に合った防災マップの作成を進めていただくため、市といたしましても補助

金制度を設け、強力に支援していきたいと考えております。 
 続きまして、本市における備蓄品についてお答えをいたします。 
 市の備蓄品は現在発注済みのものを含めますと、主なものといたしまして食料はアルファ米

が５万６千食、災害用簡易トイレ２万４千回分、毛布１万１千枚、タオル１万枚、歯ブラシ１万

本、ブルーシート８７５枚などであります。しかし、市の備蓄量にも限界がありますので、各

家庭においても、家族が生活に必要な３日分の備蓄を呼びかけております。 
 続きまして、観光振興アクションプランに基づく取り組みについて、お答えをいたします。 
 まず、環境容量を踏まえた清潔なまちづくりについてでありますが、笛吹市を訪れる観光客

が、快適に安心して過ごせる環境を整えることは基本的なおもてなしの１つであります。この

ため観光施設の安全点検や美化活動に常に努め、行政、観光関連団体、民間が連携を図り、実

現可能な清潔なまちづくりを推進してまいります。 
 次に観光メニューづくりの提案についてでありますが、現在の観光客が求めているものは、

旅行の形態も個人化・小グループ化が進む中で多種多様になっています。このような中、特産

物収穫体験・作業体験など、着地型ツアーや夜景、美容・健康づくりなどを意識した新たなメ

ニューや田舎体験ツアーの造成を提案してまいります。 
 次に他地域との広域連携の推進についてでありますが、笛吹市は山梨県の中心に位置し、お

おむね１時間以内で、他の主要観光地を訪れることができます。このような地理的特性を生か
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し、県内の観光地と広域に連携した観光振興を図ってまいります。すでに甲府・山梨・甲州と

笛吹市では４市観光広域連携担当者会を組織し、広域観光のＰＲや誘客活動の推進のための調

査・研究および、４市合同の首都圏観光説明会の開催などを行っております。 
 次に情報提供媒体・ツールの開発についてであります。 
 観光のイベントや観光関係者の情報を自由に発信することのできる、ホームページふえふき

観光ナビを昨年１２月にオープンさせました。また、観光情報の発信ツールとして携帯インター

ネット端末に対応した情報入手可能エリアの拡大に努めており、今後、観光情報端末を備えた

施設の整備等も計画的に進めてまいります。 
 次におもてなしガイド等の育成・充実についてでありますが、現在、笛吹市の名所旧跡等の

案内を中心にご協力いただいておりますボランティアガイド笛吹の皆さまに加え、官・学共同

の事業展開として県内の大学のご協力をいただき、大学生をおもてなしガイドとして育成し、

旬の魅力体験バスへ乗車してもらうなど幅広い育成活動を行うとともに、観光従事者を対象に

おもてなし講習会を開催するなどの事業に取り組んでまいります。 
 次に笛吹市観光物産連盟等の組織強化についてでありますが、観光物産連盟を組織している

各観光協会間での意見交換会を定期的に開催し、情報交換や共同イベントの検討を行い、各協

会主催のイベントのガイドラインを統一するほか、同一宣伝媒体の利用等により、観光物産連

盟の一体感が増幅する取り組みを行っております。 
 次に新年度事業の展開と予算内容についてでありますが、平成２４年度の観光振興に関わる

事業は観光施設の維持管理、観光宣伝、イベントの実施、ふるさと大使事業、ハイキングコー

スの整備、情報発信の充実等の事業を展開してまいります。また、今回ご提案させていただき

ました観光関連の予算案は２億２，２００万円であります。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 再質問を行います。 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 それでは、防災についての再質問をさせていただきます。 
 防災教育の知識の中で、（１）の職員に対する防災訓練の再質問をさせていただきます。 
 前の議会で防災に対する質問で職員に対して各持ち場、市役所等まで徒歩で出勤していただ

き、どのような状態が起きるのか把握していただきたいとの質問で、検討するとの答弁として

の記憶がありますが、非常に大事な徒歩訓練と考えておりますが、市でも行ったのか。また行っ

ていなければ、行うのかお聞きしたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、山下総務部長。 
〇総務部長（山下真弥君） 

 風間議員の再質問にお答えします。 
 徒歩登庁をすることで、災害時の訓練をしたのかどうかというご質問ですが、市全体として

取り組んではございません。ただ防災訓練等、全体的な訓練があるときに、近場の職員につい

ては徒歩で来ることも呼びかけております。実際、僕も歩いて、２０分かけて来たことがござ

いますけども、そういう形で現場の状況を見ながら、橋の状況とか家屋の状況、あるいは隣近
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所の障害者、あるいは要援護者等の状況を確認しながら、徒歩で来ることは非常に有効だとい

うふうに考えておりますので、今後、防災訓練のときだけではなくて、ご指摘を受けて検討し

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（小林始君） 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 ぜひ、この訓練は非常に大事だと思いますので、検討ではなくて現実に向けて実施してもら

いたいと思います。再度お聞きします。 
〇議長（小林始君） 

 山下総務部長。 
〇総務部長（山下真弥君） 

 前向きに検討させていただきます。 
〇議長（小林始君） 

 風間好美君。 
〇６番議員（風間好美君） 

 次に移ります。（３）であります学校教育の防災についての再質問をさせていただきます。 
 今回の東日本大震災においても、小さいころより地震に対する教育で、おおぜいの人たちが

助かったという記事もありました。本市においてもなお一層、学校教育において危機管理意識

等、専門知識を取り入れていただきたい。その勉強等も行ってもらいたいと思いますが、いか

がでしょうか、お伺いいたします。 
〇議長（小林始君） 

 仲澤教育部長。 
〇教育部長（仲澤和朗君） 

 風間議員の再質問でございますけども、防災教育に対する学校教育の防災教育でございます

けども、今おっしゃった今回の災害での全部の子どもたちが助かっているのは、釜石の奇跡と

言われて大変、注目されているところでございます。私どもも今回の震災を教訓といたしまし

て、昨年６月、防災マニュアルの見直しを行ったところでございます。 
 学校の実態に応じた防災マニュアルとして作成していただきました。具体的には、従来です

と避難する場合につきましては、グラウンドに避難するというような状況でございましたけど

も、一時避難してどこのどこの場所を通って避難するというように、具体的なものとして作成

しています。また、今まで防災訓練といいますと年１回ないし２回でございましたけども、中

には４回の防災訓練を予告なしで行うというようなことも実施しております。また、震度５弱

の警報の発信をもって、従来ですと緊急メール等で連絡網をもって周知した保護者が引き取り

に来るということでございましたけども、すでに震度５弱が起こった時点で自主的に学校のほ

うへ保護者の方が迎えに行くというような方法もマニュアル化されております。 
 また通学路等につきましては、場所を指定いたしまして、この場所以降については自宅へ、

またはそれから、それよりも以前でしたら学校にいったん戻るというようにも具体的に記され

ております。 
 これからもこの教訓を生かして、各学校の教育課程の中で学校の授業として取り組んでいく
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よう呼びかけ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（小林始君） 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 次に移ります。防災訓練の中で、（３）であります防疫訓練についての再質問をさせていた

だきます。 
 防災計画書に防疫訓練として職員による防疫作業の収集し、伝染病の発生を予防する防疫演

習を行い、いつでもできるように保管するといっていますが、どのように誰が行い、どこに保

管しているのかお伺いいたします。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、芦澤総務課長。 
〇総務課長（芦澤栄君） 

 今の再質問ですが、防疫訓練という格好の中で、いわゆる疫病関係の訓練というのは実際に

は行っておりません。しかしながら四建機、煙霧消毒等をする機械の扱いおよび点検等をその

防災訓練の中でやってございます。 
 今、訓練はやってございませんが、この防疫関係については何が発生するか分からない。よ

くテレビの映像等で見ますと、やはり防疫服というような、いわば体を守るという部分の準備

がありませんでしたので、今年度、実はその防疫着というのを整備して、それに備えるという

ような準備はしております。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 次に移ります。４として、要援護者の防災マップに対しての再質問をさせていただきます。 
 （２）ですね、防災マップ。防災マップに対しては、先ほど市長の答弁におきまして、補助

金制度を設けたということも先ほどお聞きいたしまして、非常に心強いばかりであります。ま

た一般的な防災マップにも補助金等をいただいて、これは私の考えですけど、社会協議会等々

におきましての指導をいただき、各地区で作成していただきたいと思っておりますが、いかが

でしょうか。 
 これはちなみに、私、上矢作の佐藤前区長会長から借りてきまして、見まして、素晴らしい

ガイドブックだなと思っております。これは各区で行えという、先ほどの答弁もありましたけ

ど、誰かが指導しなければ大変だろうなと思っておりますし、また各区へ出向いて素晴らしい、

こういうガイドブックをやってもらって、日夜、見てもらいながら一朝有事のときには利用し

てもらえばいいかなと思っております。そんなことで、各地区での作成をいただくということ

でお聞きしたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 山下総務部長。 
〇総務部長（山下真弥君） 

 地域の防災マップに関しての再質問にお答えします。 
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 上矢作の防災マップにつきましては、地域振興基金を使いまして作成をされたものでござい

ます。非常に僕も見させていただきましたけども、地域の実情に合った分析をされ、本当に組

を超えて、４、５軒のお宅で共助の部分が発揮できるような防災マップとなっておりました。 
 調べたところによりますと、各行政区自主防災組織で防災マップをつくっている地区が石和

で松本、下平井、広瀬、山崎、一宮で中尾、上矢作というように把握をしております。この事

業を各行政区自主防災組織にですね、２４年度、かなり広げていきたいというふうに考えてお

りまして、予算的には従来の自主防災組織の支援の補助金２００万円を３５０万円に引き上げ

まして、ハード部分だけではなくてソフト部分についても補助対象としていきたいというふう

に考えておりますので、今後、議員の皆さん、また各区長会等で、その典型例を発表していた

だいて、皆さんのご協力の中で典型例を全市内に広めていきたいというふうに考えております

ので、ご協力をお願いしたいと思います。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 ぜひ、素晴らしいものですからつくってもらいたいなと思っております。 
 ５として、備蓄品についての再質問をさせていただきます。 
 備蓄品については過去、災害資料に基づき、本市に合った品物を備蓄していただきたいと思

います。いかがでしょうか。また身近なところで公民館、避難所等々に備蓄品の整備をとの市

民の要望がありました。２点について、市の見解をお伺いしたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 山下総務部長。 
〇総務部長（山下真弥君） 

 備蓄品関係につきましては、今回、２４年度当初予算で各３５の避難所に投光機と、それか

ら発電機、これを整備させていただきます。これは３．１１の教訓を踏まえて取り組む内容で

ございます。それからもう少し、福祉避難所等にもいろんな細かなメモ的な、懐中電灯とかエ

ンピツとか、それからナイフとか細かなものが、いざ集まったときに何もないという状況なの

で、そういう事務用品なんかも含めて整備をしていくということになっております。 
 いずれにしましても３．１１の教訓を踏まえて実態に即した、ご指摘のとおりの実践に役立

つ備蓄品を検討して整備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（小林始君） 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 身近なところということに対して、答弁をしてもらいたいと思います。 

〇議長（小林始君） 
 芦澤総務課長。 

〇総務課長（芦澤栄君） 
 身近なところへの備蓄品の、率直に言いますと地区、あるいは学校というようなところが思

い当たりますが、実は今まで学校は即、指定避難所になります。そうした中で備蓄品の最たる
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もので、先ほど市長の答弁もございましたがまず非常食料、水であるとか、もしくは簡易用の

トイレ等々が一番先にいるものなのかなと思いますが、そういう部分については学校側のほう

へお願いをしながら、実はもう１校、昨年度は富士見小学校には１室開放していただきまして、

そのものを納めてございます。 
 また地区につきましては、やはり避難所にあたっているところには、そういうストックスペー

スがあり次第、そういうところへ置かせて分散備蓄をしておくという考え方もございますが、

地区の自主防災会で先ほど部長が答弁申し上げました補助を使いまして、すでにその地区の備

蓄食料であるとか、そういうストックを先行して考えている地区もございます。行政がちょっ

と後追いになる格好になってしまっているんですけど、身近なところへの本来的な分散配置を

進めていきたいということで考えております。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 ありがとうございます。 
 実は２０１０年の９月の議会で、災害に対する効率的体制を実現するために、私のほうから

消防委員の設置を希望し、質問させていただきました。そのときの答弁としまして、消防団組

織の平準化が未完成で、現在も未設置となっている。条件が整った段階で設置したいと答弁し

ておりますが、その後どのように検討なさったのか、お聞きしたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 芦澤総務課長。 
〇総務課長（芦澤栄君） 

 ご指摘をいただきました。その後の状況で、各分団の部の統合は進んでおります。しかしな

がら状況としては、まだ平準化というか、消防委員さんという公の目で公平に分団を見るとい

うような状況では、まだないのかなということを感じております。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 これは、やはりいつ起きるか分からない災害ということで、各地区、各代表の消防委員さん

ということでやってもらえば、こういう消防行政もスムーズにいくんではないかと思っており

ますので、平準化がうんぬんというより、やはり立ち上げてもらいたいなと思っておりますけ

ども、再度お聞きします。 
〇議長（小林始君） 

 芦澤総務課長。 
〇総務課長（芦澤栄君） 

 ご指摘重々、条例にもございます。しかしながら定数が１５名以内という、実は限りある、

しかもその選出母体が議会であるとか、消防の今の組織体の代表であるとか、もしくは学識経

験者という３つのところから選出をするというような条例根拠になっておりますので、全体の

ところからくまなく意見を聞くという部分のものに、ちょっと困難さを感じておるところも正
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直なところでございます。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 いつ起こるか分からない地震災害を最小限度に生命・財産の確保を守り、安全・安心のまち

笛吹市をなお一層、目指していただきたいと思います。 
 防災計画の質問は終わります。次にいきます。 
 アクションビジョン、ならびに観光振興についての再質問をさせていただきます。 
 （１）として観光振興プランの中で、適正規模を踏まえた目標を設定し、観光振興を図ると

いっておりますが、適正規模とは一体、何を言っているのかお伺いいたします。 
〇議長（小林始君） 

 豊角産業観光部長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 観光関係になりますと適正規模、環境容量ということになりますが、快適に安心して観光客

をお迎えするということでは、宿泊施設等も含めて見合ったお客さまをお迎えすることが適切

な容量だと考えております。 
 ちなみに笛吹市では平成２年、これは大河ドラマ等々があって、バブルの最盛期ということ

で１７０万人からのお客さまにおいでいただいたわけなんですが、近年１００万人を切ってい

る状況がございます。そういったことで、プランに基づきます観光の受け入れについても笛吹

市が持つさまざまな特性、あるいは観光を表に出すことで、また観光客の誘客のほうに積極的

な働きかけ、また誘客に結び付けていきたいと、こんなふうに考えております。 
 以上になります。 

〇議長（小林始君） 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 続いて（２）として、百人百様の中の再質問をさせていただきます。 
 先ほど答弁の中で、農産物収穫体験、ならびに作業体験とはどこでどのくらいの規模なのか。

また体験内容、体験期間とはどのように考えているのか、お聞きいたします。 
〇議長（小林始君） 

 豊角産業観光部長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 現在、観光客が求めるものは非常に多種多様な形態がございます。その中で今年度まで、お

もてなし観光バスということで、花を見てもらう、あるいは桃・ブドウの収穫体験等々を行っ

たわけなんですが、今までのおもてなし観光バスというのは、来ていただくためのもてなしと

いうことで考えておったわけなんですが、来年度以降については笛吹の旬の魅力体験バスとい

う名目を変えて、体験型のツアーを考えております。 
 これについては春先のバラの花からはじまる、桃の花等も含めてになりますが、これについ

ては見てもらうことが大前提になりますが、初夏についてはもろこし狩りの体験、あるいは夏

の桃狩り体験、秋のブドウ狩り体験等々も兼ねています。夏については、夏野菜のナスとなり
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ますが、収穫体験ということで一定の見る側の観光から、それぞれお客さまが体験できる、こ

ういったコースを考えております。こういったことで特産物の収穫体験、あるいは作業体験等

も体験してもらうという、こういった観光を考えております。 
 以上になります。 

〇議長（小林始君） 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 今の答弁で分かるわけなんですけど、場所的とかいろいろあると思いますけど、その場所で

すね、例えば桃、桃といえば一宮、御坂へ行くのかとか、作業体験というのは一体何をするん

だろうと、そういうような疑問を持っているので、この再質問をしたわけなんですね。ですか

ら、その点もちょっと細かくお知らせ願えればと思います。 
〇議長（小林始君） 

 豊角産業観光部長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 この旬の体験バスについては、５０人乗りの大型バスを考えておりますので、バスが入れる

ルートということになりますので、今、考えておりますのは御坂経由のコース、それから一宮

をまわるコースということになります。通常の乗り合いバスの運行ルートを基本的に考えてお

ります。今までも行っております桃、ブドウの収穫体験については、季節的なものはお分かり

かと思いますが、初夏のもろこし、それから夏野菜のものについては重複すると思いますが、

コースを午前の部と午後の部に分ける中で、それぞれお客さまのニーズに合った時間帯、また

内容に沿ったものでご搭乗いただくということで、２コースのものを考えております。 
 それから内容になりますが、桃、ブドウについては当然ながら観光農園のほうにお願いする

格好になりますので、その中での取り決めの中で行ってもらう。それから夏野菜等の収穫につ

いても、決められた園をお願いする中で収穫するということになりますが、ちなみに今年度、

去年の夏になりますが、ナス狩りを計画したんですが、ちょっと人気がなかったということも

ありますので、そのへんも踏まえた中で魅力的な体験バス、この企画についても再度練りなが

ら行ってまいりたいと、こんなふうに考えております。 
 以上になります。 

〇議長（小林始君） 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 もう１つ、この中に夜景、美容、健康などを意識した新たなメニューづくり、その施策はど

のように考えているのか、お聞きしたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 豊角産業観光部長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 今までのさまざまな体験ツアーのほかに夜景、これについても笛吹、夜景、非常にきれいに

見える個所が何カ所もございます。そういった夜景、これについてはホタルのツアーと合わせ

たものも考えております。 
 それから美容、健康づくり、これは石和の温泉を使っていただく中での美肌効果、あるいは
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健康づくりということで、この商品については提供していきたいと、こんなふうに考えており

ます。 
 以上になります。 

〇議長（小林始君） 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 分かりました。 
 （３）の甲斐国の広域観光テーマの設定の中、先ほど答弁もありましたけど、再度お聞きし

たいと思います。 
 甲府市、山梨市、甲州市のほか富士北麓、河口湖町との連携は考えていられないのか、お伺

いします。 
〇議長（小林始君） 

 豊角産業観光部長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 広域連携については今現在も行っておりますが、甲府市、山梨市、甲州市、笛吹市での４市

の中で担当者の会を組織する中で、広域観光のＰＲを行っております。それと、もう１つが先

立っての２月２３日の富士山の日ということで、私もちょっとそういうイベントのほうには顔

を出したわけなんですが、河口湖等々、これは県内全域が一括でもってのテーマになりますが、

富士山制定の日、あるいは文化遺産制定に向けての取り組みということで行っております。 
 富士山については外国からのお客さま、非常に人気の高いスポットになります。それからい

かに笛吹のほうにお泊まりいただくかということで、この連携についても短時間で来られるこ

とから、このへんの連携強化についても進めてまいりたいと、こんなふうに考えております。 
 以上になります。 

〇議長（小林始君） 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 次に移ります。 
 （５）の、笛吹観光教育おもてなしのガイドについての再質問をさせていただきます。 
 おもてなしについては、日本人としてごく普通のお迎え、接客を行っていれば、必然的にお

もてなしのこころは付いてくるのではないでしょうか。改めて、このおもてなしの意味をお伺

いいたします。 
〇議長（小林始君） 

 豊角産業観光部長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 言われたとおり、おもてなしについては、これは小さいときからの教育の一環ではなかろう

かと思っておりますが、現在、笛吹にお見えになるお客さまを適切な案内をするために、今、

おもてなしのガイドということで育成をお願いしています。特に答弁で答えたとおり、名所旧

跡等の案内が今は主立ったものになっておりますが、つい先立ってもこれの会議をもったとき

に、１７名ほどのガイドさんがお集まりいただき、積極的な意見をいただいております。いろ

んなものについて、私どもも協力していきたいというようなありがたい意見のほうもいただい
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ておりますが、なお、これにプラスする格好で県内の大学生等々も研修を踏まえる中でガイド

育成に努めていき、また笛吹の魅力がつぶさにご案内できるようなガイド育成に努めていきた

い、こんなふうに考えております。 
 以上になります。 

〇議長（小林始君） 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 それでは、（６）の笛吹市観光物産連盟についての再質問をさせていただきます。 
 観光物産連盟は本市の観光事業を一括管理、指導を行っていく予定なのか、お伺いいたしま

す。 
〇議長（小林始君） 

 豊角産業観光部長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 観光物産連盟になりますが、本市の観光については当然ながら観光商工課の中での取り扱い

になります。その中の位置づけの中で、社団法人ということで観光物産連盟、別組織で立ち上

がっておりますが、この構成としては各地区の観光協会の会長さんがすべて理事ということで

入っております。そういった中で、一定の方向性を皆さんが情報を共有化する中で、本市の観

光について進めていくのがこの観光物産連盟となっておりますので、今後についてもこの組織

については強化を図っていきたいと、こんなふうに考えております。 
 以上であります。 

〇議長（小林始君） 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 それでは観光物産連盟は今、いくつの団体を管理しているのか、構成しているのかという質

問をさせていただきたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 豊角産業観光部長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 観光物産連盟で管理というよりも、観光物産連盟がさまざまなイベント等について、これを

主催、あるいは共催するという立場になっております。その中に、先ほどの答弁の中で言った

ように、各観光協会が理事になっていますから、当然ながら各地区での夏まつり、春まつり等々

についても、一括、総元については観光物産連盟が行うということになりますので、イベント

ですとか組織の細かい体系については、その下に各地域の観光協会があるということで、ご理

解いただければと思います。 
 以上になります。 

〇議長（小林始君） 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 次に移ります。（７）観光振興に関わる再質問をさせていただきます。 
 石和温泉旅館組合、石和温泉観光協会、ほか各地域の観光協会への予算額とその算定基礎と
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なる数字、費用ですね、それはどのようになっているのかお伺いいたします。 
〇議長（小林始君） 

 豊角産業観光部長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 温泉旅館組合、あるいは各地区の観光協会等々の予算額になりますが、補助団体については

すべて実績報告をもらう中で、内容について次年度の予算に向けての研修を行っております。

そういった中で観光について、予算がどの部分が適切予算なのか、なかなか難しい部分があり

ますが、われわれが目指す方向は観光を笛吹の中で少ない予算で実りあるといいますか、大き

な実績を挙げる予算編成ということをやっていますので、総体的には２３年度対比になります

と観光総額予算的には減っておりますが、この中では各観光協会、あるいは旅館組合等の代表

を入れる中でご理解いただいた中での予算策定となっております。 
 以上になります。 

〇議長（小林始君） 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 それでは７町、今、笛吹市はあるわけでございますけども、その観光協会への予算というか、

補助はどのようになっているのか、お聞かせください。 
〇議長（小林始君） 

 豊角産業観光部長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 各７町の協会の数字は今、持ち合わせがございませんが、当然ながら観光協会が事業計画を

出す中での予算規模になりますから、当然ながら石和温泉の観光協会、一番大きな金額になろ

うかと思います。小さいのが芦川の観光協会というような、それぞれ自分たちで計画する中で

のイベント内容、それから等々によって変わるわけで、これについても共通な認識の中で決め

ておりますし、予算的には上が７００万円から下が３０万円までというような、非常に幅広い

予算規模になっておりますが、それぞれ内容を見合った予算計上となっております。 
 以上になります。 

〇議長（小林始君） 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 私個人は建設経済ですから、また部長、課長たちの説明を受けるわけですけども、われわれ

会派としてこういう質問をしたらどうかということで検討を重ねたところですので、また後刻、

お知らせ願いたいと思います。 
 もう１つ、質問させていただきます。 
 先ほど観光振興の新年度の予算が２億２千万円という報告がされました。答弁がありました。

各イベントにおける２億２千万円。それぞれの商店等を含むホテル、旅館等の売り上げ数字は

どのように表われているのか。また、本市における２億２千万円の経済波及効果はどのように

なっているのか、できましたら数字でお示し願いたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 豊角産業観光部長。 
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〇産業観光部長（豊角英人君） 
 観光関連予算の予算案でございますが、２億２千万円という答弁をさせていただきましたが、

各、これ商店ですとか旅館、ホテルさん、この中でどのくらいの予算関係がまわって、それに

対する波及効果というご質問ですが、細かい数字については、ちょっと私どもで用意ができま

せんが、当然ながら観光関連で２億２千万円あります。これについてはイベント費、それから

広告宣伝費等々が主立ったものになろうかと思っております。イベント費については、たくさ

んのお客さまがお迎えする春先の川中島合戦、それから夏の花火大会等々がございますが、こ

れ等々にかかる予算額に見合ったものが多くのお客さまがおいでいただくことにより、１泊２日

で来る、あるいは日帰りで来る、違いはございますが、多くのお客さまが来ることによって、

地域にもたらす経済効果というものは当然、期待はしております。 
 それから夏の、例えば観光でお見えになる方、これは観光農園等でのお買い物、あるいはそ

の収穫体験になりますが、これについても間接的ではありますが、地元にもたらす経済波及効

果、こういったものも期待できるということで、この観光予算が市のＰＲのみならず、さまざ

まなお客さまをおいでいただくための予算ということで、地域にもたらす経済波及、こういっ

た効果に期待をしているところであります。 
 数字について、ちょっと持ち合わせがございませんので、細かいことは言えませんが、そう

いった期待を込めての予算となっております。 
 以上であります。 

〇議長（小林始君） 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 先ほど言いましたように、また私は聞けるんですけど、ぜひ３人の代表質問ということでご

理解していただき、また後刻、報告を願えればと思っております。よろしくお願いいたします。 
 最後に笛吹市観光振興ビジョン、観光振興アクションプランを大いに参考にしていただき、

本市においての観光発展に結び付けていただきたいと思っております。 
 以上、私の代表質問は終わります。ありがとうございました。 

〇議長（小林始君） 
 ここで、暫時休憩いたします。 
 再開を４時といたします。 

休憩  午後 ３時４８分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ４時００分 
〇議長（小林始君） 

 再開いたします。 
 続いて、日本共産党の代表質問を行います。 
 渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 日本共産党議員団を代表しまして、代表質問を行います。渡辺正秀でございます。 
 市場原理主義、新自由主義改革が一世を風靡しましたが、その結果、世界も日本も惨憺たる

様相を示しております。労働者派遣法などの規制緩和で派遣労働など低賃金、不安定雇用が当
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たり前になっております。各種保険料も払えない、貯蓄もない世帯が増え続けております。高

齢者社会の危機を叫びながら、若者をはじめ就労可能な人々にまともな仕事が与えられない、

なんたる矛盾かと思います。 
 アメリカと大資本の要請に基づく市場原理主義に、大政党もマスコミもほぼ一色に染められ

ております。多くの自治体も住民の苦難に正面から向かい合わず、市場原理主義改革と軌を一

にした地方行財政改革に血道を上げてまいりました。日本共産党は国政においても、地方政治

においても市場原理主義とは別の道、福祉国家、住民の暮らし第一の道があることを示し、そ

の実現に奮闘したいと思います。 
 さて笛吹市誕生から８年目、そして荻野市政２期目の最終年度でございます。よかったと思っ

ていることも、まずかったと思っていることもきっとあるでしょう。この代表質問で基本的に

変えてほしいこと、改善してほしいことのうち３点を指摘し、市長の見解を伺いたいと思いま

す。そのほか２点、計５件について伺います。 
 １つは行財政改革路線のうち支所、地域政策についてでございます。 
 支所機能の見直し、支所の簡素化が打ち出され、そのとおり支所は縮小され、旧町村の諸活

動のセンター、相談センターの機能は失われてきたといえます。さらに１２月議会の亀山議員

の一般質問に対して、関係機関との協議を前提としながらも、支所の統廃合、廃止もあり得る

旨の考えが示されました。 
 防災、健康福祉、社会教育、地域の活性化など、いずれの課題でも旧町村単位および行政区

の役割が大きくなり、その行政センターおよび相談センターとして支所の役割もますます大き

くなっております。改めて支所機能を強化する考えか、縮小する考えか市長の考えを伺いたい

と思います。 
 ２つ目に、市民第一主義とはなんだったのか。 
 市長は市民第一主義を掲げ、市民ミーティングやパブリックコメントなど、市民の声を聞く

公聴の充実、市民の行政への参画を促し協働のまちづくりを進めるとしてきました。しかし多

数の市民が声を挙げた多機能アリーナ問題では、市長は市民の声を聞かなくなりまして、そし

て住民投票についても否定いたしました。これでは、市民第一主義も市長の都合次第だと言わ

れても仕方がありません。市長はどう考えるか。また、地方自治の本旨である住民自治に沿っ

た対応であったかどうか、伺いたいと思います。 
 ３つ目に、お金の使い方について。 
 私は合併以来、市場原理主義、官から民へというイデオロギーに基づく行財政改革に反対し、

市民のニーズにしっかり向き合いつつ、行政の無駄の点検と事業の精査を重点とする行財政改

革を主張してまいりました。具体的には下水道事業の見直し、水道事業における琴川ダムの水

利用でなく、笛吹畑かん余剰水の利用などであります。これらは住民のニーズに応えつつ、最

も大きな財政節約効果が得られたものと思っております。事業の精査、要は本当にお金が必要

なお金の使い方か、費用対効果が得られるかの検討が大事であります。その視点から３事業に

ついて、伺います。 
 １点は、多機能アリーナ計画において多機能施設とする小アリーナ部分の建設費用、設備費

用はいかほどかかる予定か。その小アリーナがどうしても必要という行事は何か。その行事に

使う日数は何日か。 
 ２つ目、何を明らかにするために２１０万円をかけて多機能アリーナ経済波及効果の調査委
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託を行ったのか。 
 ３つ目、八千蔵地区災害時ストックヤード構想は防災の検討から生まれたものでなく、買っ

てあげなくてはならないというものでした。近隣地区からも反対の声が挙がっております。こ

の段階で５００万円の調査委託は無駄遣いであり、行政手法としても誤りではないか伺います。 
 ４つ目に、具体的課題２点でございます。 
 新規就農者対策事業について。 
 Ｉターン、Ｕターン新規就農者支援策も打ち出されておりますが、多くの農業関係者が最も

望んでいる対策は、農家後継者支援策の充実ではないかというふうに聞いております。充実策

を伺いたいと思います。 
 ２つ目に学校体育、子どもの社会体育の安全および支援についてであります。 
 ４月から中学校で武道が必修化されるが、安全対策は十分であるかどうか。日本では、子ど

もの社会体育においても勝敗至上主義の傾向が見られ、安全面が軽視されている趣がございま

す。その対策はどうか。また柔道着などは学校に常備し、父母負担を軽減する考えはあるかど

うか。 
 以上、伺います。 

〇議長（小林始君） 
 当局の答弁を求めます。 
 市長、荻野正直君。 

〇市長（荻野正直君） 
 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。 
 はじめに支所、地域政策についてのご質問にお答えをいたします。 
 町村合併から７年が経過し、現在も行財政改革大綱により組織機構の簡素化を進めていると

ころであります。しかしながら、今後の地域主権の流れの中で、基礎自治体が行う仕事は量・

質とも、さらに多様化かつ増大することが予想されます。これらの相反する条件の中ではあり

ますが、少ない職員数でも防災をはじめとする各種施策に対して地域住民の要望にお応えでき

るよう、本庁・支所の分掌する事務事業の見直しや支所組織の見直し等を進めております。 
 今後も地域と密着した支所の特性を低下させることなく、また相談業務につきましても支所

長を中心として地域の身近な窓口となり、行政サービスの向上を図ってまいります。 
 続きまして、市民第一主義の考え方についてお答えをいたします。 
 改めて申し上げるまでもなく、地方自治の本旨は、あらゆる機会に住民の声をお聞きする中

で、施策経営を進めることが肝要であると解しております。本市の施政方針の大きな柱として

掲げておりますとおり、市民第一主義の行政経営とは、あらゆる施策を推進していくにあたり、

常に生活者起点の視点で取り組み、市民に開かれた行政推進でなければなりません。このこと

は、多機能アリーナ建設事業の推進過程においても例外ではございません。これまで、市民と

の協働の考え方に基づき、市民ミーティングの開催や広報による情報提供を広く行うなど、広

く市民の皆さまのご意見を伺う中で、事業を進めてまいりました。また現在、多くのご意見を

いただいておりますワークショップを拡充する中で、多機能アリーナ建設委員会でのご協議い

ただきながら、検討を進めているところであります。 
 今後も施政の推進にあたっては、常に誰のための仕事かを念頭に置きつつ、生活者起点のま

ちづくりに取り組む中で、市民第一主義の行政経営に努めてまいります。 
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 続きまして、お金の使い方についてのご質問にお答えいたします。 
 多機能アリーナ建設事業のうち小アリーナについてでありますが、多機能アリーナは１つの

構造体の中に大小アリーナを含め、諸室やステージなどを計画しております。このため、一体

的な施設と捉えております。小アリーナ単独での建設費などの積算は個別に行っておりません。

また、施設全体の詳細な建設費や設備費などについては、現在進めております実施設計の中で

検討を重ねてまいります。 
 小アリーナの事業予定についてのご質問でありますが、小アリーナは従前よりご説明申し上

げておりますとおり、通常の体育館として利用するほか、全国規模の大会において大アリーナ

をメイン会場とし、その練習会場として活用してまいります。また可動席を設けることにより、

音楽や講演などの文化的活動にも活用してまいります。 
 このように、小アリーナはさまざまな用途に活用することができる部分でありますので、先

般お示しした経済波及効果調査結果の中で仮定しております、稼働日数の多くが小アリーナを

使用することになっております。 
 次に経済波及効果調査の意義についてでありますが、経済波及効果とは、今までご説明申し

上げているとおり、もととなる経済活動がきっかけとなって、その影響が次々とほかの経済活

動などにも及んでいく額の合計であります。 
 今回の経済波及効果の算定には、そのもととなる経済活動の試算を行うために、多くの他施

設の状況を調査した上で、本市の状況を考え合わせ仮定したものであります。逆から言えば、

これらの仮定した経済活動を行えば、試算のとおりの経済に対する効果を挙げられるという調

査であります。このことは事前評価の資料として大変有益であるばかりでなく、事後評価を実

施するにあたっても指標の目安になるものと考えております。 
 次に八千蔵地区災害時ストックヤード構想の調査委託についてでありますが、八千蔵・高家

地域については昨年７月に４市で合意し、災害廃棄物ストックヤードとしての活用を検討して

おります。 
 災害廃棄物ストックヤード、仮置場の整備に関しましては、周辺地域の生活環境上の支障を

防止し、廃棄物を適正に分別、仮置きするために必要となる構造などを調査・研究するととも

に、国や県の担当者とも協議してまいりました。 
 次の段階としては、この場所に仮置場を設置することについて、４市の議会および住民の皆

さまに具体的な内容をお示しし、活用方法についてご理解、ご検討いただくためにより具体化

した説明資料が必要であると考え、それに要する費用につきまして１２月議会でご審議、ご議

決いただいたところであります。 
 現在その検討業務に着手し、専門的な見地から仮置場の必要性や施設整備の基本的な事項を

整理し、環境保全対策を含めた整備内容および平常時の有効活用などの検討を進めており、そ

れを踏まえた概算事業費の算出、説明するための資料を作成してまいります。 
 ご質問で指摘されております事業の精査、費用対効果の検討にあたりましても欠かせないプ

ロセスであると考えております。 
 続きまして、具体的課題２点についてお答えいたします。 
 まず新規就農者対策事業についてでありますが、農業後継者の支援策として、平成２２年度

より笛吹市新規就農農業後継者支援事業をスタートさせ、本年も延べ３３人の認定を行い、農

業後継者の育成・定着に大きな成果を挙げてまいりました。 
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 この支援事業はまだ２年目であり、年齢の拡大など見直しにつきましては現在、考えており

ませんが、市で開催している農業講習会や農業技術講習会、また国・県の事業の紹介、将来の

農業経営相談会など、さまざまな形で支援の充実を図ってまいります。また、２４年度から４５歳

までのＩターンやＵターンなどの新規就農者に対しまして、笛吹市新規就農者支援制度がスター

トいたします。これらの支援制度を大きな柱として笛吹市の農業の活性化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。 
 なお、学校体育、子どもの社会体育の安全および支援のご質問につきましては、教育長より

答弁をさせていただきます。 
〇議長（小林始君） 

 続いて、教育長より答弁を求めます。 
 教育長、山田武人君。 

〇教育長（山田武人君） 
 日本共産党、渡辺正秀議員の代表質問にお答えをいたします。 
 学校体育、子どもの社会体育の安全および支援についてのご質問でありますが、柔道につき

ましては、最近マスコミでも取り上げられ注目を浴びている問題ではありますが、中学校にお

いては相撲やダンスなどとともに選択制ではありましたが、すでに取り組まれているものであ

り、市内各中学校においても受け身等の授業内容を中心に、生徒の安全に特に注意しながら取

り組んでおります。 
 平成２４年度以降必修になりますが、特に学習指導要領におきましても、学習段階や個人差

を踏まえ段階的な指導を行うなどの安全の確保に十分留意することが、新たに示されておりま

す。市教育委員会といたしましても今まで以上に安全に注意しつつ取り組むよう、指導してい

くつもりでおります。 
 また武道の安全指導については、文部科学省においても過日、有識者会議が開かれ、なんら

かの動きがあることが報じられておりますので、国や県の動向を見つつ対応していきたいと考

えております。 
 柔道着につきましては、各学校の要望および衛生面などに配慮しつつ、対応を考えていきた

いと考えております。 
 次に社会体育の中での武道についてということになりますと、スポーツ少年団活動になると

思いますが、本市のスポーツ少年団の中には柔道が５団体、剣道が６団、空手・少林寺拳法が

７団体、弓道が２団体あります。いずれの団も指導者は、日本スポーツ少年団認定員の資格取

得者を必ず登録しております。指導者は、県の講習会で指導要領や安全対策について講義を受

けたり、市スポーツ少年団本部主催のＡＥＤによる救命救急方法の講習を受けたり、子どもの

小さな変化にも目を配るなど安全面に配慮しながら指導を行っております。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 再質問。 
 渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 支所、地域の重要性について防災面から質問したいと思います。 
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 災害の特徴は地域ごとにまったく異なります。それに対して、現在の防災計画、対策、防災

訓練はともすれば画一的だと言わざるを得ないと思います。どのように見直しを図るか、先ほ

どもありましたが、上矢作のような先進地区は地区防災計画をつくっております。全地区に必

要ではないでしょうか。私は防災専門職員と地域をよく知っている、この区役員、消防関係者、

民生委員などの地元関係者、そして支所が協力してそれぞれの地域に応じた防災計画をつくら

なければならないと思います。各地域防災計画に基づいた対策や訓練がまた必要と思います。

いかがでしょうか。防災でも健康づくりでも福祉や子育てでも、ここから向こうは市民の役割、

地域の役割などと言わず、支所を充実し行政が本気で取り組む、そうした中で本当の市民の参

画、地域の活性化が生まれるものと私は確信いたします。市長の考えを伺います。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、山下総務部長。 
〇総務部長（山下真弥君） 

 防災面について、支所地域の役割についてどうかというご質問でございます。 
 この間、さまざまな議論がされておりますけども、先ほども答弁させていただきましたけど

も、防災マップについて、地域でつくっていただくと。これについて全面的に支援をさせてい

ただく、そのための予算につきましても、２４年度に配布させていただきました。本所と地域

の防災担当、連携をとりながら、また地域の区長会等にも働きかけながら、皆さんのご協力の

中で防災マップを全力を挙げてつくっ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（小林始君） 
 渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 ぜひ支所、それから地域の人々と一緒にすべての地区でやはり防災計画がつくれるように、

そしてそれに基づいた対策、それから訓練が行われるようにお願いしたいと思います。 
 次に新しい公共論から決別してほしいということであります。従来も行政が独占的に公共を

担ってきたことはなく、市民、諸団体、行政の奮闘と協力によって公共は担われてきたと私は

認識しております。ところが新しい公共論は、これまで公共は行政により独占的、かつ管理的

に担われてきた。これからは市民、事業者、行政の協働によって新しい公共を実現しなくては

ならないとしております。そして市民、市民団体、事業者、行政の役割分担や自助・共助・公

助の線引きを強調しております。純粋に行政が担う役割は、地域戦略的企画立案や条例設定だ

とも言います。その結果、どうなっているでしょうか。従来、縦割り行政などと言われてきま

したが、それに加えて今は、役割分担論や線引きで横割にさらに支所の権限縮小が加わり、ま

さに細切れ行政、細切れ業務になっております。これでは職員の能力も高まらず、行政の機能

も減退してしまいます。かつては行政が住民や地域の困難や課題に寄り添い、職員が中心になっ

て市民や諸組織などの知恵と力を動員して、解決にあたる姿をよく見かけました。 
 今はそれは行政の役割ではない、権限がない、私の仕事ではない、こういう声がよく聞かれ

ます。これでは行政に対する信頼はなくなる一方だろうと思います。新しい公共論からきっぱ

り決別し、住民の困難や課題に寄り添い、住民に奉仕して住民の福祉を実現する自治体を追求

すべきと考えますが、市長の見解を伺います。 
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〇議長（小林始君） 
 答弁を、山下総務部長。 

〇総務部長（山下真弥君） 
 新しい公共のイデオロギーから決別をというご質問でございますけども、本市におきまして

は市民活動支援課をつくりまして、この市民活動支援課の活動の中で先ほどご指摘をいただき

ましたとおり、防災マップにつきましても予算を付けましてつくってきたところでございます。

防災マップにつきましては、一例でございますけども、さまざまなＮＰＯの助成、立ち上げの

助成、それからＮＰＯ団体を含む市民の活動への助成、文化活動への助成、さまざま、この合

併後、地域支援の活動は盛り上がっているというふうに考えております。その中で市民の活動

が生き生きと再生していく、こういう現実が見てとれるかというふうに思っております。 
 今後につきましても市民活動支援課の活動だけでなく、全部局でそのような考え方を普及さ

せながら、市民と一体となってまちづくりに頑張っ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（小林始君） 
 渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 まさに、これまでのところ、細切れ業務ということで市民活動支援課が特化されていると、

すべての職場、すべての市民が市民活動を支援する、こういうものでなければならないと思い

ます。そういう方向が最後には示されたと思いますが、ぜひ強力に推進していただきたいと思

います。 
 それから市民第一主義とはなんだったか。市民第一主義というならば、市長みずからの主張

を市民にしっかり伝え、それでも理解されない場合は市民の意思に従う、そうすることが必要

だと思います。まさに先ほど、市民のためのということを言っておりましたけども、それだけ

ではありません。市民の市民による市民のための笛吹市にしていただくことが必要だと思いま

すが、市長の考えを伺います。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、荻野市長。 
〇市長（荻野正直君） 

 渡辺議員がおっしゃるとおり、終始一貫として私は市長にならせていただいて、市民第一主

義、市民の視点に立ってものを進めていく。この姿勢に関しては終始一貫、変わらずやらせて

いただいております。あらゆる分野について、たくさんの課題がございますけども、やはり市

民の意見を聞きながら、議会の意見を聞きながら行政を進めているのが現状だというふうに認

識をいたしております。 
〇議長（小林始君） 

 渡辺正秀君。 
〇７番議員（渡辺正秀君） 

 今の答えと現実は異なります。市民に理解されない、住民投票をしてくれとあれだけの市民

が声をあげたにもかかわらず、市長はそれを否定しました。 
 次にお金の使い方についてでありますが、多機能施設について、まず経済波及効果調整表の

入力数値のうち文化イベントの想定来場者数１，２００名は２日間だけで、あとは３００人程
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度でございます。改めて多機能施設がどうしても必要な行事は何か、伺いたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、池田経営政策部長。 
〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 多機能施設といたしまして、小ホール、これにつきましては文化的イベントも可能とすると

いうようなことで、今、準備を進めております。現在、何度もお話を申し上げておりますとお

り、これまでの既存施設につきましては、最大収容人数４００人ということになりますので、

この４００人ではできないイベントが、いわゆる小ホール、１，２００人ホールであればでき

るんではないかと。したがいまして、多機能、いわゆる小ホールで言えば、文化的なイベント

につきましては、４００人を超えるイベントにつきましては、すべて開催可能だろうという状

況であります。 
 ちなみに、私どもが調べました昨年１年間、スコレーセンターのイベントを調べました。す

べて予約制で整理券を交付しまして、いわゆる参加人数を把握しております。おおむね１割に

つきましては、収容できないとお断りした経緯があるということであります。これは裏を返し

ますと、この１割の事業を、今現在、１割しかできない事業が、その小アリーナ、１，２００人

ホールを整備することによって、それ以上のイベントも開催可能になるという状況であります。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 だから、その事業はどんなものがあるかと聞いているわけです。 
 次に想定来場者数１，２００名のイベントの経費を６１０何万円と想定しておりますが、１人

当たり、これでは５千円以上の入場料が必要になってくるという事業であります。専用文化ホー

ルでない多機能アリーナで実施する目算はあるのか。５千円の入場料でですね。ということを

お伺いしたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、池田経営政策部長。 
〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 経済波及効果につきましては、先般お示ししたとおりでございますけども、すべてが主催事

業、自主事業ではなく貸し館事業も含めております。したがいまして、それは貸し館事業の中

で、そのイベントの内容にもよりますけども、それなりの、いわゆる他地域のホールの実績等

も考慮いたしまして積算したものであります。 
〇議長（小林始君） 

 渡辺正秀君。 
〇７番議員（渡辺正秀君） 

 これの参考としたのが専用文化ホール、文化ホール型の施設になっておりますので、こうい

う多機能アリーナでそういうものを呼べるのかどうなのかという質問でございました。 
 次に経済波及効果について、伺います。 
 建設に伴う経済波及効果１．４９倍、維持管理に伴う経済波及効果１．４７倍などは経済波

及効果として大きいのか、小さいのか教えてください。 
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〇議長（小林始君） 
 答弁を、池田経営政策部長。 

〇経営政策部長（池田聖仁君） 
 経済波及効果で、どのくらいあればそれが大きいのか、小さいのか、基準は私ども認識はご

ざいません。今回、経済波及効果をまとめさせていただいたのは、いわゆる多機能アリーナが

できることによって、どれだけの効果があるかということでありますから、建設費関係からの

効果、それから毎年効果があると思われる、その単年度の事業、それから来場者に基づいて、

どのくらいの経済波及効果があるのかというようなこと、それから中長期的には大規模改修等

も含めた経済波及効果ということで精査させていただいています。 
 ですから、今、議員がおっしゃいますように１．４７倍、大きいのか、小さいのかという判

断につきましては、私ども判断しかねるという状況であります。 
〇議長（小林始君） 

 渡辺正秀君。 
〇７番議員（渡辺正秀君） 

 他のいろいろなものがホームページ等に載っておりますが、これらを見ますと非常に小さい

値だということが分かります。 
 それから利用見込みのほとんどは、従来の支出で行っていることであります。従来の施設の

経済波及効果の減、減る分はどうなるか、どのように想定いるか伺います。 
〇議長（小林始君） 

 池田経営政策部長。 
〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 イベントの数、それから自主事業の数が今までと同じだけの数ということであれば、いわゆ

る小アリーナ、それから大アリーナを扱ったイベント関係につきまして、そこの部分だけ、今

までの既存施設の事業は少なくなるということでありますけども、今回、私どもが想定いたし

ておるのは、既存施設ではできないイベントを中心に事業を実施していきたいということを考

えております。したがいまして、それは貸し館事業も含めてでありますけども。 
 あと１点は、いわゆる管理運営計画の中で当初からもお話させていただいておりますように、

その多機能アリーナをハブ館的な機能を持たせながら、他の施設ともネットワークを構築して

いく。その中で今現在ある施設につきましてもバリューアップしていこうと。それからネット

ワークを構築することによって一元的な管理をする。その中で各施設の事業、それから利用状

況も上がるような仕組みを考えていこうということを現在、取り組んでおります。 
〇議長（小林始君） 

 渡辺正秀君。 
〇７番議員（渡辺正秀君） 

 産業連関表投入額３６億５千万円の投入先の想定は、市内か県内か国内か。その違いによっ

て、経済波及効果はどのように変わるか伺います。 
〇議長（小林始君） 

 池田経営政策部長。 
〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 今回、使用いたしました産業連関表でございますけども、これは山梨県のための連関表でご
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ざいまして、その中で自給率も含めた計算書がございます。その中で３６億５千万円の中で、

県内への波及が５３億６，９００万円あるということであります。したがいまして、その多く

につきましては、県内で賄える資材ではないかと。経済効果ではないかというふうに、私ども

は認識しております。 
〇議長（小林始君） 

 渡辺正秀君。 
〇７番議員（渡辺正秀君） 

 市内業者ということでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 池田経営政策部長。 
〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 業者につきましては、これからのお話になろうかと思いますけども、市内業者なのか、県内

業者なのか、県外業者なのか、これからの検討していく内容だろうと思います。ただ、これま

での大きな事業につきましては、ＪＶ等を構築しながらいろんな事業をこれまで発注してきて

いる状況もありますから、そのへんも視野に入れながら対応していきたいと考えております。 
〇議長（小林始君） 

 渡辺正秀君。 
〇７番議員（渡辺正秀君） 

 これはＪＶで県外ということであれば、県外も含めて県内への経済波及効果ということになっ

て、大変矛盾した話になると思います。笛吹市の事業であり、日本国に及ぼす経済波及効果で

も山梨県に及ぼすものでもなく、笛吹市に及ぼす経済波及効果でなければ、私、意味がないと

思います。ということを指摘して、次の質問に移ります。 
 新規就農者対策でございますが、新規受給者との定期面接、懇談というようなことはやって

いるか。どのような意見が寄せられているか。新規以外の支援策はどのようなことをやってい

るか、伺いたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、豊角産業観光部長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 農業後継者が不足する中での支援策の一貫としての新規就農者対策事業という大括りになり

ますが、従前行っておりました新規の農業後継者の支援事業のほかに援農支援システムの構築

事業についても１つの担い手策と思っています。そのほかに農地流動化奨励補助金制度、それ

から農業生産法人の助成金制度、これ等についても同じく支援策の一貫だと思っております。

さまざまな担い手環境については、都度、担当が窓口に相談に来られる中での細かい対応は図っ

ております。 
 以上になります。 

〇議長（小林始君） 
 渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 ぜひ定期面接や懇談を行って励ましていただいたり、その教訓を汲み取っていただきたいと

思います。 
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 年齢制限を３９歳まで当面、月５万円ということで、ぜひ行っていただきたいということと、

県にも働きかける考えはあるかどうかということを伺いたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 豊角産業観光部長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 年齢要件の引き上げと金額の引き上げということについては、先ほどの答弁でもお答えして

ありますが、この新規の就農、農業者後継者の支援事業については、この制度制定からまだ２年

目でございます。そういったことから年齢の拡大、それから助成金額の拡大については、今の

ところ考えておりません。 
 県のほうでの働きかけてになりますが、この制度については新たに設けたＩターン、Ｕター

ンも含めてになりますが、県内では笛吹のみが行っている初めての制度ということで、非常に

高い評価といいますか、関心が持たれているところでございます。県のほうにも積極的な働き

かけをする中で、県としての担い手支援策、これについても積極的に働きかけを行ってまいり

たいと、こんなふうに考えております。 
 以上であります。 

〇議長（小林始君） 
 渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 この制度を言い出した者として、一層の充実をよろしくお願いしたいと思います。 
 次に子どもの社会体育について、種目を変え、あるスポーツクラブに加入した娘さんのお話

ですけども、加入１日目に本人も気づかなかった腰の故障をコーチから指摘され、注意すべき

練習と改善のためのストレッチを教わり、２カ月で故障は治ったということであります。お母

さんは素晴らしいコーチだと感激しておりました。しかし日本では、このような指導者は珍し

く、集配市場主義で故障で振り落とされなかったメンバーが選手として生き残るというような

現実があります。これはスポーツ先進国なみに改善されなくてはならないと思います。スポー

ツ指導者全員がスポーツ安全の十分な研修ができるよう、スポーツ安全研修を保障してほしい

と思います。そして、そのための予算を計上していただきたいと思うんですが、いかがでしょ

うか。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、仲澤教育部長。 
〇教育部長（仲澤和朗君） 

 ただいまの渡辺議員の再質問でございますけども、スポーツ少年団の補償制度の予算化をと

いうことでございますけども、先ほど答弁させていただきましたように、現在、笛吹市のスポー

ツ少年団関係につきましては、地域の皆さまがボランティアとして指導をしていただいており

ます。そして当然ながら日本体育協会、日本スポーツ少年団本部への登録、認定指導者として

登録させていただいております。その中で認定指導者となるためには、この講習会を実施いた

します。講習会を受けまして認定育成員、育成指導者として登録された指導者が今現在、３２０名

ほど、指導にあたっていただいております。そうした中で私どもにつきましては、市の単独の

講習会としまして笛吹市の消防署のご協力をいただきまして、現在ＡＥＤの取り扱い等の指導

の講習を行っております。 
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 こういった中で、認定講習会の参加に対しての補助、それから登録するための補助、そうい

うところにつきましては、市の予算から市のスポーツ少年団本部のほうに補助金として出させ

ていただきました。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 今の件ですけども、今、故障したりケガをした場合も、親も子どももちということで諦めて

いる状況ですよね。これは大きな問題になってくると思います。積極的な対応をお願いしたい

んですが、どうでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、仲澤教育部長。 
〇教育部長（仲澤和朗君） 

 渡辺議員の再質問でございますけども、スポーツ少年団活動につきましては、スポーツ傷害

保険にすべて加入して、それをさせていただいております。個人負担ということではなくて、

そのスポーツ少年団活動においての傷害につきましては、そのスポーツ傷害保険において対応

させていただいております。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 以上で、共産党の代表質問を終わります。 
 ここで、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。 
 代表質問を続けます。 
 新和会の代表質問を行います。 
 堀内文藏君。 

〇１０番議員（堀内文藏君） 
 新和会の堀内でございます。 
 通告に従い、代表質問をさせていただきます。 
 大災害に対する市民の安心・安全の防災対策を。 
 昨年３月１１日に発生しました東北地方太平洋沖地震は、主な被災地だけでも青森から関東

地方全域に及び、これに起因した巨大津波による死者・行方不明は約２万１千名に達しました。

また９月に発生した台風１５号による災害は和歌山県、三重県をはじめとする紀伊半島を中心

に大きな被害をもたらしております。 
 本県におきましても、身延町、早川町では大きな被害が出て、現在でも身延線は全線開通し

ていないのが現状であります。災害列島に住む私たちにとって、地震も台風も避けることので

きない天災であり、この被害をいかに最小限にするかが最も重要な課題だと思います。 
 それでは、質問に入ります。 
 笛吹市も市内全域に防災行政無線が整備されました。これを活用し、地震による揺れを直前

に知らせる緊急地震速報システムを取り入れ、この緊急地震速報を防災無線で伝達することに

より、市民の安全・安心を図ることができるではないかと考えるが、システム導入の考えがあ
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るか伺います。 
 次に各行政区の自主防災資機材庫にある機材の年１回の定期点検の実施、自主防災組織の強

化および一般家庭に対しても水や非常食の備蓄、住宅や家具の倒壊防止策を今まで以上に進め

ていくべきと考えますが、この点を伺います。 
 また県は大震災に備え、一般住宅や公共施設など耐震診断費改修補助金等の増額を新年度予

算に盛り込み、備えを強化しましたが、県の補助事業に対し市の補助制度はあるのか。また市

民へ活用の呼びかけはどのように行っているのか。併せて、市の公共建物の耐震化率と耐震の

進捗状況を伺います。 
 次に有事の際、正しい情報を伝え確かな避難行動を取るための情報伝達と災害後の情報伝達、

ライフラインの機能障害が発生した場合の対策を伺います。 
 また、笛吹市防災ハザードマップには大地震に備えた確固たる防災対策は明記されておりま

せん。地震学者によって近い時期に直下型大地震が起きるとマスコミに報道されておりますが、

早い段階で大地震に備え、防災対策の検討に入り、市のハザードマップに加えるべきと思うが

市長の考えを伺います。 
 次に御坂路桜公園を道の駅的活用とイベント広場の配水整備および、国道１３７号線バイパ

スに案内板の設置を。 
 旧御坂町時代、東部地域の活性化を目的に、ふるさと創生事業で開設されました御坂路桜公

園も桜の成長とともに約２５年経過し、多くの人たちに親しまれております。しかし現在は指

定管理者により運営され、地域とのつながりもなく、本来の目的とはかけ離れた管理が行われ

ております。原点に返り地域の住民で運営する道の駅的運営を望むが、市長の考えを伺います。 
 またイベント広場の水捌けが非常に悪いため、利用者から苦情が多いので改善をお願いいた

します。この点を伺います。 
 また国道１３７号線バイパス開通後、公園の入口が分からず利用者減につながっているので、

バイパスの上下線に分かりやすい案内板の設置をお願いしたいが、市の考えを伺います。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 当局の答弁を求めます。 
 市長、荻野正直君。 

〇市長（荻野正直君） 
 新和会、堀内文藏議員の代表質問にお答えをいたします。 
 はじめに、大災害に対する防災対策についてのご質問にお答えいたします。 
 まず、緊急地震速報システムについてであります。 
 緊急事態の発生を国から通信衛星を利用して市町村に知らせる全国瞬時警報システム ジェ

イアラートがあります。本市ではすでに構築済みとなっております。このシステムが、本年３月

に完了する防災行政無線デジタル統合整備後は防災行政無線とつながり、これら緊急地震速報

をはじめとする気象災害情報や国民保護に関わる情報は、テレビ・ラジオの媒体とともに防災

行政無線により市民に伝達されることになります。 
 次に、一般家庭の防災対策を今まで以上に進めるべきではについてでございます。 
 毎年実施しております笛吹市総合防災訓練におきまして、各地区自治組織が中心に行う訓練

として、消火訓練や救助救援訓練などとともに、地区防災倉庫内の資機材の点検整備や備蓄品
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台帳の更新作業なども訓練メニューに加え、実施していただいております。また、自主防災組

織活動マニュアルを示しまして、自主防災組織の体制づくりや運営を進めていただくよう指導

をいたしております。 
 さらに、一番の基礎となる家庭や個人が取り組むべき防災対策として、家屋の耐震化や家具

の転倒防止、家庭内備蓄についても地域やご近所での話題となるように、お知らせ版や広報、

イベント会場での宣伝など今後も続けてまいります。 
 次に市の耐震診断費改修補助制度について、お答えいたします。 
 現在、本市では木造個人住宅を対象に耐震診断に対する補助、耐震建て替えに対する補助、

耐震改修に対する補助、耐震シェルター設置に対する補助を行っており、国および県の補助制

度を最大限利用する中で、市からの補助も併せて行っているところであります。それぞれの補

助における財源の負担割合につきましては耐震診断補助は国が５０％、県が２５％、市が２５％。

耐震建て替え補助や改修補助につきましては国が２２．５％、県が５０％、市が２７．５％と

なっております。 
 次に市民への活用の呼びかけ状況につきましては、昨年の市の広報９月号において特集を組

み、広く市民への周知を図り、その後１１月号において継続してＰＲしたところでもあります

が、これと同時に市のホームページも利用してＰＲを行っております。 
 また昨年９月２０日、２１日には県とともに境川町藤垈地区を対象にローラー作戦と位置付

けて６６戸の個人住宅を訪問し、耐震診断制度の活用について説明を申し上げる中、２２件の

新規申し込みを受け付けることができたところであります。 
 次に、公共建物の耐震の進捗状況についてであります。 
 災害発生時に災害対策の拠点となる市庁舎は高い耐震性が求められますが、本庁舎北側、春

日居支所南側、芦川支所西側の一部および境川支所は昭和５６年施行の新耐震基準以前の建築

のため、耐震診断が必要な建物であります。 
 本庁舎は、平成２５年度に耐震補強改修工事をする予定で現在、設計業務を委託しており、

各支所については今後、支所行政機能と併せて耐震化についても検討を重ねてまいりたいと考

えております。 
 また、保育所は平成２４年度に石和第５保育所、小中学校は平成２５年度に芦川小学校体育

館の建て替えが終了することにより、すべての建物が耐震化されます。その他の公共施設につ

いては、来年度作成する公共施設白書で明らかにしたいと考えております。 
 続きまして災害時の情報伝達、ライフラインの機能障害発生時の対策についてお答えをいた

します。 
 災害の発生等で、電話やインターネットなどの通信設備が機能しなくなった場合には、テレ

ビやラジオなどからの情報取得のほか、市と県では山梨県防災行政無線を介して情報伝達を行

います。 
 市から市民への情報発信については笛吹市防災行政無線による放送、各支所や公用車に配備

してある移動系無線、芦川地区に配備してある衛星携帯電話により情報の伝達を行います。ま

た現在、災害時における新たな情報発信手段として、ラジオを媒体としたコミュニティＦＭ放

送の検討を行っております。 
 続きまして、笛吹市防災ハザードマップに大地震に備えた防災対策を加えるべきについて、

お答えをいたします。 
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 笛吹市ハザードマップは大雨や台風による水害時の浸水予測、土砂災害警戒地域、水害時避

難施設の位置などを表示したハザードマップとして作成されております。地震災害に備える防

災マップは、すでにいくつかの地区自主防災組織でも作成されておりますが、地域の状況を踏

まえ、自主防災組織の活動の１つとして、地域の方々の手で作成していただくことで、より詳

細で実用的な地区防災マップとなっております。 
 市におきましても、平成２４年度当初予算で自主防災組織への補助金を増額し、すべての地

区で防災マップの作成が進むように支援・指導してまいりたいと考えております。 
 続きまして、御坂路桜公園の道の駅的活用についてお答えいたします。 
 本公園につきましては、平成１８年度から指定管理者制度を導入し、利用者サービスの向上

と施設の効率的かつ効果的な運営および維持管理経費の抑制を図ってきたところであります。

指定管理業者の募集にあたりましては公募によって、地元の任意団体においても申請は可能と

なっております。しかしながら本公園につきましては、昨年の１２月の市議会で平成２４年度

から２６年度までの指定管理者の指定についてご議決いただいたところであり、次回の更新手

続きは平成２６年度に行う予定となっております。 
 このため、現時点で可能な対応策としましては、地域要望として具体的なご提案をいただい

た際に、利用者サービスの向上を踏まえつつ、現在の指定管理体制のもとで、地元要望の実現

の可否について、検討してまいりたいと考えているところであります。 
 次にイベント広場の排水整備についてであります。 
 本イベント広場につきましては、通常はオートキャンプ場として利用されているところであ

ります。雨や雪が降ると水はけが悪いため、ぬかるんでいる状況につきましては承知している

ところであり、昨年は砂の補充等で対応したところであります。利用内容および利用頻度を考

えますと、現時点で多額の費用を投入することは困難であると考えております。このため、今

後も砂の補充や整備等の通常管理を適宜行い、少しでも快適に利用できる環境整備を図ってい

きたいと考えております。 
 次に国道１３７号線バイパスに案内板設置をについてでありますが、公園利用者に対するサー

ビスの向上や本公園の利用促進を図る面から、案内板について検討することは有効であると考

えられますので、今後、関係する市の計画や関係機関との調整を図る中で、設置について検討

し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（小林始君） 
 再質問を行います。 
 堀内文藏君。 

〇１０番議員（堀内文藏君） 
 平成１９年に始まりました地震による揺れを事前に知らせる気象庁の緊急地震速報を、笛吹

市も４月から防災無線で市民に知らせるとのことができます。ありがとうございます。まさに

安心・安全のまちづくりの強い味方になると思います。本当に期待するところでございます。 
 これから順次、再質問をさせていただきます。 
 耐震に対する市の取り組みも理解できましたが、補助金額が分かりません。先ほど市長のほ

うからパーセンテージが出たんですけども、その耐震改修をはじめ、いくつかのものに対して

の金額的な最高限度額、これらが分かりましたら教えてもらいたいんですけども、よろしくお
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願いします。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、佐藤建設部長。 
〇建設部長（佐藤貞雄君） 

 耐震関係の補助の限度額ということで、まず私のほうからは木造耐震関係についての説明を

させていただきます。 
 まず、耐震の診断に対する補助の関係でありますけども、これは１件３万円の経費となって

おりますけども、全額の補助となっております。また、耐震の建て替え、それから改修に対す

る補助につきましては、耐震工事に要する費用の３分の２以内で、限度額につきましては８０万

円となっております。最後に耐震のシェルターの設置の関係でありますけども、これについて

は費用の３分の２以内で限度額につきましては２４万円となっております。 
 以上、私のほうからの答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 堀内文藏君。 

〇１０番議員（堀内文藏君） 
 次に東日本大震災直後、被災地においては臨時ＦＭ局が開設され、防災無線や通信網が寸断

された中で、住民の安否情報や地域の防災支援情報を提供し、効果をあげたと聞いております。 
 笛吹市のコミュニティＦＭ放送局は災害時における市民への防災支援情報はもちろん、平常

時の活用はどのような方法を考えているのか。また開局による年間経費、開局メリット等、ま

た時期はいつごろになるのか、検討しているとのことですが、その検討内容を伺います。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、池田経営政策部長。 
〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 現在、検討しておりますコミュニティＦＭ放送でございますけども、この３月に大体の方向

性を出していきたいというふうに考えています。 
 現在は防災、これは防災関係の情報、それから実際の災害時の情報、これは災害があった場

合については、それを全面的に活用していきたい、放送していきたい。それから平常時につき

ましては行政情報のほか、いろんなイベント情報でありますとか、教育生涯学習関連の情報で

ありますとか、それから農業関連の農事放送であるとかということを実際、どこまでできるの

かということを検討しております。具体的には、この３月にある程度の方向性を出しまして、

市長に報告するということで検討委員会は進んでおります。 
 それから、どのくらいの経費がかかるのかということですが、先進自治体へも行きましてラ

ンニングコスト、それからイニシャルコスト等を調査しておりますけども、そのものが笛吹市

の中でどの程度、同じようなものができるのか、それ以下であるのかということも含めまして、

これを現在、検討しておりますので、この数値的なものにつきましては、ちょっとお答えでき

ません。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 堀内文藏君。 
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〇１０番議員（堀内文藏君） 
 時期的なものは分かりますか。いつごろ開局になるか。おおよその。 

〇議長（小林始君） 
 池田経営政策部長。 

〇経営政策部長（池田聖仁君） 
 先ほどからお話をさせていただいております検討結果につきましては、この３月ということ

で、いけるのかどうかも含めましての報告になると思いますけども、いわゆるＦＭ放送を笛吹

市に開局するということになりますと、準備期間も含めて１年ぐらいかかるんではないかと考

えております。これは総務省の開局の申請をしなければなりませんし、それからその電波塔関

係も、それから試験放送もしなければならないということがありますので、早くても１年とい

うことで、私どもは、これがもしいけるということであれば２５年度頭ぐらいを想定していか

なければならないのかなというふうに、現時点の考え方でありますけども、ご理解をいただき

たいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 堀内文藏君。 
〇１０番議員（堀内文藏君） 

 設置するであれば、できるだけ早い時期にしっかりしたものをつくっていただいて、住民の

ためになるように、またこれが安全対策になるようにひとつ、よろしくお願いします。 
 次に液状化について、ちょっとお聞きします。 
 地震災害に対する防災マップ作成に、地域に補助金を増額し支援をしていくとのことですが、

昨年、東日本大震災で地盤が悪い千葉県、茨城県をはじめ東京湾岸地域は広範囲に液状化現象

が発生しました。一般住宅や道路、上下水道、電気、公共施設等、ライフラインに多大な被害

を出しております。 
 県でも新年度予算に液状化の調査費を計上しましたが、笛吹市においても現に想定されてい

る震度６ないし７の直下型の地震が発生した場合、広範囲にわたり液状化が心配される地域が

あると思います。市は予想される地域をある程度、把握しておるのか。またライフラインの被

害を想定した事前調査や学校をはじめとする公共施設や一般家庭を対象とした、液状化による

対策をどのように考えているのか、伺います。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、山下総務部長。 
〇総務部長（山下真弥君） 

 液状化についてのご質問でございますけども、県のほうでは液状化について、防災計画の中

で次の８町村が比較的高いというふうな指摘をしておりまして、その中に笛吹市が入っている

という状況でございます。 
 それから県のほうでは、この見直しの中でこんなことも言っております。本県では非常に危

険性の高い地域が比較的少ないため、建物被害のほとんどは地震のそのものによる被害が大き

いというようなことも言っております。いずれにしましても、県のほうでの動向を正確につか

みながら、それに応じた対応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。 
 県の情報を的確に早く把握しながら、市のほうの防災計画のほうに反映できるものは反映し

ていきたいというふうに考えております。 
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 以上です。 
〇議長（小林始君） 

 堀内文藏君。 
〇１０番議員（堀内文藏君） 

 地域で防災マップを作成するにあたっても、やはりこうした危険地帯、特に液状化というの

は、これからどうなるか分からないという状態で、危険地域というものを早く把握して、また

その地域に合った防災マップを、液状化を含めた中でつくっていただくことがよかろうかと思

いますけども、よろしくお願いします。 
 次にアリーナの件について、お聞きいたします。 
 危機の備えについて、避難所は重要で不可欠です。市内３５カ所に設置しておりますが、こ

れから建設に入る多機能アリーナについても伺います。 
 市長は、多機能アリーナ完成後は震災時の避難拠点に位置づけておりますが、緊急避難所と

して即刻対応できる非常用設備や備品をどう整えるか、この点を伺います。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、荻野市長。 
〇市長（荻野正直君） 

 アリーナの災害時の避難所としての位置づけでありますけども、ご案内のとおり災害が発生

した場合の避難の方法としては第一次避難所、そして第二次避難所というふうな流れになって

いるというふうに理解しておりますけども、どっちかといいますと第二避難所、あるいは第三

避難所的な要素としてアリーナを考えております。ここにはいわゆる必要な、避難して、ある

程度の長期間になるような避難所になるというふうに考えております。したがいまして、それ

に必要な備品等の整備をしていきたいというふうに思いますし、またこれは県の防災、ドクター

ヘリの発着場、今、笛吹市内に候補地は数カ所ございますけども、その候補の１つに考えて設

計のほうもしていきたいと、こんなふうに思っています。 
 以上であります。 

〇議長（小林始君） 
 堀内文藏君。 

〇１０番議員（堀内文藏君） 
 笛吹市では、今年の２４年度マニフェストに防災の維持について、災害用トイレ、これを６００万

円、予算が盛ってあります。この災害用トイレというそのものがよく分からないんですけども、

そのへんの説明と６００万円でどのくらいの数がそろえられるものなのか、そのへんと災害時

に一番心配されるのはトイレです。その中でも子どものトイレというのが、大人のトイレとい

うものは非常時にすぐ集まるけども、低学年の子どものトイレが非常に不足すると。子どもた

ちが不便するということですので、そのへんも含めた中で説明をお願いしたいんですけども、

よろしくお願いします。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、芦澤総務課長。 
〇総務課長（芦澤栄君） 

 非常用トイレということでございますが、予算の関係ですと６００万円というのは防災関係

の備蓄備品、全部を指します。その中で防災用の備蓄トイレについては毎年毎年、実は３０セッ
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トを購入してございます。これは計画的に整備をしておるところですが、その１セットの中で

たしか２００枚ですか、前にも議会の中でご説明させていただきましたが、吸着剤が入った、

１回の使い捨てというものでございます。それが２００枚セットで１セット。それを３０ケー

スずつ購入していく計画でございます。 
 それで幼児、子どもですね。これはあくまで成人対象のトイレでございますので、今、議員

ご指摘の部分についても購入のときに、ヒントをいただきましたので検討させていただきたい

と思います。ですからそんなようなことで今、トイレの整備計画は進んでございます。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 堀内文藏君。 

〇１０番議員（堀内文藏君） 
 一応この中に、今年のマニフェストの中には６００万円、災害用トイレとありますけども、

一応、確認させていただきました。 
 次に笛吹高校の件について、お聞きします。 
 笛吹市の高校も統合がありまして、笛吹高校１校になりました。これは県立高校ですから、

市としては即というわけにはいかないとしても、有事に備えて県との話し合いができているの

か。有事の際にそこを避難所として使えるのか、県と話し合いができているのか、そのへんを

お願いいたします。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、山下総務部長。 
〇総務部長（山下真弥君） 

 笛吹高校を避難施設として使えるのかどうかというご質問でございますけども、地域と笛吹

高校につきましては話し合いがもたれておりまして、避難地としては許可を取っております。

いざ災害時には避難地としての使用は可能でございます。 
 ただ、避難地ということですので、グラウンド等を使うということになります。避難所とし

て、建物を使うということにつきましてはもう一段、踏み込んだ協議が必要でございますので、

笛吹高校ならびに県等と今後、協議をしていかなければならないかな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（小林始君） 
 堀内文藏君。 

〇１０番議員（堀内文藏君） 
 次に、桜公園の件をお尋ねいたします。 
 数年間、私も近くで指定管理の会社、運営の状況を見てきましたが、せっかく環境もいいし

施設もいいのですが、実際はあんまり生かされておりません。しかも経営方針が不透明で、先

行きなんの進歩も望めないので、抜本的改善が必要と思うが、今回の契約が切れるまで、この

ままでいくのかを伺います。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、佐藤建設部長。 
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〇建設部長（佐藤貞雄君） 
 戸倉の桜の公園の今後の取り組みということでありますけども、とりあえず指定管理制度に

ついては現状の形で進んでいきたいと考えております。特にここで更新する公園等が出てまい

りましたけども、販売行為というようなものにつきましては、その地域の特性とか、そういっ

た範囲の中で公園にふさわしい、そういった物品販売等、こういったものについては、ちょっ

と門戸を開いていこうというような、そういった形で考えておりますので、このへんについて

は指定管理者のほうにもその旨、伝えてありますので、そういったこれにふさわしい販売行為

等、そのへんについては市と協議をしながら展開をしていこうという、そういった話にもなっ

ております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 堀内文藏君。 

〇１０番議員（堀内文藏君） 
 ありがとうございます。本来の目的があの地域の活性化ということで、御坂町時代、あそこ

で地域のものを販売できるものは売ったりしていこうということで始まったことですので、ぜ

ひ原点に戻ったやり方をまた研究していただきたいと思います。 
 先ほどの市長の答弁の中で、２６年以降になれば、まだ指定管理の契約が新しくなるという

ことで、できれば地域の要望等も聞きながら地元で運営させていただければありがたいなと。

これは希望者、これから募るわけですけども、またそのときには市の指導等もお願いしたいん

ですけども、いかがでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、佐藤建設部長。 
〇建設部長（佐藤貞雄君） 

 先ほどの答弁とダブりますけども、２４から２６が新たに指定管理者が決定されております

けども、当然それが更新時につきましては、地元の任意団体でも指定管理者制度に参入できま

すので、そういったことも当然、可能となっておりますので、ぜひ、その地元の意欲といいま

すか、そういうことがありましたら、その更新時に書類等を、申請等を出していただいて、参

入していただければ、対応させていただきたいと考えております。 
 それから先ほど言った販売行為の関係でありますけども、あくまでも指定管理者が決められ

ておりますので、そういった指定管理者の承諾等が当然、必要になってまいりますので、承諾

が得られた場合にはそういった地元の販売行為等も可能ではないかということでありますので、

一方的な活動はできませんので、あくまでも指定管理者制度の了解のもとにということが大前

提になりますので、そのへんをご理解いただきたいと思います。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 堀内文藏君。 

〇１０番議員（堀内文藏君） 
 次に排水整備の件ですけども、先ほど市長は、これへまた砂を入れて整備していくというん

ですけども、これ以上、砂を入れるともっとぬかるみになって困りますので、それだけはやめ

ていただきたい。できれば、あまり経費をかけなくて、２０センチぐらいはいで、石を入れれ
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ばそれほど金はかからないと思いますので、安い方法でなんとかできるようによろしくお願い

します。 
 次は先般、御坂町の地域審議会で会議の席の中で今年、笛吹市はサイン計画の中で市内の看

板整備を予定しているということが地域審議会へ出ました。このへんの内容説明をひとつお願

いします。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、池田経営政策部長。 
〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 サイン計画につきましては、笛吹誕生時からの懸案事項でございまして、一部につきまして

はすでに整備しておるところでございますけども、いろんな看板関係すべてということになり

ますと、なかなか手が付かなかった。そこの部分につきまして、２４年度、計画化をいたしま

して、順次進めていきたいという内容であります。 
 したがいまして、現在、各部局のほうに調査関係をかけまして、一部委託もしながら計画化

をしていきたいなと。計画書につきましては、２４年に作成するということで準備を進めてお

ります。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 堀内文藏君。 

〇１０番議員（堀内文藏君） 
 ありがとうございました。いろいろ質問させていただきまして、ありがとうございます。特

に最後にお願いしたいのは桜公園の看板、これは１３７のバイパスへぜひ早急に、しっかり目

立つ看板を立てていただいて、あの公園へ入りやすいようにぜひひとつお願いしたいんですけ

ども、これをお願いして私の質問を終わります。ありがとうございました。 
〇議長（小林始君） 

 以上で、新和会の代表質問を終わります。 
 続いて、市民派クラブの代表質問を行います。 
 北嶋恒男君。 

〇４番議員（北嶋恒男君） 
 市民派クラブの北嶋恒男です。 
 当面の市政、広範にわたりまして質問させていただきます。 
 １番目に、防災対策についてお伺いいたします。 
 前段の言葉ですけども、風間議員がうまくまとめて語っておりましたので省略いたします。 
 まず、災害時の要援護者の支援マニュアルの策定状況についてでございます。 
 地区ごとに要支援者、要援護者、難病患者とか障害者、超高齢者などの状況把握、管理、防

災マップ作成、計画訓練などが急がれますが、今後の行政指導としてはどのようにお考えか伺

います。 
 また、一般の防災訓練見直しについてですが、万が一に備えまして一番の目的は向こう三軒

両隣、まわりの人との協力ということに主眼を置いた日ごろの訓練が大事と考えます。現在の

ような役員さんが出て訓練という、そういう形骸化した訓練ばかりではなくて、見直す時期で

はないかと思いますが、市長の見解をお伺いいたします。 
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 次に２番から５番までは学校教育に関することですが、質問させていただきます。 
 まず２番の、防災訓練への取り組み強化についてでございます。 
 いつ発生してもおかしくないと言われている東海沖地震、児童生徒に対する学校での取り組

み状況はいかがでございましょうか。それから防災、安全についての教え、体験する時間は確

保されているのか。危機管理全般への指導時間を確保することで、教員も子どもも共有した危

機管理意識が高まるのではないかと思います。 
 次に、体験学習にも十分な時間を確保ということでお伺いいたします。 
 ときどき私も中学生が活動している現場を見て、ほのぼのと感じております。各校ではどの

ような時間で、どのような体験学習を行っているか、お伺いいたします。 
 中学生のような感受性豊かなときにボランティア体験とか職場体験、福祉講話などを通して

人間的な、心の触れ合いができる絶好の機会であります。何かを気づく大切な時間であると思

いますので、全員が同じように体験できる時間を確保しているのか。例えば、いろいろの体験

があるわけですけど、時間との関係でその年は１つしかできないわけですけども、できればみ

んなが同じように共有できる時間を取っていただければということでございます。 
 それから４の家庭教育への支援について、お伺いいたします。 
 平成１８年でしたか、早寝早起き朝ご飯という国民運動が起きたようであります。それで、

現在でもどのように実践されていますでしょうか。 
 子どもの成長期に当たり前で、必要不可欠な生活習慣が大きく乱れていると言われておりま

す。笛吹市の小中学生で朝食抜きが習慣になっている者は、どのくらいあるのでしょうか。父

兄とのコミュニケーションは図られていますでしょうか。運動の成果は出ているでしょうか。

これらのことで、今後の啓発運動をどのようにお考えかお伺いいたします。 
 次に５ですが、小児メタボへの対応についてでございます。 
 食事や生活習慣の乱れた子どもには、肥満のリスクも高いとされております。子どもの将来

のためには早い段階で気づくことが必要であるかと思います。家庭や学校を中心に、その生活

習慣病にならないように、改善への取り組みが社会的な支援で必要ではないかと思いますが、

どのような改善の取り組みがなされておりますか、お伺いいたします。 
 次にデマンドタクシー、バスの現在、計画をされております、実際施行されておりますけど

も、これについての障がい者対応を行うべきだと思います。 
 普段は外出の少ない超高齢者、障がい者家族など、車いす対象者でも利用しやすいように対

応を考えるべきだと考えますが、見解をお伺いいたします。 
 次に広報ふえふきで入札状況を見ますと、工事入札の最低制限価格について７０％とかとい

うようなことがありますけども、市発注工事の過当競争によると思われる低価格落札がときど

き目に付きます。安かろう悪かろうということで、粗雑工事を懸念しているところです。適正

な競争ができますように、自信を持って良質工事ができるように最低制限価格設定をある程度、

引き上げるべきではないかと思いますが、見解をお伺いいたします。 
 次に８のやさしいまちづくりの整備について、お伺いいたします。 
 平成２６年度には石和温泉の駅舎も立派に完成する予定になっております。首都圏からもそ

うしますと、首都圏からも障害者や高齢者がいらっしゃると思います。その方たちを心から迎

えるやさしいまちづくりとして、今後どのようにお考えであるか。町に存在しますソフト面、

ハード面におけるバリアの除去、それからさまざまな人が利用しやすい温泉宿の整備、行政側
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の支援はどのようにお考えか、お伺いいたします。 
 以上でよろしくお願いいたします。 

〇議長（小林始君） 
 当局の答弁を求めます。 
 市長、荻野正直君。 

〇市長（荻野正直君） 
 市民派クラブ、北嶋恒男議員の代表質問にお答えいたします。 
 まず、防災対策についてお答えします。 
 災害時要援護者支援マニュアルの策定状況についてでありますが、本市では平成２１年度に

災害時要援護者の行動マニュアルを策定し普及してまいりましたが、災害時要援護者と支援者、

また家族や地域住民の役割の確認や災害発生時の適切な行動マニュアルになっております。 
 今後も被害を最小限に抑えるため、マニュアルに基づいた訓練を地域の訓練に取り入れてい

ただくように普及してまいります。 
 次に一般の防災訓練の見直しについてでありますが、災害が発生したとき、まず身を守り、

安全な場所に避難することが第一であります。そのためには家族、近隣、地域の協力が欠かせ

ません。毎年、行われている笛吹市総合防災訓練におきましても各地区自主防災組織が中心と

なり、要援護者のサポートを行う支援者の把握、登録、災害時要援護者に支援者が連れ添った

避難、避難者名簿の作成、救援や炊き出しなど、地域住民の協力を必要とする訓練をとり入れ

ております。 
 今後につきましては、災害時に特に必要となる隣近所の助け合いにつながる訓練をとり入れ

るなど、地域の実情に合った防災訓練を実施していただけるよう市といたしても支援していき

たいと考えております。 
 続きましてデマンドタクシーは障害者対応で行うべきについて、お答えいたします。 
 ４月から本格運行に移行するデマンドタクシーにつきましては、これまで公共交通に恵まれ

なかった地域において、新たな移動手段を確保できるという点だけでなく、路線定期バスに比

べ停留所を多く配置できる、狭い道にも入り込んできめ細やかな運行ができ、公民館などでの

敷地内に停車し安全な乗降ができるなどの点では、高齢者や障がい者などの外出機会の増進に

一定の成果が得られるものと考えております。 
 現状では通常のワゴン型タクシー車両を使用いたしますので、折りたたみの車いすの方はト

ランク等に積み込み、ご乗車いただけますが、条件を満たさない障がい者の方には福祉タクシー

利用助成制度を活用していただきたいと考えております。 
 本格運行にあたり、まずはデマンド交通の持続的運行の維持を目標に、さらなる利用促進に

取り組んでまいりますが、将来的には国土交通省で進めておりますバリア解消促進事業の推進

によるバリアフリー車両の普及状況を見ながら、段階的に検討したいと考えております。 
 次に工事入札の最低制限価格引き上げについてでありますが、落札率の低下につきましては、

ここ数年の社会情勢の変化や経済環境の減速傾向に伴い、建設工事にかかる競争が激化し、引

き起こされているものと考えられます。極端に低価格な受注は、ご指摘のとおり工事の品質確

保や安全確保への支障が懸念されるばかりでなく、業者の経営悪化、下請けへのしわ寄せ、労

働条件の悪化など、さまざまな弊害が懸念されるところでもあります。このため、市では総合

評価落札方式による入札をいち早く導入し、建設工事の品質確保を図ってまいりました。さら
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に落札率の低下による悪影響を回避するため、昨年９月には最低制限価格の改定、引き上げを

行っております。その結果、８月までの平均落札率は８２．２％に対しまして、９月以降は８８．

９％となっており、一定の成果を得ておりますので、現段階で最低制限価格のさらなる引き上

げは考えておりません。 
 なお、建設工事の落札率については、今後ともその動向を注視するとともに、低価格受注の

工事については、資格を有する監査員や検査員によるチェックを厳しく行うなどして、市民生

活に直結する公共工事の品質確保を図ってまいりたいと考えておりますので、ご理解をお願い

いたします。 
 次にやさしいまちづくりの整備について、お答えいたします。 
 高齢者、身体障がい者が生活するあらゆる場面において、バリアフリー化された生活環境は、

市民生活に不可欠の重要な共通社会基盤と認識しております。石和温泉駅の整備におきまして

も、高齢者や障がい者の皆さんなど、利用者側の声を聞きながらユニバーサルデザインや安全

性・利便性に配慮した整備を考えております。また駅前区画整理事業においても、移動が円滑

に行えるよう歩道整備などを進めてまいりました。 
 笛吹市観光振興アクションプランにおいても、お客さまにやさしい観光地形成のため、ユニ

バーサルデザインの推進を重点方針に掲げており、温泉宿をはじめ各観光事業者とも連携して

普及促進に努め、情報提供媒体、ツールのユニバーサルデザイン化を図り、さまざまな人々に

やさしい情報提供を進めてまいります。 
 本市の玄関口であります石和温泉駅に降り立ったときから、やさしい感じを与えられるよう

環境整備を目指していきたいと考えるとともに、バリアフリー化を進めるためには、ハード面

の整備のみならず、市民ひとり一人が高齢者や障がい者の困難さをみずからの問題として認識

し、その社会参加に積極的に協力する心のバリアフリーも、市民が一体となり推進していける

よう取り組んでまいります。 
 以上、答弁といたします。 
 なお、防災教育への取り組み強化に関しましては、教育長より答弁させていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 続いて、教育長より答弁を求めます。 
 教育長、山田武人君。 

〇教育長（山田武人君） 
 市民派クラブ、北嶋恒男議員の代表質問にお答えいたします。 
 はじめに防災教育への取り組み強化についてですが、山梨県では学校防災資料、いわゆる学

校の災害対応マニュアル作成指針の見直しを実施しており、今年２月に原案が示されました。

その内容は非常に細かくなっており、第１章では災害に備えた体制づくり、第２章は東海地震

注意情報発表時および警戒宣言発令時の対応、第３章は災害発生時直後対応、第４章は災害か

らの復旧となっております。 
 特に第１章、災害に備えた体制づくりの中では防災教育について記載され、児童生徒等に対

する防災教育、教職員に対する防災管理研修や防災訓練のことが詳しく記されておりますので、

この指針や市の防災計画の見直しに沿ったマニュアルの見直しを、各学校で行ってくれるよう

に指導しております。防災や安全について教え、体験する時間の確保は、学校のすべての教育

活動の中で実践しておりますが、今後も家庭や地域と連携をとりながら、防災教育を推進して
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まいります。 
 次に体験学習の時間の確保についてですが、体験を通した学習への取り組みについては、各

学校において総合的な学習の時間をはじめとし、職業体験、ボランティア体験、歴史学習など、

教育課程に基づいた、さまざまな教科や内容で行われております。 
 今回の学習指導要領の改訂においても、体験を通して学習することの重要性は謳われており、

各校においてもその重要性は十分理解し、取り組んでいるものと考えております。 
 次に家庭教育への支援についてですが、早寝早起き朝ご飯運動については国民運動として周

知されており、さまざまな場所や団体などにおいて行われている運動であります。しかし、あ

くまでも自主的に参加する運動ですので、どこの学校がどれだけ実施しているかなどといった

具体的な数値などについては、把握をしておりません。 
 子どもの生活習慣の改善については大きな課題であり、学校教育ビジョンにおいても、基本

的生活習慣や規則正しい生活リズムの確立の必要性を示しております。これに基づき、各学校

においても、児童生徒や保護者に呼びかけるなど、継続的な取り組みを行っております。 
 次に小児メタボへの対応についてですが、肥満につきましては、健康診断の結果を知らせる

健康カードで注意を促すようにしております。特に肥満傾向が高い児童生徒については、食事

や運動について本人や保護者に個別に指導しており、場合によっては小児科の受診を勧めてお

ります。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 再質問。 
 北嶋恒男君。 

〇４番議員（北嶋恒男君） 
 防災対策について、再質問させていただきます。 
 実は先般、２月１２日にボランティア大会が開催されまして、そこへ私も出席をいたしまし

て、そのときのテーマは今年は防災の訓練といいますか、マニュアルの作成を本格的にやろう

ということで、あとでグループで話し合いがあったんですけども、この中で異口同音におっしゃっ

ていたことは、民生委員の方たちが多かったんですけども、われわれは本当に今、この時期、

必要だということで、かなりアイデアを出してマニュアルづくりをしているそうです。ただ、

もう１つ、ちょっと行政側のほうが弱腰だということで、ここでもう一押しすれば、われわれ

も本当に熱く燃えるんだけどということをおっしゃっていました。 
 そういうことでございますので、ぜひ、今、先ほど市長や総務部長からもお話がありました

けども、その形で結構だと思います。ぜひ区長会とか、そういう席を通して、市長の口からぜ

ひ、今年はマニュアルをつくるんだということで言っていただければ、リーダーシップを出し

ていただければ、おそらくいい形がまとまるので、この時期だなと思います。そんなことと思

いますけども、いかがでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、山下総務部長。 
〇総務部長（山下真弥君） 

 防災マニュアル、防災マップづくりを今年度、もう一押しやって、市のほうからやって、全

市的につくっていただきたいというご質問でございます。 
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 先ほどから答弁させていただいていますとおり、補助金制度の拡充がございまして、それに

基づきまして、典型例を全市的に普及していきたい。ご指摘のとおり市長会等で発表していた

だいて、それをこれならできるんだということで取り組んでいただきたいなというふうに考え

ております。 
 それから防災マニュアルというのは、この自主防災組織の活動マニュアルというのが３０ペー

ジほどでございますけども、毎年、各自主防災組織のほうへお配りをさせていただきました。

これはあくまでも典型的な内容なので、これをもとに各自主防災組織ごとに、各行政区ごとに

自分たちに合った取り組みをしていただきたいというふうに考えております。その中に防災マッ

プの関係もございますので、ぜひ議員の皆さまにもご協力をお願いしたいと思います。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 北嶋恒男君。 

〇４番議員（北嶋恒男君） 
 ぜひ市民全員が共有して、これから農事、忙しいですけど、忙しいときこそ、こういったこ

とをやらなければ意味がないということで、できたら９月の防災のときには各地区で集まって、

各組ごとに集まって、そしてそこでこの人どうするああするということで、実際にやったらい

いかなと思いますけど。 
 次に２の防災教育への取り組み強化でございますが、再質問させていただきます。 
 実際、こういった地震なんかは体験したことは絶対忘れないんではないかということで、で

きたら震度５とか７、擬似体験、体験車の車がございますけども、そんなこと、学校のほうに

も出向いてもらって、順次、子どもさんに体験していただくという、そういうお考えがないか、

伺いたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、仲澤教育部長。 
〇教育部長（仲澤和朗君） 

 ご質問のように、擬似体験につきましては、先ほど来、申し上げていますように防災教育の

教育過程の中の一貫で行われるものと考えております。今年度、一宮西小学校では笛吹消防署

の職員を講師として招きまして、起震車による体験を行いました。ＰＴＡとともに震度７を体

験しております。こういった実際に受けることにつきましては、非常に大事なことだとも考え

ておりますけども、やはり学校の教育過程の中で実施いたしますから、今後につきましても学

校の要望等を確認していく中で取り組んで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（小林始君） 
 北嶋恒男君。 

〇４番議員（北嶋恒男君） 
 ぜひ、前向きにやっていただけたらいいかなと思います。 
 次に、３の体験学習についての再質問をさせていただきます。 
 限られた時間の中ですので、生徒たちにとってはなんとなく終わってしまうということにな

りがちなんですけども、体験学習というものの狙いを、目的をはっきりして、生徒にはその体

験した場合は必ず、その感想文を書いていただくということは、なかなか、その感想文を書く
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ということはうまく表現し難いということで、自分でもできないことができるようなことを書

きますので、そしてまた体験職場をした場合、その社長さんに体験の文書を送っていただけれ

ば、また会社のほうも励みになって仕事にも精を出すということがございますので、ぜひその

まま体験で終わるんではなくて、必ず感想文を書いていただくというようなことも教育の一環

になるんではないかと思いますけども、いかがでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 仲澤教育部長。 
〇教育部長（仲澤和朗君） 

 体験学習の関係でございますけども、先ほど教育長より答弁させていただきましたように、

総合学習の時間を使いまして地域の事業所のご協力をいただきまして実施しております。ご質

問のように体験された折には、その感想文、また学校長からのお礼文を添えて、直接その事業

所にお伺いし引き渡しするか、あるいは送らせていただくというようなことにつきましては、

現在もさせていただいております。 
 引き続き、そういった体験学習につきましては、生徒にとっては大変貴重な時間であると思っ

ておりますから、引き続きこういった学習、それから感想文の作成、お礼等については続けて

いきたいと考えております。 
 以上で、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 北嶋恒男君。 

〇４番議員（北嶋恒男君） 
 それでは生活習慣にかかることなんですけど、４と５についての再質問をさせていただきま

す。 
 先ほど教育長からのご答弁がございましたけども、ちょっと弱腰かなと。なんか家庭とか子

ども任せではないかなと思います。と申しますのは、子どもの生活習慣のようなものは、この

各家庭ばかりではなかなかうまくいかないんではないかと思います。社会全体で見守るという

運動が必要ではないかと思います。現在、行っておりますあいさつ、聞き方、言葉遣いという

ことが掲げられておりますけども、それと同じようにこの早寝早起き朝ご飯、これは一生涯必

要なことだと思います。健康な体を成人になってからも保つためには、ですからそういった習

慣を、まず標語を掲げて、そうすれば親も、そうでない親もなかなかそういった形になるんで

はないかと思いますので、そう考えますけどもいかがでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、仲澤教育部長。 
〇教育部長（仲澤和朗君） 

 おっしゃるとおり、早寝早起き朝ご飯、大事なことだと思います。平成１８年から八代小学

校で食教育の一環といたしまして、この事業について指定校事業として取り組ませていただい

ています。八代小学校を中心といたしまして、食教育の一環として取り組みましたけども、そ

のことにつきましては、市内の学校にその伝達を行ってきたところでございます。 
 と申しましても、先ほど教育長の答弁にもございましたように、学校教育ビジョンの中にそ

ういった事業の取り組みにつきましては、位置づけられております。改めて早寝早起き朝ご飯

という標語を掲げることはいたしませんけれど、学校教育ビジョンの具現化事業の一環の中で、
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その食教育について取り組んで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（小林始君） 
 北嶋恒男君。 

〇４番議員（北嶋恒男君） 
 ぜひ、そういうことでよろしくお願いいたします。 
 次にデマンドタクシーの障害者対応ですけども、私もいろいろ、いっぱい障害者が地域には、

表には出ませんけども、いらっしゃいます。車いすで生活している方は専用の車でないと乗る

ことができないんです。軽度な人はいいんですけど、外に出かけたくても出かけられない方が

いっぱいおります。ぜひ、このような方々にも出かけられるチャンスを与えてもらいたいと。

介護者も同伴して行かれると思いますけども、そしてこの沿線の皆さんには個別に大いに利用

を呼びかけて安心して使ってもらうとよいと思います。やはりどうですか、車いすに乗ってい

けるからということでお誘いすれば、それでは石和のほうに行ってみようかなという気持ちに

なってくれると思うんです。そうすると、また新しい世界が開けるし、生きていてよかったな

と思うんです。せっかく走らせるんだから、遠慮しないようにまわりの人に周知して、ときど

き１人か２人というようなことでないように、やはり宣伝をしていただいて、お誘いをすると

いうことの努力も必要ではないかと思いますけども、そういったことを周知することが肝心だ

と思いますけど、この点について、いかがお考えかお伺いしたいと思いますけども。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、池田経営政策部長。 
〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 デマンドバスの取り組みにつきましては、ただいまご指摘の全線、市民の皆さんに周知とい

うことなんですけども、いろんな使い勝手の問題とか、停留所の位置とか時間帯とか、いろん

な部分でアンケート調査などを実施いたしまして、併せまして周知を行っていくというところ

であります。現在のところ、利用者、登録者数も増加傾向にありまして、このままこの４月か

ら本格運行に移行していくという状況であります。 
 ただ、ご質問の中で障害者の皆さまにつきまして、当然、介助される方がいらっしゃいまし

て、利用できる場合については当然、利用していただくんですけども、市長が答弁いたしまし

たように、例えば電動車いすの方の利用というのはなかなか難しいなというところであります。 
 ちなみに国交省で進めておりますバリア解消促進事業ですか、バリアフリー新法に基づきま

して、基準が示されておりますけども、移動等の円滑化の促進に関する基本方針というのが昨

年の３月３１日付けで示されております。これによりますと、タクシー車両でありますけども、

平成３２年までに２万８千台の福祉タクシー、これはユニバーサルデザインタクシーですけど

も、これを導入するというような目標が掲げられておりまして、こういった車両が普及してき

ますと、いわゆるデマンドタクシー、受託事業者もこういったようなものを、専用車が普及し

てきますと、なかなかご質問の電動車いすの方とか、車いすから降りて一歩も歩けないような

方に、これは使っていただけるんではないかと。 
 したがいまして、段階的にこのへんは検討していく必要があるということでありますので、

よろしくご理解いただきたいと思います。 
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〇議長（小林始君） 
 北嶋恒男君。 

〇４番議員（北嶋恒男君） 
 よろしくお願いします。 
 工事入札の最低制限価格ですけども、先ほど８８になったということでございます。そういっ

たことで、あんまり価格競争は決していいことではなくて、経営を苦しくしたり、税収はなく

なるし、技術者の士気は上がらず、建設事業はどんどん衰退すると。いざ災害でも起きたとき

には、本当に復旧ができなくなってしまうというようなことがございますので、ぜひそういっ

た地域の業者を、そうならないように支援をしていくということで、市長さんのそういったお

話がありましたので安心しております。よろしくお願いいたします。 
 最後にやさしいまちづくりの整備についてでございますが、石和温泉のホテルには車いすの

お客さんがどのくらい泊まれるのかと。そして今度はエレベーターができますから、東京等か

らいっぱい、お客さんが呼べると思います。そういったときに、その人たちは石和温泉に何を

しにくるかといいますと、やはり温泉に浸かりたいから来るんです。車いすで浸かりたいんで

す。ですから、ホテルの中でも体力のあるホテルは、ぜひ車いすの浴槽をつくってほしいと。

１つあればいいんですけど、そうすれば家族も一緒に同伴して、そしてそれをホームページへ

掲げれば、それはもういっぱいお客さんが来られると思います。そんなことでぜひ、そんなこ

とを言ってもなかなか大変お金もかかるわけですから、それはなんらかの形で、行政のほうの

支援策も考えなければならないと思いますけども、そういったことで、ぜひ石和温泉を活性化

する意味からもまず障害者の人が来ても、石和温泉は入れるぞということが、都心のほうへ聞

かれれば、これはひとつの活性化になるんではないかなと思いますけど、そのへん、見解はい

かがでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、豊角産業観光部長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 笛吹市では観光アクションプランの中で、ユニバーサルデザインの推進を掲げております。

これは健常者はもちろんですが、お子さん、お年寄り、あるいは社会的弱者の方についても同

じくサービスができる、提供ができるということを念頭に置いています。この中でバリアフリー

というものがあります。石和温泉に、１００万人は切っておりますが、たくさんのお客さまが

年間いらしていただいております。その中には当然ながら身体的障害をお持ちのお客さまもい

るということでなりますが、車いすの対応可能な部屋を持っている旅館、宿になりますが、全

体の約３割、３分の１程度になります。それから車いす専用のトイレ等を持っている宿につい

ても全体の３分の１程度になっております。それから車いすの貸し出し、あるいは食事等につ

いても内容の変更ができる、借り出しができる、こういった旅館については、ほとんどの旅館

がすべて対応が可能となっております。ただ、事前にご相談をいただきたいということになり

ますが、全部の対応ができる格好になっております。 
 それからお風呂に関してになりますが、約半分、５割になりますが、家族風呂あるいは部屋

付き、部屋の中に風呂付きの部屋があります。そういったことで、お一人で入浴が困難な方に

ついては、付き添いの方が一緒に入れる体制が約半分になります。また１軒だけではあります

が、リフト付きの家族風呂を持っている宿もあるということで、バリアフリーについてはそれ
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ぞれの宿のほうでそれなりの対応のほうは図られているということになります。 
 以上になります。 

〇議長（小林始君） 
 北嶋恒男君。 

〇４番議員（北嶋恒男君） 
 そうですね、ぜひまたその温泉宿、そういったことをホームページにも堂々と掲げられるよ

うに整備をしていただいて、石和温泉の活性化を願ってやみません。 
 以上でございます。ありがとうございました。 

〇議長（小林始君） 
 以上で、市民派クラブの代表質問を終わります。 
 以上で、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２９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。 
 ご苦労さまでございました。 

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

散会  午後 ５時５９分 
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再開  午前１０時００分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小林始君） 

 おはようございます。 
 ただいまの出席議員は２２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す。 
 報告事項を申し上げます。 
 本日、２２番 松澤隆一君より欠席届が提出され、これを受理いたしましたので報告いたし

ます。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小林始君） 
   日程第１ 「一般質問」を行います。 

 今定例会では、８名から１２問の通告がありました。 
 質問は通告順に行います。 
 なお、関連質問については申し合わせのとおり、同一会派のみ５分とし、通告者の質問がす

べて終了したあととなりますので、ご承知願います。 
 それでは２番、志村直毅君。 

〇２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。 
 はじめに障がい児（者）施策の新たな時代に向け、本市の取り組みについて伺います。 
 日本の障害者福祉は戦後、現行憲法下で療育を含めた施策を体系化した児童福祉法、厚生を

目的とした身体障害者福祉法の制定、１９５１年の社会福祉事業法制定と福祉事務所の設置が

はじまり、１９６４年には福祉六法の体制が整備され、東京オリンピックのあとには東京パラ

リンピックも開催されたと聞いております。 
 その後、１９７０年に心身障害者対策基本法が制定され、９３年には障害者基本法に改正。

この間、国際障害者連完全参加、平等、自立といったキーワード、リハビリテーション、ノー

マライゼーションの理念のもとに国、県、市町村において当事者主体の地域福祉の充実、各般

の施策が展開されてきました。そして現在、わが国の障害者施策は大きな転換期を迎え、イン

クルージョンを掲げる障がい者権利条約の批准に向けた準備が進められています。 
 昨年の障害者基本法改正により、共生社会実現のため法の目的や理念が明確に示され、差別

の禁止を盛り込むとともに障害者の定義も身体、知的、精神の３障害に加え、発達障害や機能
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障害についても明記。障害および社会的障壁により継続的に日常生活、社会生活に相当な制限

を受ける状態にある者とされました。 
 また障害者自立支援法を廃止し、制度の谷間なくサービスを応能負担とする障がい者総合福

祉法（仮称）の制定に向けた議論が行われ、法改正による実質的な新法化という流れになって

います。今後は継続的な支援体制の構築とともに、共生社会の実現に向けた理解の促進と啓発

が当事者や支援者のみならず、市民一人ひとりの課題ともいえますが、こうした状況の中で本

市の障がい児（者）に対する施策について、質問いたします。 
 まず、平成２３年度までの笛吹市障害者基本計画・第２期市障害福祉計画の評価と障害福祉

計画における指定障害者福祉サービス、相談支援ならびに地域生活支援事業の目標値について、

その達成状況をお聞かせください。 
 次に、これからパブリックコメントという段階ではありますが、新年度からの第２次笛吹市

障害者基本計画・第３期障害福祉計画について、基本理念ならびに基本目標において国の障害

福祉政策の見直しに伴って変更されたのか。また、本市の障害福祉施策、障がい者総合福祉法

（仮称）の理念に沿った方針で進めていくお考えか、お尋ねいたします。 
 ３点目として、第３期障害福祉計画において、指定障害者福祉サービス、相談支援ならびに

地域生活支援事業の目標値設定にあたって、配慮した点や本市の取り組みの特徴が反映された

点はどのようなものか、お聞かせください。 
 ４点目として、国の障害児支援の強化に伴い、これまでの児童デイサービス相談支援が新年

度からは障害児通所支援として児童福祉法に基づいて行われることになりますが、新規事業と

なる１８歳未満の障がい児に対する放課後等デイサービス事業については、本市において放課

後等支援の対象となる障がい児は約２００人程度と推定しております。具体的な事業実施に向

けた取り組みが必要と考えますが、そのことについて伺います。 
 ５点目に、市役所本庁舎の耐震化について。エレベーターの設置等、障がい者の利用に配慮

した改修を行う必要がありますが、ユニバーサルデザインに基づくトイレの改修等も併せて行

う考えかどうか、確認いたします。 
 ６点目として、デマンド交通（タクシー）の本格運行が予定されていますが、ハートビル法、

交通バリアフリー法を統合したバリアフリー法、ならびにユニバーサルデザインの考え方に基

づく施策として、車いす利用者の利用は想定されているのか。電動車いす等で自立的に行動で

きる障がい者等への配慮がなされているか、お尋ねいたします。 
 先に通告しておいたものですが、代表質問でも触れられておりましたので、簡潔で結構です。 
 ７点目として、今後、障害者施策の段階的・計画的に見直しが進められることにより、特別

支援教育のあり方も将来的にインクルーシブ教育が求められることになってきます。学校教育

全般にわたり教育、教職員、学校施設等に対応が必要になるものと考えられますが、見解をお

聞かせください。 
 以上、１問目の質問といたします。 

〇議長（小林始君） 
 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、中川保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（中川啓次君） 
 志村直毅議員の一般質問にお答えいたします。 
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 はじめに、平成２３年度までの市障害者基本計画・第２期障害者福祉計画の評価と障害福祉

計画における目標値の達成状況はについてでありますが、平成１９年に策定いたしました第１次

笛吹市障害者基本計画につきましては、５年間の計画期間により平成２３年度を最終年度とし

ております。 
 第１次計画では障害児・障害者相談支援機能の充実、日常生活支援体制の充実など１０項目

の基本目標を掲げて取り組んでまいりました。詳細は、第２次計画書の中でそれぞれについて

述べさせていただいておりますが、障害児・障害者相談支援機能の充実では、市内２カ所の相

談支援事業者に業務委託を行い、窓口の確保に努めました。 
 障害者自立支援法により、障がい者の自立への支援が給付サービスや事業として位置づけら

れ、主体的なサービス利用を促されておりますが、サービスの充足や利用の適正化は行政だけ

ではなく当事者や事業者の認識の共有、地域、市民の意識の醸成が不可欠であり、そうした地

域の環境づくりが引き続き課題であると考えております。 
 それらを踏まえ、第２期障害福祉計画でのサービス等の目標達成状況は居宅介護、行動援護、

生活介護などにおいては目標値を上回っておりますが、自立訓練、就労移行支援などは目標値

を下回りました。 
 地域生活支援事業では、手話通訳者の派遣などのコミュニケーション支援や排泄管理支援用

具などの日常生活用具給付等により日常生活を補完し、自立して社会生活を支援する事業を展

開しており、ニーズの拡大等により利用者が増加しております。 
 次に新年度からの第２次障害者基本計画・第３期障害福祉計画の基本理念、基本目標につい

てお答えいたします。 
 第２次障害者基本計画、第３期障害福祉計画の基本理念は、第一次笛吹市総合計画で示した

将来像「みんなで奏でる“にぎわい・やすらぎ・きらめき”のハーモニー」の実現に向け、障

がい者に対する市民の理解を促進し、すべての市民が障がいの有無にかかわらず、等しく基本

的人権を享有し、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指すことを基

本理念に掲げており、第１次基本計画、第２期福祉計画を踏襲するとともに、国から示された

計画策定にあたっての基本指針に沿っております。 
 平成２５年に予定されております障害者総合福祉法では、わが国も平成１９年に署名した障

害者権利条約の批准のための法制度の整備が求められておりますが、今回の本市の計画におい

ては、この理念等を参考にしつつ、現行法制度に基づくものとしております。 
 先日の２月８日に示された厚生労働省案によれば、日常生活、社会生活の支援が可能な限り

身近な場所で受けられること、共生社会を実現すること、社会的障壁を除去することを目的と

して法律理念が掲げられており、法の対象となる障害者の範囲に治療方法が未確立な疾病、そ

の他の特殊な難病など一定の障害がある者を加えるものとし、法施行後５年を目途に障害程度

区分の見直しを行うこととされておりますが、具体的な法案や措置については示されておらず、

いずれ平成２５年以降、新法に基づきこの計画の修正を行うことが求められるものと認識して

おります。 
 次に第３期計画における目標値設定に際し、配慮した点や本市の取り組みの特徴についてお

答えいたします。 
 訪問系サービスでは、特別支援学校卒業や障害者自立支援法への移行による新たな利用者な

ど、現状の利用者の動向および新規利用者見込み等を十分、検討しております。日中活動系サー
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ビスでは地域自立支援協議会を活用し、利用者の意向に合ったサービス利用を想定しており、

特に障害児通所支援については新たなサービス体系となることから、既存のサービスからの移

行を含めて推計しております。 
 居住系サービスでは、施設入所者の地域移行と受け皿となるグループホーム、ケアホームに

ついて、現状に即した総体的な見込みとしており、相談支援では平成２４年度からのサービス

等利用計画の対象者拡大や地域相談支援の創設等を踏まえ、推計しております。また地域生活

支援事業におきましても、実績を踏まえて事業種別ごとの見込みを行っております。 
 次に国の障害児支援の強化に伴い、新規事業として想定される１８歳未満の障がい児に対す

る放課後等デイサービス事業について、お答えいたします。 
 障害児支援の強化につきましては、従来、児童福祉法により児童相談所で措置されていた施

設入所と施設通所に加え、障害者自立支援法による未就学児に対する障害児デイサービスが、

児童福祉法の中に整理されることとなりました。その上で施設入所は県が、施設通所は市町村

が実施することとなり、笛吹市では甲府市への委託事業でありました心身障害児通園事業も含

め、障害児通所支援事業として実施することとなります。 
 現在、この通所支援事業の対象となる１８歳未満の障がい児の数は特別支援学校（小、中、

高）に通っている児童と、市内の小中学校の特別支援学級に通っている児童を合わせて１８５名

程度と把握しております。 
 現状の放課後活動につきましては地域支援事業の療育活動、日中一時支援事業、地域の学童

保育を利用している児童数が９２名おり、継続して利用されるものと考えております。また、

地域自立支援協議会で行った特別支援学校、特別支援学級に通っている児童の保護者へのアン

ケートでは放課後、休日に過ごしている場所の約５０％程度が自宅で過ごしており、その理由

として子どもが落ち着く、親の役割として捉えている方が半数以上見受けられます。 
 平成２４年度から新規サービスとして位置づけられます、放課後等デイサービス事業につい

ては、国からの事業のフレームの提示が遅れているため、事業者の取り組みが明確になってい

ない点や市外の事業者への利用も考えられることから、引き続き地域自立支援協議会を通じて、

受け皿となる事業所の開設を働きかけてまいりたいと考えております。 
 次に市役所本庁舎の耐震化に伴うエレベーターの設置等、障がい者の利用に配慮した改修に

ついてお答えいたします。 
 本庁舎は災害時に災害対策本部を設置し、拠点施設となるため高い耐震性能が求められ、平

成２５年度に耐震補強および改修工事を実施する計画で今年度、本庁舎耐震補強・改修ほか設

計業務委託を発注いたしました。この委託業務で庁舎の耐震補強、電気機械設備の改修と併せ

てエレベーターの設置、身障者トイレの増設などユニバーサルデザインに配慮した設計を考え

ており、市民の皆さまが安全・安心に来庁していただき、効率的な業務運営を行える庁舎とな

るよう改修いたします。 
 次にデマンド交通の本格運行に伴う、障がい者等への配慮についてお答えいたします。 
 地域の公共交通に対して、障がいをお持ちの皆さんからも多くの期待が寄せられていること

につきましては十分、把握しているところであります。しかしながら、平成２４年４月からの

本格運行につきましては、市内公共交通空白地域への移動手段の確保が目的であり、対象者は

高齢者、障がい者、子ども、運転免許証を持たない方々など幅広く考えております。 
 現状の運行においては一人で乗降できる方が対象であり、介助が必要な方につきましては、
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介助者の同乗をお願いしております。 
 車いすの利用につきましては、折りたたみ式車いすの場合、１台であれば積み込んでご乗車

いただくことが可能ですが、電動車いすの場合は特別な車両の整備、あるいは対応車両の購入

が必要となります。ご乗車いただけない方には障がい者などの行動範囲を拡大し、社会参加を

促進するために福祉タクシー利用助成制度があり、対象となる方にタクシー券を発行し、利用

料金の一部を助成しておりますので、ご利用いただきたいと考えております。 
 本格運行にあたり、まずはデマンド交通の持続的運行の維持を目標に、さらなる利用促進に

取り組んでまいりますが、国土交通省において、バリア解消促進事業として計画する中で、将

来的にはユニバーサルデザインタクシーの導入も進むものと考えており、国や事業者の動向を

注視しつつ、段階的に検討してまいります。 
 次に障害者施策の見直しによるインクルーシブ教育への対応について、お答えいたします。 
 障がいのある人もない人も自分の生まれ育った地域で共に学び、働き、暮らしていける社会

が一番よいと考えます。市教育委員会でも国や県の動向を見つつ、可能な範囲で対応していき

たいと考えております。すでに小中学校の施設整備等の改修や支援の必要な子どものための学

校サポーターの配置等にも取り組んでいるところであり、障がいのある児童生徒一人ひとりの

ニーズに対応した、本当に必要な教育内容が受けられるようにしていきたいと考えております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 再質問。 
 志村直毅君。 

〇２番議員（志村直毅君） 
 まず、ご答弁いただきました内容、まだ計画が明らかになっておりませんので、この時点で

というような理解で、再質問をさせていただきたいと思いますが、まず児童福祉法のほうにま

とめられる障がい児（者）の相談支援、障害児の相談支援、それから放課後等のデイサービス

ということですが、現在２事業者に指定されていると。計画をこれから新たに策定していく中

で、ここのところを増強していくお考えがあるのか。あれば増強していく場合の対応、これを

どのように考えていらっしゃるのか、まずお聞きします。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、中川保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（中川啓次君） 

 ただいまの再質問でございますが、相談支援センターにつきましては、議員がおっしゃいま

したように、現在、市内で２カ所、２事業者に相談支援の委託をしております。１カ所が社会

福祉協議会の支援センターふえふき、それからもう１カ所が美咲園ということで、年間を通し

て相談件数は、電話等の相談を含めまして約５千件以上は対応しているというふうな状況でご

ざいます。 
 すでに特別相談支援の形の青年後見制度の利用の事業でありますとか、地域の自立支援協議

会の運営委託など、基幹相談支援センターに近い形でセンターふえふきのほうでは業務を実施

しております。 
 ただ、すべての障害者に対応できるワンストップの相談窓口の役割でありますとか、地域の

関係機関のネットワークを図ることを目的とする支援センターにつきましては、これから子育
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ての支援など、相談業務は非常に幅が広いわけでございまして、これらの関係性をどう構築化

していくかが課題になっていくかなという状況でございます。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 志村直毅君。 

〇２番議員（志村直毅君） 
 事業所さん２カ所でやっていられるわけですけども、ぜひ増強をしていくということで、要

するに指定を、もう少し広げていただく。そういう意味では、事業所さんに最初の答弁でもあっ

たように、ご協力をお願いしていくということになろうかと思いますけども、どうしても今、

これから進めていく上にあたりましても、年度の途中から例えばそういったことを考えていく

というようなことに、事務的にはなっていくのかなというような印象も受けます。 
 まだ、今の３月を迎えようとする時点で計画がまだ完了していないということもありますし、

県からのさまざまな情報も、現在もきている段階というようなことですから、年度が変わりま

して、事業者をまた新たに増強していかれることを望んでいるわけですけども、その場合につ

いても、年度途中からでも十分なサポート、支援をしていただければというふうに思います。 
 それで今、再質問の答弁の中でちょっと出てきました基幹相談支援センターというのが、や

はり国のほうでもこれを設置して、圏域あるいは市域で十分な体制をとっていっていただきた

いということが出ているわけですけども、これをやはり、基幹相談支援センターというのをど

んなふうなイメージでこれからやっていくのか。包括的な意味合いでということになりますが、

例えば保健福祉センターの職員や事業者、相談員、自立支援協議会を構成する関係者等が同じ

フロアで仕事ができて、当事者や家族、関係者がワンストップで対応ができるというようなイ

メージも持っていきたいわけですけども、ファーストステップ、あるいはセカンドステップ、

将来的なイメージという中で、とにかくできるだけ早期にそういった体制整備を期待している

わけですけども、この点についてご見解をいただければと思います。 
〇議長（小林始君） 

 中川保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（中川啓次君） 

 １つ申し上げておけることは、２４年度に、１２月近くになるわけですが、今の石和保健福

祉センターを開所いたしまして、当然、今、手狭になっておりまして、南館のほうに私ども保

健福祉部のうちの児童課、保育課が事務室を構えておりますので、それらの、児童課につきま

しても、保健センターの中で一括して事務処理ができるような形で対応したいというようなこ

とで、改修事業予算をお願いしているところでございまして、今、高齢福祉課のところには地

域包括支援センターが入っておりますので、そうしたことも含めまして、できるだけ保健セン

ターの中で福祉サービスが一本化してできるような形で、今、検討させていただいております。

そうしたことでございますので、障害者の相談支援のセンター的なことにつきましても、すべ

て入るかどうか分からないですが、できるだけ福祉サービスの窓口を設けていけるような方法

で努力していきたいというふうに考えております。 
〇議長（小林始君） 

 志村直毅君。 
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〇２番議員（志村直毅君） 
 ありがとうございました。ぜひ、そういう方向で進めていただきたいと思います。 
 そういう意味で、庁内の連携体制ということもあるんですが、その連携体制は、ちょっとこ

のあとにお聞きするとして、地域生活支援事業の中で日中一時支援という事業がありまして、

これもなかなか、充足するのが難しい事業者さんもいらっしゃるのかなという印象を受けてい

るわけですけども、ぜひ利用者のニーズに的確に対応していただける、こういうことをお願い

したいわけで、相談支援の強化、あるいは指定相談事業者を増加していく。あるいは指定の際

に事業内容を、そういった対応等をぜひ精査をよくしていただいて対応していただきたい。こ

の点について、ちょっとご見解いただきたいんですが、いかがでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、中川保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（中川啓次君） 

 日中一時支援の関係の、これは特に放課後デイサービス等のことをおっしゃっているという

ふうに承ったわけでございますが、現在、ありがとうや日中支援一時サービスの学童保育を利

用している保護者からも、そういったデイサービス等の利用の要望も大変ございます。そんな

中で、受け皿となる事業者の新しい新規事業所の開設につきましては、現状では事業者の動向

を見させていただいているという状況でございますが、これにつきましては、近隣の市のほう

ではこの４月からスタートする事業所もあるという話も伺っておりますので、これらにつきま

しては自立支援協議会の事業者部会等もございますので、そういった中で事業者の積極的な参

入をこれから促していきたいというふうに考えております。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 志村直毅君。 

〇２番議員（志村直毅君） 
 では発達障害の関係で庁内連携も図られて、障害福祉全般にわたってということですが、昨

年度、峡東３社のモデル事業も踏まえて、発達障害者支援の研修等も行われたわけですけども、

この発達障害に関する取り組みの件と、それから庁内連携体制ということで、教育委員会等も

含めて、現在の状況をお聞かせいただきたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 中川保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（中川啓次君） 

 発達支援の関係の再質問でございますが、これにつきましては２３年度から２５年度まで３年

間についてはモデル事業を強化するというようなことで、その取り組みを進めているところで

ございますが、その後につきましては、地域自立支援協議会の中で障害児の支援の取り組み、

ネットワークの継続をこれからしていくということで、今、考えているところでございますが、

庁内連携につきましても、これまでもやっておりますが、発達支援の連携管理というのを定例

で月１回は開催して、これは関係する課で対応させていただいておりますが、庁内の連携を図

る中で、モデル事業と連動して、その発達障害に取り組む形をとらしていただいているという

ふうな状況でございます。 
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〇議長（小林始君） 
 志村直毅君。 

〇２番議員（志村直毅君） 
 それに加えて、将来的に庁内体制が先ほどの答弁にあったように整っていくことを展望する

中で、教育委員会のほうにもその保健福祉関係の職員の配置というようなことも考えられるの

かなと思いますけども、この点についてはいかがですか。 
〇議長（小林始君） 

 仲澤教育部長。 
〇教育部長（仲澤和朗君） 

 志村議員の再質問でございますけども、福祉関係の主に特別支援学級の関係でございますけ

ども、今年度から生まれたときからの子どもから高校卒業するまでという子どもの教育の一貫

性ということを踏まえまして、今年度からその研究をしてまいりたい考えでおります。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 志村直毅君。 

〇２番議員（志村直毅君） 
 学校関係ですと、１年延長になっています体育館等バリアフリー緊急整備事業という、補助

率１０分の１０というのは２４年度、１年延長になったわけですけども、こういったものも活

用できればありがたいなということと併せて、自殺対策についても、これは障害福祉の関係の

中で３月１５日までに事業計画を提出すると、笛吹市には約７５万円の配分額で２４年度延長

されているものがあります。こういったものもぜひ活用していただきたいと思います。 
 それから障害者週間、世界自閉症例ということで、発達障害の啓発週間でもあるわけですけ

ども、こういった点についても取り組んでいただけるかということをお聞きしたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、中川保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（中川啓次君） 

 まず今、ご質問がありました自殺対策の関係ですが、すでに２２年、２３年度、それぞれ両

年度に各１００万円ずつの助成をいただきまして、活動させていただいております。これはど

んなことをさせていただいているかといいますと、民生委員さんとか、その医療機関等の関係

する方々を対象に、自殺防止のゲートキーパーの養成講習会を年４回ほど、それぞれ２２年度

と２３年度、させていただいております。２４年度、確定すれば７０万円ほどいただけるかな

というふうなこともございますので、これらにつきましては、そういった養成講習会のほかに

啓蒙・啓発のためのパンフレットの作成ですとか、ポケットティッシュ等の製作にも使わせて

いただきたいなというふうに考えているところでございます。 
 それから障害者週間のお話だったと思いますが、障害者週間は障害者基本法の改正によりま

して、国民の間に障害者の福祉について関心を深めるということを目的に週間が定められてお

りまして、これがご紹介させていただきますと、毎年１２月３日から１２月９日までの１週間

を障害者週間というようなことに定めさせていただいておりますので、これらを利用する中で

障害者の意識改革、啓蒙等により市民によく理解してもらうようなＰＲ活動もしていきたいと

いうふうに考えているところでございます。 



 １２３ 

 以上です。 
〇議長（小林始君） 

 志村直毅君。 
〇２番議員（志村直毅君） 

 啓発等は、広報に一行広告を載せるのでもいいですし、ホームページに掲載していただくと

いうようなこともできるかと思います。いずれにしましても、障害者福祉施策を今まで以上に

引き続いて力を入れていただきたいことを期待しながら２問目の質問に移ります。 
 資源とエネルギーを有効に利活用する循環型社会の取り組みについて、伺います。 
 本市は総合計画に掲げる環境にやさしく、安心してすこやかに暮らせるまちづくりの実現の

ため、昨年制定した市環境基本条例および、平成３２年度までを計画期間とした市環境基本計

画等に基づき、従前より取り組んできているごみ減量５３％と併せて環境への負荷を軽減し、

環境の保全・創造に努めてこられております。 
 昨年３月の東日本大震災と東京電力福島第一原子力発電所災害は、私たちの生活や将来に資

源とエネルギーを有効に利活用する循環型社会の構築が必要不可欠であるという、大きな課題

も投げかけましたが、以下、本市の取り組みについて伺います。 
 まず昨年来、市役所庁舎等の節電に努めてこられていますが、その節減効果と併せ、東京電

力が予定している電気料金の値上げが本市に及ぼす影響について、お聞かせください。 
 次に東京電力の電気料金値上げが本市の企業、事業者、家庭等に及ぼす影響とこれに対する

市としての対応策はどのようなものでしょうか、お伺いいたします。 
 ３つ目に限りある資源を大切にする循環型社会づくりの施策として、環境基本計画の施策体

系、基本施策に複合的に関わる具体策としてＤＢＯにより進められているバイオマスセンター

整備にあたって、堆肥化のほかに木質ペレットの製造を行うなど、自然エネルギーや再生可能

エネルギー、グリーンエネルギーなどの新エネルギーの利活用を展開していく考えはあるか、

お尋ねします。 
 ４点目に庁舎等の公共施設や街路灯および、防犯灯にＬＥＤ照明を導入する考えはあるでしょ

うか。 
 最後に新エネルギーの中で、クリーンエネルギーには二酸化炭素を排出しないエネルギーと

して原子力発電も含まれていますが、本市として新エネルギーの利活用を推進していく上で、

原子力発電には依存しないという考え方を明確に示す考えはあるでしょうか。 
 以上、２問目の質問といたします。 

〇議長（小林始君） 
 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） 
 志村直毅議員の一般質問にお答えいたします。 
 本市では循環型社会の構築に向けて、これまで廃棄物の発生抑制や資源ごみの分別収集をは

じめ、公共施設や個人住宅への太陽光発電システムの設置および支援、廃食用油からのバイオ

マス燃料の精製、さらに節電対策による二酸化炭素の削減など地球温暖化防止対策の観点から

も天然資源の消費を抑制し、環境への負荷をできる限り低減する取り組みを行ってきたところ

であります。 
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 はじめに、市役所庁舎等の節減効果と東京電力が予定している電気料金の値上げが本市に及

ぼす影響についてであります。 
 昨年は東日本大震災の発生に伴い、東京電力において計画停電が実施され、夏場には国民、

産業界が一体となり、使用最大電力１５％抑制を目標とした取り組みが行われました。 
 本市の公共施設におきましても、照明機器の間引き消灯や空調機器の温度管理、緑のカーテ

ンの設置などを行い、さらに市民の皆さまにもご協力をいただき体育施設の利用時間の短縮等

により、平成２３年４月から１２月までの市内２０３施設の電力使用量は８５７万キロワット

アワーとなり、対前年度比で１９８万キロワットアワー、１８．８％が削減されました。この

電力量の削減は、地球温暖化防止対策の二酸化炭素排出量に換算しますと１，０９７トンの削

減に相当いたします。電気使用料金ですと１，６００万円の節減効果がありました。 
 こうした中、東京電力では今回の原子力発電所の事故により、原子力発電所の長期停止に伴

い火力発電の燃料等が大幅に増加し、燃料調達に支障を来たすなど電気の安定供給に重大な影

響を及ぼすとして、平成２４年４月から企業向けの電気料金の値上げを発表いたしました。 
 本市では、高圧契約の７２施設が値上げの対象となります。東京電力の試算では、対象施設

の２３年１月から１２月までの電気料金２億２千万円に対し２，６００万円、１１．８％の負

担増を見込んでおります。 
 こうしたことから今後さらに節電対策が必要となり、施設の管理・運営面でのさらなる節電

に努めるとともに、太陽光発電など再生可能エネルギーの導入や省エネタイプ照明への交換な

ど、節電対策を進めていかなければならないと考えております。 
 次に東京電力の電気料金の値上げが本市の企業、事業者、家庭等に及ぼす影響と市の対応策

について、お答えいたします。 
 東京電力の電気料金の値上げは、円高や消費低迷を受けている企業や事業者、家庭など地域

経済に甚大な影響を与えることは必至であると考えております。この値上げ料金について、国

では値上げ幅を圧縮する方向で算定基準の見直しを要請するとのことであり、家庭向け料金の

算定基準についても見直しの状況であります。 
 こうした状況の中、本年１月には笛吹市商工会、農業協同組合をはじめ観光協会、温泉旅館

協同組合、経済懇話会によりまして、電気料金の値上げの延期と値上げ幅の見直しを求める要

望書が提出された経過もあり、本市といたしましても国および東京電力の動向に注視しながら、

山梨市・甲州市とも歩調を合わせ、値上げの延期と値上げ幅の見直しを要望してまいりたいと

考えております。 
 次にバイオマスセンター整備において、木質ペレット製造を行うなど新エネルギーの利活用

を展開していく考えはあるかについて、お答えいたします。 
 本市のバイオマスタウン構想によるバイオマスの事業化につきましては、生ごみや剪定枝の

利活用について検討を行い、その中でガス化や燃焼による電力、熱源としての新エネルギーの

利活用についても検討を行ってきたところであります。 
 検討の結果、新エネルギーとしての利用につきましては、施設建設のコストが多大となるこ

とや電力の安定供給のための施設整備に多額の費用を要することから、現時点では費用対効果

を勘案し、堆肥化としての活用を推進してまいりたいと考えております。 
 ご提案をいただきました木質ペレットの製造につきましては、森林資源の有効利用の観点か

らも、重要な課題であると認識しているところであります。 
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 今後、ペレットストーブやペレットボイラーの施設園芸への利用について、検討してまいり

たいと考えております。 
 次に庁舎等の公共施設、街路灯、防犯灯へのＬＥＤ照明を導入する考えはあるかについて、

お答えいたします。 
 ＬＥＤ照明のメリットにつきましては、白熱電球や蛍光灯と比較しますと消費電力や寿命、

二酸化炭素排出量および発熱量等において優れていることは、十分に認識しております。本市

の庁舎等の公共施設、街路灯および防犯灯など既存の照明器具をＬＥＤ化するためには、電球

のほか安定器やソケットなどを交換する必要があります。取替工事等、初期投資が必要となる

ことから現状では難しいものと考えております。 
 今後、施設の新築および改築・改修時において、ＬＥＤ照明機器の価格や照度の比較、器具

の安全性などに留意しながらトータルコストを考慮し、導入のための調査・研究を行い、ＬＥ

Ｄ化に向け、検討してまいりたいと考えております。 
 次に本市として、新エネルギーの利活用を推進していく上で、原子力発電には依存しないと

いう考え方を明確に示す考えはあるかについて、お答えいたします。 
 昨年３月１１日の東日本大震災に伴い発生した、東京電力・福島第一原子力発電所の事故以

降、日本のみならず世界各地で原子力発電依存への見直しの動きが起こっております。しかし、

日本の電力使用量の約３割は原子力発電により賄われている状況にあることから、即時に停止

することは国民の日常生活や経済活動に大きな影響を与えることが懸念されております。 
 こうしたことから、国においては現状の国民生活や経済活動を維持するための電力量の需給

バランスを正確に捉え、再生可能エネルギーの普及拡大や省エネの推進、さらに原子力発電の

規模を縮小し、より安全性を高めて活用することなど、段階的に原子力発電への依存を低減さ

せていくことが必要ではないかと考えております。 
 将来的には、再生可能エネルギーのさらなる普及拡大や新たなエネルギーの開発により、脱

原子力発電依存社会が実現することを期待しております。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 再質問。 
 志村直毅君。 

〇２番議員（志村直毅君） 
 大変、１年間、市役所、庁舎等の節減のために努力していただいて感謝したいと思います。

せっかくこうして効果があったにもかかわらず、値上げを求められていくということで、非常

に苦しい立場でもあり、また市内の観光、農業、事業者さん、また各ご家庭にもさらにそういっ

た圧力が、影響を与えていくということで非常に心配しています。ぜひ３市でも申し入れをし

ていただき、また私どももできるだけ値上げ幅の抑制、あるいは延期ということを求めていき

たいと考えています。 
 １点、木質ペレットの利活用ということで確認ですけども、バイオマスセンターにというこ

とではなくても、将来的には前向きにこの利活用を考えていただけるということでよろしいか

どうか、確認させてください。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、豊角産業観光部長。 
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〇産業観光部長（豊角英人君） 
 新エネルギー利活用になりますが、今後の課題としては前向きな検討を行っていきたいと思

います。特に木質ペレットの製造がございますが、本市における５８％が森林ということで、

非常にたくさんの面積を有しているということであります。それとの利活用を考えますと、今

後の課題としてペレットストーブ、あるいはペレットボイラーの施設園芸への転換、これも重

要な検討課題として取り組んでまいりたいと思っております。 
 以上になります。 

〇議長（小林始君） 
 志村直毅君。 

〇２番議員（志村直毅君） 
 木質ペレットは、本当に有効な、新エネルギーの部類に入ると思います。ぜひよろしくお願

いしたい。そして段階的に原発に依存しないという方向性でというご答弁でしたけども、ぜひ

荻野市長からも力強く、そういったご決意をお聞きしたいわけですけども、よろしくお願いし

ます。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、荻野市長。 
〇市長（荻野正直君） 

 原発に関しましては、今回の東日本大震災でわれわれ非常に大きな、いわゆる教訓を得たと

いうふうに思っております。しかし、現状の中で即時停止とか、そういうふうな話も一部出て

いるわけでありますけども、これは大変、全体的な構造から考えていかないと、日本経済に及

ぼす影響というのは非常に私は大きいと思いますし、つい最近の雑誌なんかによりますと、各

自治体の長の意見を聞いていますと、特に私もちょっと驚いている部分があるんですけども、

原発を抱えている自治体そのものもやはり、原発がもし、なくなった場合に自治体そのものが

崩壊する可能性があるというようなことで、やはり安全面をどれだけ検証し、どれだけキープ

するかと。昨日も菅総理の、いわゆる当時の行動が報道されておりましたけども、どれだけ、

今あるものを安全に、なおかつそれを運用していくかという点についても含めて、私は市長会

等を通じて提案していきたいと思いますし、近々に山梨県市長会ならびに山梨県町村会、合同

で東京電力に対して抗議すると、こういう運びになっておりますから、ご理解をいただきたい

と思います。 
 なお、ペレットについてでありますけども、できますれば今年度、しっかりペレットに関す

る研究をし、できますれば、来年度の予算の中にペレット系のハウスでの活用について、実験

を開始できればというふうなことも含めて、現在、検討中であります。 
 また、議員各位におかれましても、いろんな情報があると思いますけども、ぜひ情報をお寄

せいただきたいというふうに思います。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 志村直毅君。 

〇２番議員（志村直毅君） 
 化石燃料に依存しない、あるいは有効な森林資源を活用していく。そして、また原子力発電

に可能な限り依存しないで安全な生活をしていける、そういったことに市の施策も力を入れて



 １２７ 

いただくことをご期待しまして、一般質問、以上とさせていただきます。 
〇議長（小林始君） 

 関連質問を許します。 
 なお、関連質問については先例により行っていただきたいと思います。 
 関連質問ありますか。 
 大久保俊雄君。 

〇１６番議員（大久保俊雄君） 
 それでは志村議員の関連ということで、まず児童福祉法施行後の障害児に関わる事業という

ことで、先ほど４月１日から法が施行ということで、事務事業も県から市に移行されるのもい

くつかありまして、そこらへんのスムーズな手続きと周知徹底をどうされるのかというのが１点

と、これまで障害児に関しては自立支援法で対応するなど、多様な所在がある部分、不明瞭で

ありましたが、児童福祉法で一元化されることによりまして、身近な地域で支援を受けられる

よう、いろんな障害をお持ちの方にも対応できるとともに、障害特性に応じた専門的な支援が

提供される市の確保が重要になってくるかと思いますけども、具体策、特に発達障害児を含む

３障害児に関しまして、生活能力向上のための必要な訓練、地域交流等、具体策について、ま

だはっきりしていない部分があるんですけども、現状で、そこらへんの目標といいましょうか、

あれば伺いたいと思います。お願いいたします。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、中川保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（中川啓次君） 

 障害者対応の４月からの対応をどうしていくかというふうなご質問でございますが、すでに

何回もお話させていただいておりますように、障害福祉計画のほうにつきましては、現在、パ

ブリックコメントに取り掛かっているところでございますが、計画法の内容につきましては４月

になろうかと思いますが、概要版を全戸配布させていただくような予定で、障害計画はこのよ

うな形で取り組んでいきますよということは、市民の皆さまにお知らせしていく予定で計画を

させていただいております。 
 事業の具体的な取り組み等につきましては、それらの中にも当然含まれておりますが、個々

の事業展開等につきましては、随時広報等でＰＲ、お知らせ等をさせていただきながら事業に

取り組んでいきたいというふうに考えております。 
〇議長（小林始君） 

 大久保俊雄君。 
〇１６番議員（大久保俊雄君） 

 はっきりしたような、しないようなところがありまして、事務事業は県から市ということで、

予算措置に関しましても、県から市に知的、身体、その他でただいま笛吹市に１３名いらっしゃ

いますけども、引き続き２４年度以降も委嘱されるのか。また市の予算措置ですね、そこらへ

んやはり相談体制というのは、事務事業で、何度も申しますけども、県から市が手厚く対応し

ていかなければならない部分で、相談員に関していかがでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、中川保健福祉部長。 
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〇保健福祉部長（中川啓次君） 
 これまで県でやっていた事業が市に移管されてくるというような部分がございますが、その

部分につきましては、市の独自の判断でというような部分がございますが、当然、県でやって

いたものを市が引き継いだらやらなくなったというわけにはいきませんで、当然、市が引き継

いで継続して、これまでの対応ができるように対応していきたいと。いくように今、計画して

いるところでございます。 
〇議長（小林始君） 

 大久保俊雄君。 
〇１６番議員（大久保俊雄君） 

 もう１点、環境を考えた中での街路灯の今後のあり方ということで、先ほど既存の、改修と

か、新しくするにはＬＥＤを考えるということでありますが、例えば石和町の市部通り、１キ

ロ近くあるんですけども、商店もなくなった。各個人の負担も非常に大きくなっている中で、

いろんな強い要望が出ているという状況で、市の見解は新しくつくる部分には考えるけども、

既存の通りは厳しいということでありますし、たしかに本体自体が膨大なお金がかかる中で、

こういったＬＥＤ等は厳しいという見解ですけども、経済情勢とか今後の環境を考える中で、

導入的にも考える予定があるのかどうか。できれば、ぜひ通行量等を勘案した中で、そういっ

た大きな通りですとか、そういう部分は導入を願いたいと思いますけども、ここの見解はいか

がでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、河野市民環境部長。 
〇市民環境部長（河野修君） 

 先ほどの再質問にお答えいたします。 
 まず本市に街路灯とか道路関係のもの、それから防犯灯、かなりの数が設置されております。

現在は最低の基本料金がかかっている料金体制でございまして、ＬＥＤにしていきますと、こ

れがまたちょっとコストがかかってくるというふうな体制ですので、今後もう少し時間があれ

ば、ＬＥＤそのものの価格も下がってくる。あるいは、基本料金についても下がってくるとい

うこともありますので、それを見据えながらコストを換算しながら、新築とか改修ということ

だけでなく、それも勘案しながら今後検討を今、進めていきたいというふうに思いますので、

今、わが部で、市民活動支援課で街灯の調査をしております。それを踏まえまして、検討を２４年

度、し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（小林始君） 
 佐藤建設部長。 

〇建設部長（佐藤貞雄君） 
 関連質問の市部通りのＬＥＤ等への切り替えというような、そういった見解についてのご質

問だと思いますけども、市部通りの照明につきましては、照明の施設については県のほうで設

置しておりまして、その後、県とその地元との協定の中でその後の管理、電気料等については

地元の負担でという、そういった協定が結ばれて今現在に至っておりますので、そういったＬ

ＥＤへの導入切り替えというような、そういった施設関係につきましては当然、県の施設であ

りますので、これらについては、市としましては県のほうにそういった地元要望等を申し入れ
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る中で対応していきたいと考えております。 
 また、特に新設の分野につきましては、建設関係につきましては砂原橋、それから石和温泉

駅舎の北口等につきましては、そういった新たな施設でありますので、ＬＥＤの導入等も検討

する中で進めております。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 龍澤敦君。 

〇１２番議員（龍澤淳君） 
 志村議員の質問に対して、１点お願いしたいと思います。 
 今、障害者の、笛吹市で扱っている会社は２社で、年間５千件というような話が出ましたけ

ども、私の聞きたいのはおそらく教育委員会の問題だと思いますけれども、子どもさんが学校

へ入学したと、そういう話は聞いていたんですけど、うちで飛んで歩いていると。これはどう

したものかなという形の中で、登校拒否かなと、登校拒否でもないということでございますの

で、そのへんを把握して教育をしていただければありがたい。また、市にはそういう施設がな

いようですので、できましたらそういう施設を造っていただけるような方向をつくっていただ

けないかと、こんなふうにも思いますけどもいかがでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、山田教育長。 
〇教育長（山田武人君） 

 お答えいたします。 
 今、龍澤議員の件ですけども、ちょっと教育委員会のほうでもその状況を把握していません

ので、早速また状況を把握する中で対応していきたいと思っております。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 龍澤敦君。 

〇１２番議員（龍澤淳君） 
 ありがとうございました。よろしくお願いします。 
 それで、あとでそういう施設を１つぐらい、笛吹市でも設けてもいいんではないかと思いま

すけども、市長どうでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、荻野市長。 
〇市長（荻野正直君） 

 ちょっと私、龍澤議員のおっしゃっている意味がもうひとつよく理解できないんですけども、

障害者に対しては県のほうでそういう施設が何施設かございますし、また市におきましては各

それぞれの学校で障害をお持ちのお子さんが学校にあがりたいという場合にはお受けする体制

をとっておりますから、ちょっとその先のことがよく私には理解できないんですけども、今、

市の体制としてはそういう体制で臨んでおります。 
 なおかつ、それに支援者が必要だという場合には学校において支援員も付けさせていただい

て、いわゆる学校に通える、そういう体制はとらせていただいております。 
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〇議長（小林始君） 
 龍澤敦君。 

〇１２番議員（龍澤淳君） 
 どうもありがとうございました。なかなかそういうことは表立ってできないようなことが多

くあろうかと思います。また例えば登校拒否、これは昔からあることですけれども、現在もそ

ういうことが多く見受けられるし、先ほど言ったように、たしか小学校にあがったはずだけど、

家で飛んで歩いていると。そういう子どもが近くにも何人か見受けられると。そういう人たち

を教育できる施設を造っていただければありがたい、こういうことでございます。よろしくお

願いします。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、山田教育長。 
〇教育長（山田武人君） 

 答弁いたします。 
 学校に入学をして子どもが来ないと、そういうふうなことに対しましては、今、ひまわり教

育相談室とか指導主事とか、学校をまわる中で対応して、そしてひまわり教育相談室のほうへ

も登校する中で勉強をみてやったりとか、また県のほうでもコスモス教室といって、不登校の

子たちのそういう集まるところが、前の石和の警察署のところにありますので、そちらのほう

へ行って、そこへ行きますと学校へ出席したということになりますので、授業日数、出席日数

が入りますので、そういう形で取り組んでおります。また今、そういう子たちがどのくらいい

るか、学校のほうでどういう対応をしているかということにつきましては、またこれから調べ

て、議員のお話のようにそれなりの対応をさせていただきたいと思っております。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 関連質問を続けます。 
 （ な し ） 
 関連質問を終わります。 
 一般質問を続けます。 
 １６番、大久保俊雄君。 

〇１６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。 
 国も地方もいよいよ新年度を迎える中で、財政難、貿易赤字、人口の減少、ユーロ危機と日

本経済、地方経済を取り巻く環境は非常に暗くなっております。新年度を控え国政も手詰まり

で、世相を端的に１７文字で表しますと「いと寒し 大風呂敷に 二枚板」といったところで

しょうか。もはや頼りにならないと嘆くよりも、こういう時だからこそ地域経済活性化のため

に笛吹市もフロンティアスピリット、開拓者精神で希望を持って新年度に臨みたいものであり

ます。 
 さて質問に入りますが、山梨県において昨年１２月２２日に公布され、即日施行されたおも

てなし観光振興条例を受けた本市の具体的取り組みについて、伺います。 
 条例制定に至った経緯は、県は申すまでもなく東京圏域に隣接する地域でありながら、富士

山をはじめとする山々、桃、ブドウ等の果樹、ワイン、ジュエリー等、全国に誇る特産物、各
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地での伝統的な祭りがあまりにも身近であるために、十分にその魅力や価値に気が付いている

とは言えない。これらの魅力や価値を再認識することにより生まれる誇りや愛着に基づくおも

てなしを県民総参加により推進し、住んでよかった、訪れてよかったと活力に満ちた地域社会

の実現を目指すことを決意し、制定されたものであります。 
 全１５条からなり、第１条で目的と定義。第３条で基本理念。第４条から８条で県、県民、

市町村および観光関係団体、国や教育機関の責務と役割。第９条から１２条で観光振興のため

の施策の方策が謳われております。 
 たしかにおもてなしとは何か、定義が漠然としており、人によりおもてなしが余計なお世話

であったり、おもてなしを人に押し付けるな、行政が主導するものなのかという意見もありま

しょう。しかし先日、山梨県で２月１日から７日まで実施されたおもてなし推進週間県民大会

におきまして、各種開催されたセミナーの中で石川県和倉温泉、プロが選ぶ日本のホテル・旅

館百選において、３１年連続総合１位に選ばれた加賀屋で４２年客室を担当し、今では客室係

教育担当で後進の指導にあたっておる、また２００５年に地域観光振興の模範的功績により、

ほっと石川観光マイスターに認定され、２００９年には観光庁長官賞受賞の岩間恵子氏の講演

会がありました。 
 氏いわく、おもてなしに関し、マニュアルは誰にでもできる。プラスアルファである、さり

げないサービスが肝心。地域や会社を好きになり誇りを持つこと。一生懸命頑張れば、お客さ

まも会社も見ているというお話が非常に印象的でありました。 
 条例制定が究極の目的ではなく、条例制定を機に地域住民と来訪者とで魅力を探し続けるこ

との重要性を再認識すること。これは観光立県山梨県だけではなく、観光立市である笛吹市に

おいても単に県の受け皿という位置づけではなく、県をも凌駕する、凌ぐ地域の活性化の好機

と捉え、具体的施策に結びつける必要がありましょう。 
 そこで以下、本市の取り組み、見解についてお伺いいたします。 
 地域住民総意のおもてなしの重要性に対し、市の認識はいかがでしょうか。 
 県の条例制定に対応した、市の新年度に向けた施策展開について説明を願います。 
 さらに行政主導で始まった動きを契機としまして、まずは観光団体や一人ひとりがおもてな

しについて考える機運が広がりつつあり、例えば先月１３日には県内のホテル、旅館の約８０軒

の女将でつくる山梨県女将の会がおもてなしの推進を宣言いたしました。今後も盛んになるで

あろう、これらの活動に対し具体策・支援策・連携策について、いかがお考えでしょうか。 
 さらに観光立市笛吹市でも総合計画や観光振興アクションプランを策定・遂行する中で、さ

らにより強い決意と意識の発露として、観光基本条例制定や産業観光部おもてなし課を創設す

るなどと、いろいろな取り組みをされることを提言いたしますが、いかがお考えでしょうか。 
 最後におもてなしを推進していくべき行政職員が、市民第一主義の視点で職務を遂行する中

で、市民が何を求め要望しているのか、真摯な姿勢で取り組む、いわばおもてなし感覚もさら

に必要と思われますが、どのように職員教育をされているのかお伺いし、１問目の質問といた

します。 
〇議長（小林始君） 

 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、豊角産業観光部長。 
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〇産業観光部長（豊角英人君） 
 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、地域住民総意のおもてなしの重要性に対する市の認識はについて、お答えいたし

ます。 
 笛吹市の観光は観光業に従事する人だけでなく、市民の皆さまが誠意を持ってお客さまを温

かくお迎えすることからはじまると考えます。このため、観光案内ガイドの育成や誰でもが笛

吹市の魅力を伝えることができる資料整備など、お客さまをお迎えする環境づくりに努めてま

いります。 
 次に県の施策に対応した具体的施策の展開について、お答えいたします。 
 県ではおもてなし条例の中で都市農村交流、外国人旅行者の来訪の促進、宣伝情報提供等を

観光振興施策と定めております。本市におきましても同様の考えのもと、観光振興アクション

プランに基づき、さらに具体的な笛吹市の風景作り、笛吹を楽しむ多様なプランの提案、あら

ゆる人に応える情報の提供、温かくお迎えする人づくり、各種イベントの開催等に取り組んで

まいります。 
 次に民間各種団体で高まっている、おもてなし推進に対する具体的な支援策・連携策につい

て、お答えいたします。 
 観光客をお迎えする民間各種団体の事業は商工会や観光協会、農業関係者等が中心になって

行う事業から、一般の民家の軒先に観光客をお迎えし、丹精込めて作ったお花を見ていただく

イベント等、さまざまな形で展開していただいております。 
 本市におきましても、協働で参画できることには積極的に関わり、また情報の収集を行い、

早い時点での宣伝活動や情報の発信、誘客業務の推進活動を通して、盛り上げてまいりたいと

考えております。 
 次に条例制定に向けた市の取り組みはについて、お答えいたします。 
 本市では一昨年、観光の基本構想として観光振興ビジョンを、昨年は構想をもとに具体的施

策を示した観光振興アクションプランを策定いたしました。このプランは行政主導のプランと

異なり、観光関係団体や民間の皆さま、さらには大学生にも加っていただき、自分たちにでき

る事柄が何かを確認し合いつくり上げた、まさに市民総参加の観光振興具体策であります。こ

のため、現段階ではこのプランに基づく観光施策を実施し、毎年、定めた目標数値の検証を行

い、施策に反映させていくことが有効的方策であると考えております。 
 次に市民に対する行政施策全般にわたり、おもてなし感覚がさらに必要であるが具体的取り

組みはについて、お答えいたします。 
 おもてなしの心を大切にし、あらゆる施策の推進に反映させる第一歩は、職員一人ひとりが

真心を持った住民サービスに心掛けることが重要と考えております。このため、本市におきま

しては、職員全員が常に市民第一主義の考えを念頭に置き、接遇マニュアルなどを活用する中

で、お客さまに対する接遇力の向上に努めております。 
 また今後、市の事務組織を見直す中で市民に対し、効率的かつ効果的な窓口サービスが提供

できるような体制づくりについても検討し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（小林始君） 
 再質問。 
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 大久保俊雄君。 
〇１６番議員（大久保俊雄君） 

 今の県の条例を受けまして、市町村もそれに対応した地域要望ですとか問題点を把握した中

で問題提起、地域発展につなげなければ絵に描いた餅に終わるという観点から、条例に移行し

た考えを伺いますが、まず条例４条の３に県の責務において市町村と連携を図り、市町村の行

う観光の振興に関する施策について必要な支援を行い、市町村からの求めに応じ、広域的な見

地から調整を行うとありますけども、市として今後どのようなことを求めていくつもりでしょ

うか、お伺いいたします。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、豊角産業観光部長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 県の条例の中に、県の責務として今、ご質問があったとおりのことが謳われてございます。

この中では、県との広域的な連携を図るということになりますが、当然ながら富士山等が代表

的なものになろうかと思いますが、世界遺産登録に向けての動きは、これは県全域で行ってい

くという考えのもとに行っています。また、私どもにとっては甲府市、甲州市、それから山梨

市、笛吹市が入った４市の連携の中で、広域的な観光取り組みについても進めておるところで

あります。具体的には甲府の信玄公祭りと川中島合戦、あるいは甲州市の武田公にまつわるイ

ベント等の関連、広域的な関連、秋の紅葉見学についても広域的な関連の中での施策、こういっ

たものを進めてまいりたいということで、県のほうについても広域連携については、積極的な

取り組みについて、ご協力いただくような取り組みを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（小林始君） 
 大久保俊雄君。 

〇１６番議員（大久保俊雄君） 
 その次に条例３条の６で、ユニバーサルデザインの観点から年齢、性別、国籍、障害の有無

にかかわらず、いろいろな施設の設計整備、安全・安心な旅行ができるよう推進するという項

目がありますが、市の現状と各種団体の要望実現に向けて、どう連携をとられるのかお伺いし

ます。 
〇議長（小林始君） 

 豊角産業観光部長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 観光の振興についてのユニバーサルデザイン、どういった方でも皆さんが使いやすく、来客

いただいたときに、おもてなしのできる体制づくりということになるかと思いますが、私ども

の観光振興アクションプランの中の方針的なものからいいますと、方針の４の中で、あらゆる

人に対応したユニバーサルな情報提供ということで、ユニバーサルデザインの推進を図ってお

ります。これについては、健常者はもちろんのこと老人や子ども、社会的弱者あるいは外国人

の観光客についてもやさしい観光地の形成を目指すという、こういった基本的な観点のもとに

進めております。こういった内容では、地元のコア情報、Ｂ級グルメ等々がございますが、コ

アの情報の提供、あるいはフィルムコミッション等を通じる中での笛吹の魅力のＰＲ、あるい

は各種の観光のパンフレット等の統廃合による整備による見やすいご案内ができるような、こ
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ういったことでのユニバーサル的な推進を考えております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 大久保俊雄君。 

〇１６番議員（大久保俊雄君） 
 ユニバーサルデザインに関しましては、やはり笛吹市のいろんな観光とか高齢者、温泉病院

がある中で、やはりプラスアルファの部分が必要だということが思われるわけですけども、再

三、質問させていただきますけども、石和の駅のエレベーター、こういったものをやはり、ユ

ニバーサルデザインに関しては、エレベーターがあれば、エスカレーターの設置に関してです

ね、エレベーターが設置されれば問題ないにしろ、プラスアルファの部分で必要であるという

ことと、建設委員会でも非常にほとんどの方がエスカレーターは必要であるということで、逆

にまたそういった不満がどんどんエスカレートしている状況で、エスカレーターを設置するこ

とがやはり、そういった地域要望を解消することになると思います。われわれも一生懸命努力

はしますけども、市として今後どういう部分、そのへんの要望を反映させていくのか。段取り、

またお考えがあれば、ぜひお伺いしたいんですけど、よろしくお願いします。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、荻野市長。 
〇市長（荻野正直君） 

 石和駅のエスカレーターにつきましては大変、議員もご案内のとおり、石和駅の利用状況等

が、いわゆるＪＲの基準から大きく離れているというところに大きな課題があるわけでありま

す。これに関しまして、国のほうへも今、働きかけをしているわけでありますけども、近々に

ＪＲ本社のほうに行って、もう一度説明をしたいというふうに思っております。しかし、やは

りこの基準をクリアができないということは、笛吹市の持ち物であるならば、これはできるわ

けでありますけども、市の管轄エリア外になってしまいますから、いわゆるラッチ内という言

葉を使っておりますけども、やはりこのへんが一番大きな課題になります。したがって、南口

につきましては１基付けるという方向性を出しているところであります。 
〇議長（小林始君） 

 大久保俊雄君。 
〇１６番議員（大久保俊雄君） 

 エスカレーターに関しては、また鋭意努力をお願いしたいということと、次に条例９条に接

遇の向上を図るための研修会等の機会を提供とありますけれど、やはり市独自でもいろいろ駅

へ下りた方、また病院に来られた方ということで、いろんなコストをかけなくて、市のイメー

ジアップには、いろんな団体の研修のフォローアップということで、先ほど民間団体が推進す

べきという話もありましたけども、市独自で旗を振る、また先導してイニシアティブをとりな

がら働きかけていく必要があると思いますが、具体策に関していかがでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、豊角産業観光部長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 ご質問でおっしゃられたとおり、石和の駅から降りていただいた方、まず真っ先に出会うの

は駅員さんかと思います。そういったことから踏まえた中で、笑顔での接客、おもてなしとい
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うところについては、それが笛吹のいいイメージにもつながるものと思っております。当然な

がら、旅館についても同じことが言えると思います。また、公共の交通機関を使った中でも運

転手さんの接遇については、同じことが言えるかと思います。そういったことで、観光関係に

関して言えば、観光関係の関連諸団体との話し合いを持つ中で、積極的なおもてなしの心につ

いての取り組みについて、進めてまいりたいと思っています。 
 なお、先ほどの質問にもあったわけなんですが、私もインターネットを見る中で泊まってよ

かったというような旅館やなんかのアンケートを見ますと、食べ物、お風呂等もありますが、

やはり一番は仲居さんの接客がよかったというものが一番上位にランクされていることから、

旅館等の関係につきましても、そのへんの提案をする中で、さらなるおもてなしの接客につい

ての取り組みを進めてまいるようにお願いを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（小林始君） 
 大久保俊雄君。 

〇１６番議員（大久保俊雄君） 
 接客、これは一番重要ですし、私どもも日ごろからいろんな面で市民の方とか、いろんな団

体が取り組まなければならないということで、また今後もぜひ、われわれも頑張っていかなけ

ればならないという認識は持っております。 
 それと職員のおもてなし感覚ということで、やはりいろんな観光も踏まえて、いろんな施策

全般で市民の皆さんからよく言われることで、最近また、一時に比べれば対応が変わってきた

という中で、あいさつが若い世代の方ができていないということで、目が合っても下を向くと

か、いろんな企業のサービス業ではないにしても、やはり市民に対する対応、こちらが非常に

基本だと思いますけども、ここらへんの向上策というのは、ワンストップサービスから当然、

年齢を踏まえて、例えば市の仕事というのは、法律とか条例に則って仕事する以前の問題で、

そこらへんの市民対応に関して根本的な策は、対応してほしいわけですけども、いかがでしょ

うか。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、山下総務部長。 
〇総務部長（山下真弥君） 

 職員のあいさつ等、どのような研修をされるのかという再質問でございます。 
 議員ご指摘のとおり、職員はまず笑顔で対応すると。仕事をする前に笑顔というのは大切と

いうふうに考えております。 
 質問の中でもお答えしているとおり、職員には接遇マニュアルというものがございまして、

全職員に配布をして朝の朝礼の中で、その接遇マニュアルを読み合わせ等をしております。ま

た特に窓口対応の部署におきましては、朝礼の中でそのへんを確認しながら毎日対応している

ところでございます。 
 議員のご指摘のとおり、一部の中に笑顔がないとか、あいさつが少ないとかというご指摘が

ありました。さらにこのへんをチェックさせていただいて、さらなる市民への対応、笑顔であ

いさつができる対応を目指して職員教育に励んでいきたいと思っております。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 
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〇議長（小林始君） 
 大久保俊雄君。 

〇１６番議員（大久保俊雄君） 
 それでは、２問目の質問をさせていただきます。 
 東日本大震災の発生からまもなく１年、一刻も早い復興と亡くなられた方々のご冥福をお祈

りしますが、被災地の復興には息の長い取り組みと支援連携が不可欠であることは言うまでも

ありません。発災直後から国をはじめ自衛隊、警察、消防、広域緊急援助隊や各自治体などの

緊急対応組織が復旧・復興に赴き、ボランティア、民間企業も続々と現地に入り、絶大な働き

をしました。さらに発災以降、自治体の区域を超えた広域連携は市町村レベル、都道府県レベ

ルまで多様な形で取り組まれておりますし、その必要性は各地域で従来から認識されてきまし

た。 
 しかし、これまで意識されてきた課題、枠組みとは異なる性格の課題が浮かび上がり、新た

な連携が考察され、災害後ではなく平常時より災害対策の物的・人的制度的な体制の整備、訓

練が重要性を帯びてきました。 
 一方で連携の規模も市町村、都道府県間、自治体間を超えた広域連携が考えられる中で、総

務省も発災直後から全国自治会市町村会と連携し、被災自治体からの人的支援の要望を受け、

これにより職員を派遣する制度をつくる一方で、１対１、１対他での相互応援協定、姉妹都市、

友好都市協定に基づいた派遣や被災地ニーズの把握により、多様な相互連携によって支援が行

われました。笛吹市でも福島県南相馬市から約１，４００人を受け入れたほか、支援金、義援

金、物的支援をする中で今日に至り、大きな絆が築かれたようであります。 
 また自治体間連携を活性化させることで、行政のみならず当該自治体の住民、商工会やＪＡ、

観光協会といった関連団体、企業、ＮＰＯ、ボランティア団体などによる総合的な支援もしや

すくなりますし、被災の際にも支援・応援には必要な業務の総量の把握も、国や県を介すより

も特定の自治体間だけであればタイムリーになされ、住民同士の交流が始まれば、より効率的

な支援が可能となるのではないでしょうか。そして平常時においては観光特産品の販売、農業

体験、子どもたちの修学旅行や体験交流など、自治体連携がコミュニティレベルでの互恵的な

地域活性化にもつながるのではないでしょうか。 
 そこでいくつか伺いますが、笛吹市の災害時相互応援協定の締結内容の現状と、災害発生時

に円滑に稼動するための具体的取り組みと課題は、どこにあるのでしょうか。 
 また県内都市をはじめ、県外協定都市も災害協定のほかに先ほど述べたような、観光特産品

の販売、体験交流など互恵的な地域交流や活性化も今後必要になるように思われますが、具体

的施策について、お聞かせください。 
 さらに平成の大合併がひと段落したところで、広域行政も一部事務組合や協議会による共同

処理を超えて、行政能力の強化に至らない自治体施策に関しては、例えば果実と温泉を融合し

た地域振興策をはじめ、福祉・教育・医療といった市民生活の充足には近隣市町村とのさらな

る広域連携が不可欠であると考えますが、市の見解と今後の具体策と課題をお伺いし、２問目

の質問といたします。お願いします。 
〇議長（小林始君） 

 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、豊角産業観光部長。 
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〇産業観光部長（豊角英人君） 
 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、災害時相互応援協定を結んでいる自治体との協定の主な内容、具体的取り組みと

課題はについてでございますが、これまでに県外では平成１９年の千葉県館山市、平成２０年

に新潟県胎内市、先立っての２月１５日には千葉県一宮町と協定を締結しております。県内で

は県下の１３市間で協定を締結するとともに、富士河口湖町と災害時相互応援協定を結んでお

ります。 
 その主な内容は食料ほか生活必需品、救出、救援、医療、防疫をはじめ復旧活動に必要な物

資などの提供、職員派遣、資材、車両の提供、被災者の一時受け入れ、災害ボランティアの斡

旋などでございます。また、必要な時期に必要なものを円滑に提供できるように、相互の連絡

方法や手続きを定めております。 
 今後につきましては、同一災害で被害を受けない地域との連携を考慮に入れながら、ネット

ワークを生かした相互応援体制づくりも検討してまいりたいと考えております。 
 次に県外協定都市との農業体験、特産物の販売、観光等、具体的な地域交流活性化策につい

てお答えいたします。 
 県外協定都市であります千葉県館山市や新潟県胎内市とは、特産物販売交流やブドウ狩り体

験などの農業体験交流を行っております。今後さらに内容検討を行う中で、友好的な交流活性

施策の展開を図ってまいります。 
 次に果実と温泉を融合した地域振興策および市民活動充足のための、近隣市町村との広域連

携の具体策と課題はについて、お答えいたします。 
 これからの観光事業施策を展開していくためには、市の特徴的な観光資源を広くアピールし

ていくことも大切でありますが、近隣市町村との連携事業は、観光客をさらに誘客するため、

必要不可欠なものでございます。すでに近隣４市と連帯しての、エキスカーション事業や都内

合同説明会などを開催し、大きな成果を得ております。 
 今後は共同商品の開発や合同観光マップの作成なども視野に入れ、市の枠を超えた広域的観

光活動や互いの資源を有効的に利用する施策の展開を図ってまいります。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 再質問。 
 大久保俊雄君。 

〇１６番議員（大久保俊雄君） 
 今の協定都市ということで、館山ですか、また胎内市、一宮もつい先日ということで、旧石

和からも館山なんかはそういったものも踏まえて、例えば神輿とか、今でも民間レベルでも付

き合いが進んでいる。また一宮町も柔道、剣道で交流が続いているということで、災害協定以

外に具体的にこの文言を並べた中の協定書が交わされているのかどうかというのを、もう一度

確認と、そこらへんをいかがでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、池田経営政策部長。 
〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 災害協定以外に文言を取り交わしたものがあるかというお話でございますけども、笛吹市の
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誕生前からのお付き合いをこれまで、引き続き行っていくという状況であります。 
〇議長（小林始君） 

 大久保俊雄君。 
〇１６番議員（大久保俊雄君） 

 また今後もいろいろ考える中で、例えば先日、市長から話がありましたように、鵜飼いに関

して鵜飼いサミットでの１２市、こちらは年１回は交流をしているという中で、来年の国民文

化祭にも本市も独自で石和鵜飼いも考えるということで、鵜飼いサミットの実態とさらなる交

流について、具体的にお考えがあればお伺いしたいわけですけど、お願いします。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、荻野市長。 
〇市長（荻野正直君） 

 鵜飼いサミットは１３市が、実はサミットに加入しておりまして、過日の東日本大震災にお

きましても、日立市の十王町がそれにあたりまして、ここでも被害が出ました。いち早く、こ

ちらのほうにも連絡をさせていただいて、救援物資１台を送らせていただいた経過があります。

そのことを踏まえまして、関係首長さんとすべてではありませんけども、今、私が直接お話し

してあるだけでも６市、話はしてございまして、今年度のサミットの中で、できればこの１３市

で災害協定を結べたらという形で、今、話を進めているところでございます。 
〇議長（小林始君） 

 大久保俊雄君。 
〇１６番議員（大久保俊雄君） 

 長良川なんか、これは鵜飼いでも接点がありますし、近くには、この長良川には温泉地もあ

りますし、健康増進のための温泉サミットなどと広めていけば、余計この不景気の中、楽しい

アイデアが浮かぶ中で、行政サイドが主導ではなくて、例えば観光協会ですとか、いろんな市

の関係団体、今、働きかける必要もありますけども、またそこらへんの推進に対する市のお考

えをお伺いしたいんですけども。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、豊角産業観光部長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 観光関係団体との積極的な事業展開を図る中で、広域的な、また協定等も踏まえる中で観光

に結びつくようなメリットを考える中で進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（小林始君） 
 大久保俊雄君。 

〇１６番議員（大久保俊雄君） 
 先ほど、例えば観光連携、広域連携に関しても４市、甲府市、笛吹市、甲州市、山梨市とい

うことで、観光連携担当者会議を定期的に開催し、旅行雑誌等の記者と交流、笛吹でやったり

東京でやったりという形がとられていますけども、具体的な郷土商品の開発に結び付く具体策

といいましょうか、開くだけではなくて、その旅行業者の意見をどのように集約して、施策実

現に結び付けていくのか、そういった方策があればお願いしたいですけれど。 
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〇議長（小林始君） 
 豊角産業観光部長。 

〇産業観光部長（豊角英人君） 
 近隣４市との合同の観光説明会、先だって東京で行ったわけなんですが、今まで石和におい

でいただいたということで、今回はじめて東京に出向いての合同説明会を開催したところです。

それぞれアンケートを取った中ですが、東京に出向いてきてくれて、非常におおぜいの方が参

加しやすかったという。また今後の４市のいろんな観光プラン、観光宣伝をしたわけなんです

が、それについてももっとこの部分をというような要望もございましたので、そういったアン

ケート結果を踏まえた中で、さらなる共同の商品の開発、あるいは観光マップについても、広

域的な観光マップづくりの中で、この４市の中でもってお客さまが一番受け入れ可能なのは笛

吹市の石和温泉が一番、誘客、お泊りいただくには可能な施設を持っているということで、広

域的な観光を図る中でお泊りは石和温泉に泊まっていただく。こういったようなことを県とも

交える中で、峡東４市でもって連携を図っていき、さらなる誘客に結び付けていきたいと、こ

んなふうに考えています。 
 以上になります。 

〇議長（小林始君） 
 大久保俊雄君。 

〇１６番議員（大久保俊雄君） 
 広域連携というのは、観光のほかにいろいろな諸施策、市民生活の向上という中で、例えば

介護サービスの充実に関しましても、現時点では笛吹市、山梨市、甲州市で構成されている地

域包括センター広域連携会議で、サービスの向上や利用状況の情報交換も行っておりますし、

先ほど話をしましたように、児童福祉法や障害者総合福祉法に対応するには市の支援の充実の

ほかに近隣自治体との事業所ですとか行政サイドの連携も必要になるわけで、当然、桃の花で

すとか、ワインもこれも大事でしょうか、市の各種施策全般における今後の広域連携の重要性

というものをどのように取り組まれ、また具体的な施策につなげていくのかお聞かせください。

最後にお願いします。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、池田経営政策部長。 
〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 これから地域主権、どのように展開されていくか分かりませんけども、いずれにいたしまし

ても、一自治体だけでは対応が不可能な施策、課題等々も出てくるのではないかと。観光振興

もそうでございますけども、いろんな面で広域連携は意識しながら行政を進めていく必要があ

るというふうに現時点では考えています。 
〇議長（小林始君） 

 大久保俊雄君。 
〇１６番議員（大久保俊雄君） 

 以上で、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 
〇議長（小林始君） 

 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。 



 １４０ 

 志村直毅君。 
〇２番議員（志村直毅君） 

 では大久保議員の一般質問、それぞれ１点ずつ関連質問をさせていただきます。 
 まず、おもてなしについてですけれども、旅行の際に参考にするものとして、インターネッ

トを利用される方が、特に県外のお客さまに至っては３割以上の方が現在では利用される方が

多いということの中で笛吹観光ナビについては整備を進めていっていただいて、感謝している

ところです。 
 そういう中で何を求めて山梨に、また笛吹市にお客さまが来ていただいているのかというと

ころ、これは十分把握をされていただいておるのかなと思うんですけども、誘客、集客、県内

客と県外のお客さまの観光の目的の違い、このへんのところをどのように考えていられるかと

いうところをちょっとお聞かせいただきたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、豊角産業観光部長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 お客さまが観光地に出向く際にいろんな情報を得る中で、目的地を定めてくると思います。

その中で私どもは観光宣伝の中で雑誌、新聞あるいはＪＲ等を使った中での印刷物等の配布、

それから観光業者にあたっての誘客宣伝等も行っておりますが、やはり昨今インターネット利

用が増えております。笛吹市もふえふき観光ナビを昨年１２月に立ち上げたわけなんですが、

これについては、こと細かい旬の情報が掲載できるようになっております。１２月ということ

で、まだ日が浅いものですから、中身的にはまだまだ物足りないような雰囲気もございますが、

先だってもこの利用説明会を開催する中で、多くの旅館業の方にもおいでいただく中で、今後

の活用について、さらなる情報提供がパワーアップできるような取り組みというようなことで、

これからのお客さまの目的に沿った目新しい情報が発信できるような取り組みを進めてまいり

たいと考えております。 
 以上になります。 

〇議長（小林始君） 
 志村直毅君。 

〇２番議員（志村直毅君） 
 インターネット活用という点では、従来からご提案申し上げている、インターネットの中で

もツイッターですとかフェイスブックというようなものも最近は利用されていますが、そういっ

た情報発信とともにフィードバックをいただいて、どんなニーズがあるのかということを都度

把握していくということは、非常に重要なんではないかなと思います。おもてなしをするにし

ても、どんなことを求めているのかということに対応するおもてなしということになろうかと

思います。県のほうでも毎年、そういった調査結果を公表していただいていますが、県内客と

県外客で大きく旅行の目的として異なっているという点が、やはり温泉を楽しむ。そして自然

を楽しむ。行楽それから名所旧跡、歴史を訪れると。さらに郷土料理を楽しむ。収穫体験をす

ると。こういったようなことは、県外客のお客さまのほうがニーズとして高いわけですから、

そういったことに対応する形で、また企画提案、何をミックスしていけば、こちらでメニュー

として用意ができるのかということも、おもてなしと併せて考えていけるのかなというふうに

思います。 
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 蛇足ですけども、なかなか大久保議員が言いにくいところかもしれませんが、峡東地域はお

客さまからタクシーについての満足度が非常に高いという評価をいただいています。こういう

ところでも、やはり笛吹市あるいは山梨市、甲州市というこの峡東圏域の観光の意味でもおも

てなしのグレードアップを随時図っていっていただけたらなというふうに思っております。こ

の点について、再度ご見解をいただければありがたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 豊角産業観光部長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 たしかに観光客を訪れていただいた方については、楽しむ目的として、まず温泉もございま

しょう。それから景色を、自然を楽しむこともございましょう。それから当然ながら料理等に

ついてもあります。そういったことについては、われわれ、そのツイッター等でもって情報を

いち早く入れることで、実際にお客さまが望むもの、よかったものというものの把握を努めた

いと思っております。 
 ただ、このツイッターについては民間のほうで主導的に行ってもらうような体制づくりは進

めていきたいと思っております。また民間のほうではツイッターではございませんが、各旅館

の部屋のほうにアンケート等も置いておりますので、希望なされる点、またよかった点のアン

ケートもありますので、こういったものについても、さらに旅館等でお客さまの声がつぶさに

聞けるような体制づくり、これについても取り組んでもらいたいと考えております。 
 また、先ほどから申しておりますとおり、おもてなしの心については、そこの旅館のみなら

ず、すべてのお客さまに対する市民の基本的な心の持ち方だと思いますので、このへんについ

ても広く、市民の皆さまに理解を求める中で、笛吹、よかったなというイメージを持っていた

だけるような取り組み、また積極的に進めてまいりたいと考えています。 
 以上になります。 

〇議長（小林始君） 
 志村直毅君。 

〇２番議員（志村直毅君） 
 おっしゃるとおり、前向きなご答弁をいただいて感謝しています。リピートされるお客さま、

１回、２回、３回と山梨を訪れる方が多いわけですけども、初めて訪れるという方と同じくら

い、４回以上訪れているという結果もあります。やはり何度でも足を運びたい。あるいはまた

宿泊もしていただきたい。そういうお客さまをお迎えできるように、私たちもおもてなしをしっ

かりしていきたいなと感じています。 
 ２問目のほうの部分で関連質問１点させていただきますが、昨年、笛吹市と国交省関東地方

整備局のほうで協定を締結されたということがございますけども、この点について、やや内容

を、この場でどういったものがあるのかということをご紹介、説明をしていただければありが

たいです。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、佐藤建設部長。 
〇建設部長（佐藤貞雄君） 

 大変、勉強不足で申し訳ありません。ちょっと確認をさせていただきます。 
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〇議長（小林始君） 
 志村直毅君。 

〇２番議員（志村直毅君） 
 私のほうで言葉足らずで申し訳ありません。災害時、水害等が発生した場合、国土交通省の

関東地方整備局という、全国に８エリアぐらい、エリアで地方整備局というのがございますが、

そちらと笛吹市のほうで、昨年ですからまだ実際に、それを活用してどうということはないの

かも知れませんが、災害時の応援というか連携、そういった連携協定を締結していただいたと

いうこともありますし、それから水害時の際に国土交通省のほうから、例えば河川の増水に対

応した形で排水ポンプ車両を派遣していただいたりとか、そういったふうなイメージでされて

いるものがあると思われますので、またぜひ、そういったものも広報周知していただければと

思います。よろしくお願いします。 
〇議長（小林始君） 

 佐藤建設部長。 
〇建設部長（佐藤貞雄君） 

 それについては再確認をいたしまして、市民への周知徹底を図ってまいりたいと考えており

ます。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 関連質問を続けます。 
 （ な し ） 
 関連質問を終わります。 
 暫時休憩といたします。 
 再開は１時３０分といたします。 

休憩  午前１１時４７分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 １時２９分 
〇議長（小林始君） 

 再開いたします。 
 一般質問を続けます。 
 ８番、亀山和子君。 

〇８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。 
 最初に市の住宅政策について、伺います。 
 低家賃で良質の公営住宅を市民に提供することは、自治体の大事な役割の１つでありますけ

ども、全国的にはそうした公営住宅が減少傾向にあり、笛吹市も例外ではありません。雇用促

進住宅を購入して定住促進住宅となりましたけれども、低家賃の市営住宅は合併時の３４９戸

から１８戸減少しまして、３３１戸となっている状況であります。 
 以下、４点にわたって質問いたします。 
 １つ目は市の住宅マスタープランによりますと、笛吹市の公営住宅は住宅総数のわずか１．

６％でありまして、県内の１３市の中で１３位と最も低く、県内平均の５．１％からもほど遠
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い現状にあります。市民が低家賃で入れる公営住宅が圧倒的に少ないというのは明らかであり

ます。せめても県内平均の５．１％まで増やすことを求めます。 
 ２つ目として、公営住宅法施行令によりますと公営住宅の耐用年数は木造で３０年、簡易耐

火建築で４５年、耐火建築７０年となっております。市の公営住宅のうち１３０戸、３８％が

すでに耐用年数を過ぎております。住んでいる人の安全を第一に考えれば、早急に建て替える

べきと考えますが、見解を求めます。 
 ３つ目として、人口減少が進むもとで若い世帯が定住することは地域活性化や人口増に欠か

せない条件であります。住宅政策における若者定住促進の政策の充実、拡充を求めるものです。

戸籍住民課で調査してもらいましたが、２２年度１年間の市内への転入は２，３７１人であり

まして、うち１６歳から４５歳までの若者は１，４８４人、率にしますと６３％でありました。

転出は２，１５２人、うち１６歳から４５歳までは１，４１８人で率にしますと６６％であり

ます。割合では、転出する若者世代が若干多いということです。転出の理由はさまざまであり

ますけども、住宅政策としての若者定住促進対策を求めたいと思います。 
 ４つ目として、中・高年齢単身者の住宅確保についてであります。少ない年金で高い家賃の

民間住宅で生活せざるを得ない高齢者もおおぜいおります。しかし、単身で入居できる市営住

宅は圧倒的に少ないのが現状です。対策を求めて、１問目の質問を終わります。 
〇議長（小林始君） 

 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、佐藤建設部長。 

〇建設部長（佐藤貞雄君） 
 亀山和子議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに、笛吹市公営住宅の住宅総数１．６％を県平均の５．１％まで増やすことを求める

が所見はについてでありますが、平成２２年度に策定いたしました住宅マスタープランの調査

資料では、市内の住宅数２万５，３００戸に対し持家率７１．４％、民間借家率２２．１％と

いずれも県平均を上回っているところでありますが、一方、本市の特徴は民間住宅の戸数が多

いこともあり、公営住宅借家率が低い水準であることも事実でございます。 
 今後は民間住宅の空き家率が高いことも踏まえ、官民が連携した住宅政策を住宅マスタープ

ランおよび市営住宅長寿命化計画に基づき、進めてまいります。 
 次に古い市営住宅の建て替えは、安全面や快適な住環境を保障するためにも早急に行うべき

と考えるがどうかについて、お答えいたします。 
 市営住宅の建物構造につきましては鉄筋コンクリート造り、コンクリートブロック造り、木

造等があります。特に古い木造の建物は市内１０カ所ほどあり、大半が高齢の方々が長い間、

入居されております。古い住宅の建て替えを検討する場合、入居者の移転先、地域性、建物の

規模、家賃等諸々の課題を解消しなければなりません。市営住宅長寿命化計画を進めながら、

並行して建て替え計画を検討していかなければならないと考えております。 
 次に若い世帯が低家賃で住めるように若者定住促進の政策の充実と拡充を求めるについて、

お答えいたします。 
 現在、芦川地内に若者定住促進住宅８戸、８戸すべて入居済みでございますけど、管理して

おります。この住宅の趣旨は若者世代の定住と、住居環境が良好な住宅を供給することを目的

としております。平成２３年度より運用開始した八代定住促進住宅６０戸と併せ、若者世代の
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市営住宅の需要、地域性等を踏まえた中で研究してまいりたいと考えております。 
 次に中・高年齢単身者の住宅政策はについて、お答えいたします。 
 市内３カ所に入居可能な住宅を管理しており、市営住宅条例の入居者の資格で６０歳以上の

単身者につきましては、一定要件を満たせば入居できることとしております。高齢化が進む中、

関係部局とも協議しながら、高齢者用の住宅の確保に向け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（小林始君） 
 再質問。 
 亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 最初の１問目の市営住宅をぜひ増やしてほしいということに関連して、再質問いたします。 
 私は、市営住宅をぜひ増やしてほしいというふうに質問いたしました。答弁では公営住宅の

比率が低いという事実を認めながらも、増やすのか、現状のままでいくのかということを一切

触れておりませんでした。ぜひ、私は増やしてほしいというふうに思うんですけども、増やし

ていくんでしょうか。それとも現状のままでいくんでしょうか。具体的に答弁をお願いします。 
〇議長（小林始君） 

 佐藤建設部長。 
〇建設部長（佐藤貞雄君） 

 住宅マスタープランおよび、それから市営住宅の長寿命化計画の中で、今後１０年間におけ

る公営住宅管理戸数の目標量の合計を、この計画では７５５戸と推計をしております。この数

字につきましては、市内における県営住宅、それから市営住宅を含めての数字であります。内

訳としましては市営住宅が３３８戸、県営住宅が３３６戸、取得済みの雇用促進住宅６０戸な

どの現有の住宅に対して新規に増加させる必要がある公営住宅戸数として、２１戸を推計して

おります。これが増える分の数字となっております。この計画で推計しました目標戸数をもと

に、民間住宅等の実態も踏まえた中で新規に確保する戸数も検証しながら、今後、具体的に進

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（小林始君） 
 亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 そうしますと２１戸、増えることによって現在の１．６％がどのくらいの率になっていくん

でしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 佐藤建設部長。 
〇建設部長（佐藤貞雄君） 

 ちょっと、そのへんの数字、まだ計算をたたけなくて申し訳ありませんけども、県内平均の

５．１という、その平均の数字には若干、満たない数字だと思いますけども、先ほど言いまし

たとおり、笛吹市内の特徴としましては、民間のアパートがかなり多く存在しておりますので、

こういった住宅等も踏まえた中で検討していくということになりますので、一概に市営住宅が
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県平均という、そういった判断がなかなか難しいところがありますけども、先ほど言いました

とおり市内の民間アパート、こういったものも考慮した中で、当然、計画等を検討してまいり

たいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 さっきの答弁で官民連携で進めていく、今の答弁でも民間住宅の兼ね合いも考えながらとい

いますけども、低家賃で住める住宅をということで私は要求しています。具体的に今の答弁は、

どういうことを指すんでしょうか。民間の住宅を借上住宅として行っていくという、そういう

意味合いのことなんでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 佐藤建設部長。 
〇建設部長（佐藤貞雄君） 

 当然、議員の今、おっしゃるとおり、そういった建て替える際のそういった行き先としての

民間アパートの活用、それからそういったことも含めた中の民間アパートの活用ということで、

市のほうで確保することも含めた中の対応ということで考えております。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 ぜひとも、限りなく５．１％に近づけるような住宅の戸数をお願いしたいと思います。 
 次に老朽住宅の建て替えについて、伺います。 
 計画によりますと、平成３２年に建て替えを予定しているところであります。しかし平成３２年

になりますと、最も古い石和の駅前小売団地は築６８年、それから木造住宅も６５年を経過す

ることになります。これらの住宅は災害時には、倒壊の危険性が高いというふうに計画書でも

指摘しているところですけども、この危険状態のまま、あと８年も放置するという認識でいい

んでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 佐藤建設部長。 
〇建設部長（佐藤貞雄君） 

 今現在、老朽住宅等につきましては、今ご指摘のとおりでありますけども、もろもろのいろ

んな課題等がありまして、これらを解消するため検討を進めて現在に至っております。こういっ

た状況の中で、今、老朽化等が日々進んでいるわけでありますけども、こういった古い住宅の

安全性の確保につきましては、先ほどから申しておりますとおり、今後の建て替え計画を進め

る中で、こういったものの対応について並行して検討してまいりたいと考えております。 
 特に入居者のご意見・要望等を踏まえた中で、そういったもの、もろもろの課題等を解消し

ながら計画の取り組みについて、検討してまいりたいと考えております。 
 以上です。 
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〇議長（小林始君） 
 亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 先ほどの答弁にもありましたように、住んでいる方は高齢者でそこに長い間、住んでいらっ

しゃる。その人たちがやっぱり、建て替えにあたって、どこかに引っ越しをしなければいけな

いということは大変なことだと思います。でもそういう課題を、いかにクリアするかというこ

とは市役所の仕事でありますので、ぜひとも建て替えのことについて、お願いしたいというこ

とと、ぜひとも平成３２年を待たずに早急に建て替えをすべきと考えますが、その点について

もう１回、答弁をお願いします。 
〇議長（小林始君） 

 佐藤建設部長。 
〇建設部長（佐藤貞雄君） 

 たしか計画書のほうでは、目標の終期１０年後のそのときに、ある程度、集中した中で建て

替え等が数字が示されておりますけども、これについては計画の策定段階では、その具体的な

建て替えの年度というのは設定できませんでしたので、今後、計画をする中で年次的な建て替

えの計画等は当然、進めてまいりたいと思いますので、一気に１０年後に一括してやるという

ことではなくて、できるだけ早い時点で計画的に進めてまいりたいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 計画ではすべて、平成３２年になっておりましたので、しかし、できるだけ早くお願いした

いということと、その予定どおり、計画では５６戸、建て替えするということになっておりま

す。この５６戸、建て替えするとなると建設費はどのくらいを予定しているんでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 佐藤建設部長。 
〇建設部長（佐藤貞雄君） 

 まず、計画の中では仮定として設定した住戸について、供用部分も含めた中で１住区当たり

の面積を約５４平方メートルと設定しております。なお、この１平方メートル当たりの金額に

ついては１８万円という数字を設定しておりますので、１部屋、１戸当たりの建設の見込み額

につきましては１千万円弱になりますけども、９７０万円くらいが１戸当たりの建設見込み額

となっておりますので、その金額に５６戸分を掛けたものがそういった住宅建て替えの場合の

費用と考えております。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 早急な建て替えについて、再度お願いしたいと思います。 
 ５つ目に若者の定住促進住宅のことについて、お伺いします。 
 計画では、若者定住促進の策として子育て支援の充実とか、あとそれから情報提供などあり
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ました。でも、それはどこでもやっていることであります。ほかの自治体ではもっと積極的な

策をしているところがあります。例えば民間住宅に入居している若者への家賃の補助とか、そ

れから新築した場合の補助金とか、いろんな対策があるわけですけども、そういう財政的な支

援が考えられないか、お伺いします。 
〇議長（小林始君） 

 佐藤建設部長。 
〇建設部長（佐藤貞雄君） 

 たしか、ご質問のとおり全国的にはそういった、それぞれの地域の実情に合わせた中で、住

宅の財政、かなり厚みのある支援等を行っている、そういった自治体を私も見聞きしておりま

す。笛吹市におきましては、こういったプランの中でも、ある程度、子育て世帯の環境の整備、

それから支援の強化、安心して住むことのできる環境づくりということを当然、挙げておりま

すけれども、笛吹市の魅力をさらに高めていく、こういったことが当然、重要だと認識をして

おります。 
 特に笛吹市としましても、その福祉とか医療とか教育といった、そういったあらゆる分野の

施策等を総合的に判断する中で、住宅に対する支援もその一助であれば、今後、研究をしてい

かなければならないと考えております。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 よろしくお願いします。 
 最後に、八代にあります定住促進住宅のことについて伺います。 
 昨年から入居の募集をしておりますけども、いまだに空きがある状態だということで、入居

率７７％と伺っております。その一方で、低家賃で入れる市営住宅というのは申し込んでも２年

待ち、３年待ちという状態です。このアンバランス。空き家になっている原因はさまざまだろ

うというふうに思いますけども、一律３万６千円の家賃が高すぎるということも原因と考えら

れないでしょうかというふうに思っています。隣の三反田団地、市営住宅ですけども、ほとん

ど同じ間取りで２万円台で入居できる状態です。もう少し家賃を引き下げることができないだ

ろうか、この件についてお願いします。 
〇議長（小林始君） 

 佐藤建設部長。 
〇建設部長（佐藤貞雄君） 

 この八代の定住促進住宅につきましては、雇用促進住宅を買い取ったということで、今まで

入居された方等も半分近くおりましたので、そういったバランス等もありましたので、もろも

ろの中で３万６千円の家賃設定をさせていただいております。今ご指摘のとおり、空き等が若

干あるわけですけれども、これにつきましては今現在の入居者、それから入居を希望している、

こういった方たちを対象にしてそれぞれの実態調査をして、それぞれの声を聞きながら取り組

んでいきたいと思いますけれども、そういった実態調査の中で家賃等の問題も１つの要因とい

うことであれば、そのへんも加味しながら、今後、検討していかなければならないと考えてお

ります。 
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 以上、答弁といたします。 
〇議長（小林始君） 

 亀山和子君。 
〇８番議員（亀山和子君） 

 よろしくお願いします。 
 次に介護保険事業について、伺います。 
 昨年の６月に国会で介護保険法が成立したことを受けまして、４月から新たな介護保険事業

が始まります。２０００年に始まったこの事業は、制度改変のたびに負担増とサービス切り捨

てが繰り返されて、高齢者にとっては保険料値上げか、サービスを我慢するかという選択を常

に迫られてきた１１年間だったと思います。第５期の事業が始まるにあたりまして、以下質問

いたします。 
 １問目であります。第１号被保険者が払う保険料は１１．２％の値上げが予定されておりま

す。高齢者にとっては、大変な負担増になることは明らかであります。値上げを抑制するため

にどのような努力が行われてきたのか、まず伺います。 
 ２つ目として、改定された介護保険法によって要支援１・２の人に給付されるサービスを総

合事業に置き換えていくことが決められました。現在、要支援１・２の人は予防給付としてヘ

ルパーによる家事援助やデイサービスなどを利用することができましたけども、この総合事業

に置き換えますと、その費用は介護給付費の３％という上限が付けられることになります。市

の裁量によって、これからもぜひとも必要なサービスを提供できるように求めたいと思います。 
 ３つ目として、介護認定されても１割の利用料が払えずにやむなくサービスを利用できない。

そして家族介護に頼っている高齢者も少なからずおります。誰でも等しくサービスが受けられ

るように低所得者に対する利用料減免制度の実施を求めたいと思います。 
 ４つ目として、相変わらず特養入所の待機者がおおぜいおります。待機者は減るどころか増

える一方であります。特に介護度の高い高齢者の介護は、家族にとっては大変な負担となって

おりますし、優先入所の認定を受けても入所までは何カ月も待たなければならない状況であり

ます。待機者解消のための施策について、答弁を求めます。 
 ５つ目として、高齢者住まい法が改定されて、介護や健康に不安を抱える高齢者向けに生活

支援、安否確認などのサービスを備えた住宅の建設が推進されます。市の整備方針について伺

います。 
 最後に今回の改定で、定期巡回、随時対応型訪問介護という新しいサービスが導入されます。

しかしこれは１回５分から１５分で、１日で複数回訪問して、夜間は利用者からの連絡に応じ

て随時対応するとしております。しかし家事援助や食事、入浴の介助などは手間も時間もかか

りますし、５分や１０分ではとても提供できるものではありません。新サービスの導入で既存

サービスが制限されることのないよう求めて、質問を終わります。 
〇議長（小林始君） 

 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、中川保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（中川啓次君） 
 亀山和子議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに第５期介護保険料の抑制策についてでありますが、第５期介護保険事業計画では高
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齢化の進展に伴い介護サービス利用者が増加し、居宅系サービスの給付費が必然的に増加する

ことや小規模特養などの整備により、施設系サービスの給付費も増加するものと見込んでおり

ます。 
 さらに介護報酬の平均１．２％の改定や第１号被保険者負担割合の改定などに伴い、必然的

に保険料が上昇することとなりますので、保険料の抑制に向けましては、まず市の介護給付費

準備基金の取り崩しと、第５期に限って財政安定化基金の一部を取り崩すことができるものと

された制度改正によります、県の財政安定化基金交付金を充てております。さらに、被保険者

の負担能力に応じ保険料を賦課する観点から、保険料賦課段階区分を現行の８段階から第５期

では９段階に増やすことにより保険料の上昇を防ぎ、かつ第９段階での保険料負担者を見込む

ことにより、保険料の抑制を図るものとなっております。この結果、県下の平均保険料月額の

伸びが２３．９％の増といわれている中、本市では第４期保険料４，５８２円から１１．２％

増となります、月額５，０９５円の基準額を算定いたしました。 
 次に要支援１および２の対象者に対する介護予防・日常生活支援総合事業の導入について、

お答えいたします。 
 ご承知のとおり、改正介護保険法により新たに創設されたサービス形態でありますが、要支

援者と２次予防事業対象者に対しまして、介護予防や配食・見守り等の生活支援サービス等を

市町村の判断により、総合的に提供することができる事業となっております。本市では、従来

から配食サービスや見守りサービスなど、多岐にわたる福祉サービスを実施しているところで

もあります。 
 第５期の事業計画の中では、介護予防事業に重点的に取り組むこととしているところであり、

総合事業としての取り組みはさまざまなサービス事業者との組み合わせが必要となり、複雑多

岐にわたること、また国の制度設計が明確に示されていない部分もあることなどから、今後の

取り組みについては、慎重に検討してまいりたいと考えております。 
 次に低所得者に対する利用料の減免制度の実施を求めるについて、お答えいたします。 
 現在、利用料の減免といたしましては、まず社会福祉法人等による利用者負担軽減制度がご

ざいます。この制度は市民税世帯非課税であることを条件に、所得要件や預金額等の基準を満

たす方で、本年２月現在３７名が対象となっております。また利用料の特例といたしまして、

不幸にして災害を受けてしまった方や特別の事情により、利用料の１割負担が困難と認められ

る方に対し、負担割合が軽減または免除される制度がございます。 
 今後も低所得者に対する減免制度として、広報等の活用により周知をしてまいりたいと考え

ております。 
 次に、特養入所の待機者解消のための施策についてお答えいたします。 
 特別養護老人ホームへの入所待機者は、平成２３年４月現在およそ６００人で、特に介護度

の重い４および５の待機者がおよそ２００人、うち在宅での待機者が８０人弱となっておりま

す。実際、個々の待機者の状況がどれだけ切迫しているかは、十分に把握されていない面はあ

りますが、反面、特養への待機者が多いことから早めに申し込まないとという意識が高いとの

話を聞き及ぶこともありますので、必然的に待機者数が増加しているものと思われます。 
 こうしたことから関係施設等の協力をいただき、入所申込み状況の把握に努めるとともに、

第５期事業計画では、期間の最終年度となります平成２６年度までに、認知症対応型通所介護

施設および小規模特養ホーム、さらにグループホームの整備に向けた取り組みを行い、今後も
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入所待機者の解消に努めてまいります。 
 次に、サービス付き高齢者住宅の整備方針についてお答えいたします。 
 サービス付き高齢者向け住宅は、昨年１０月から都道府県等に登録する制度として創設され

ておりますが、第５期介護保険事業計画では、努力項目として高齢者の居住にかかる施策との

連携に関する事項等についておよび、居住に関する事項を定める計画と調和が保たれるもので

なければならないとされております。 
 国は高齢者の居住の安定を確保するため、予算補助・税制・融資による支援策により民間に

よる供給を促進する方向にあります。このことは、民間事業者の参入による高齢者住宅の増加

が本市においても予測され、ひいては必要以上の介護給付費の増大につながることから、今後

は整備の適正配置とともに、必要に応じた助言および指導を強化してまいりたいと考えており

ます。 
 次に、定期巡回サービスの導入による既存サービスへの影響について、お答えいたします。 
 今回、創設されました定期巡回・随時対応型訪問介護看護制度は、訪問介護と訪問看護が一

体的または密接に連携しながら、日中・夜間を通じて定期巡回型の訪問を行うこととされてお

ります。この制度は地域密着型サービスとして位置づけられ、保険者が主体となってサービス

を提供できることから、対象となる要介護者への身体介護サービスを中心とした１日複数回の

サービスが可能となり、在宅生活の支えになるものと思われます。 
 しかしながら、一般的には新サービスの意義や効果は理解されてはおりますが、ニーズ量や

事業性等についての判断がしにくいとの考え方もあると聞き及んでおりますので、既存サービ

スへの影響については、今後の事業者の参入や地域でのニーズなどの状況を踏まえ、検討して

まいります。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 再質問。 
 亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 保険料に関して質問します。 
 １１．２％の値上げは、年金が減り続ける中で大変な負担増になると思います。やっぱり、

さらなる滞納も生まれてくることも懸念されるんではないかと思います。 
 条例では第１０条で保険料の徴収猶予、第１１条で減免制度を謳っております。しかし、こ

の３年間で徴収猶予はゼロ。減免は２３年度の適用は、わずか１０件でありました。第１号被

保険者が１万７，１２９人いる中でのわずか１０件です。その一方で２２年度決算によります

と、保険料の滞納額３，８００万円にもなっております。この滞納３，８００万円。１号被保

険者１万７，１２９人の中で徴収猶予ゼロ、減免わずか１０件という、この状況どういうふう

に考察されるでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、中川保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（中川啓次君） 

 保険料の減免猶予が対象者に比べて非常に少ないというふうな再質問でございますが、この

滞納に関わる第１号保険料の普通徴収の対象者につきましては、もともと大変、年間の年金金
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額が少ない方等の低所得者を中心に普通徴収が賦課されている状況がございますので、今、３，

６００万円という累積的な滞納が議員のほうからおっしゃっていただいたわけですが、年間に

しますと、このところ１，５００万円くらいの滞納になっているわけでございまして、そのう

ちの３分の１ぐらいが、本当に納付が対応できないというふうな方がいらっしゃるわけでござ

います。 
 対応としましては、介護保険課のほうでは職員が日常の業務の時間を調整する中で、年間を

通して未納者のお宅へ訪問して納付のお願いをする中で、納付の困難な方につきましては、こ

ういった制度もあるというふうな指導をさせていただいて、対応させていただいておりますの

で、歩いて把握する中ではこの数が上がってきているというようなことで、決定したあと、未

納になっている方については、訪問して即、遡っての減免ということができませんので、訪問

して指導する中で、過去の分については分割納付等の指導をさせていただきながら、今後につ

いて本当に納められない方については、そういった指導をさせていただいておりますので、こ

れが対象者に比べて非常に少ないということについては、たしかにそうだと思っておりますの

で、今後もこういった制度があることは広報等を通じて周知を図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（小林始君） 
 亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 先ほど今、答弁にありましたとおり、この滞納者の中には徴収猶予や減免の対象者もいらっ

しゃることというふうに思います。保険課の職員が訪問しているということでありますけども、

この全体的な実態がどうなっているのか。この滞納者全体に対する実態調査なんかの経過があ

るのでしょうか。もし調査結果があるのでしたら、明らかにしてほしいと思いますが、いかが

でしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 中川保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（中川啓次君） 

 今、申し上げましたように、特に介護保険課で専任の徴収員等を雇用しているわけではござ

いませんので、特別、実態的な調査はしていないのが実情でございますので、これにつきまし

ては、今後そういった対応もできるように努力していきたいというふうに考えております。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 大変な作業かと思いますけども、ぜひ実態調査についてはお願いしたいと思います。 
 その減免のところで、条例の１１条では減免のところで、第５項に市長が保険料の納付が困

難と認めた特別な理由があることとしております。この条例の施行にあたって、市長が認める

特別な理由というのはどのような状況が想定できるのか、伺います。 
〇議長（小林始君） 

 中川保健福祉部長。 
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〇保健福祉部長（中川啓次君） 
 特別な理由というのは、そのときの状況によって判断されるものだというふうに考えており

ますので、具体的にはこういうものということは今ここで把握はしておりませんが、そのとき

のケース・バイ・ケースで判断していくべきものというふうに考えております。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 それでは、これまでこの特別な理由が認められて、適用された経過はあるのでしょうか。 

〇議長（小林始君） 
 中川保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（中川啓次君） 
 現在までには、そういった適用をした方についてはおりません。 

〇議長（小林始君） 
 亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 やはりこの条例がある限り、この条例が市民の利益になるように適用の基準というものを具

体化すべきではないかというふうに考えますけども、いかがでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 中川保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（中川啓次君） 

 それにつきましては、今のご意見を参考にさせていただきまして、各県外まで含めた町村の

事例等を調査する中で、事例がつくれればそういった対応も検討させていただきたいと思って

おります。 
〇議長（小林始君） 

 亀山和子君。 
〇８番議員（亀山和子君） 

 先ほどの答弁で、ケース・バイ・ケースで対応していきたいというふうにおっしゃいました

けども、でも何か適用基準がないと、なかなかケース・バイ・ケースを認めないというのが行

政であります。ぜひともやっぱり、この適用基準を具体化して早急に実現していただきたいと

いうふうに思います。 
 次に、総合事業について伺います。 
 さっきの答弁では、国の制度が明らかになっていないということでありましたけども、しか

し、この総合事業は介護給付費の３％以内というふうに上限が決まっております。この３％以

内ということになったら、これまでのサービスが提供できるというふうに考えているのかどう

か伺います。 
〇議長（小林始君） 

 中川保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（中川啓次君） 

 給付費の３％以内で事業がどの程度できるかということについてはよく精査しながら、今後
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の検討課題になってこようかと思っておりますので、現状の事務事業の内容を見極めた中で判

断をさせていきたいというふうに思っています。 
〇議長（小林始君） 

 亀山和子君。 
〇８番議員（亀山和子君） 

 この３％以内ですけども、たぶん２２年度実績は２３年度の実績を見ても、とても３％以内

に収まっていないと思います。全国平均でも大体５．９％になるという見込みになっておりま

す。第５期の介護保険の事業計画によりましても、地域支援事業や予防、給付事業を含めます

と、とても３％以内には収まっていないんではないかというふうに思います。私の試算ですと

大体５．８％から５．９％になるんではないかなというふうに思いますけども、このことにつ

いて、この総合事業をどうするのか再度、部長の見解を求めます。 
〇議長（小林始君） 

 中川保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（中川啓次君） 

 今、再質問でお言葉がありましたように、地域支援事業等につきましては、介護保険特別会

計の中でやらなければならない、どうしてもやらなくてはならないというような部分もござい

ますが、その会計は一般会計の中で処理する事業も出てこようかというふうに思っております

ので、会計の中で処理しきれない部分については、一般会計の中の事業として、また精査する

中で対応していきたいというふうに考えております。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 ぜひとも、これまでサービスが受けられるようにお願いしたいと思います。 
 利用料の減免について、伺います。 
 先ほど答弁にありましたけども、社福減免もあります。あと、それから利用料の特例があっ

て、災害を受けたときとか、それから特別な事情があるときは利用料を減免しているというふ

うに答弁がありました。これまでの実績を伺いたいということと、答弁にあった特別の事情と

いうのはどういうふうなことを指すのか、お伺いします。 
〇議長（小林始君） 

 中川保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（中川啓次君） 

 利用料の減免につきましては、社福法人の関係は先ほど答弁させていただいたように、３７名

が適用されているということで、あと特別な理由等で利用料の減免というのは、特に該当もご

ざいませんし、どんなものが適用されるかというのは、やはりその状況を見ながらということ

になっておりますので、これにつきましても先ほどの保険料の減免と同様でございますが、議

員のご指摘のように、ある程度、基準をつくった中で、理由を明記した中での対応をしていき

たいというふうに考えております。 
 以上です。 
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〇議長（小林始君） 
 亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 せっかく、そういう施策があるわけですから、ぜひとも利用できるような形で適用基準を早

急に具体化していただきたいというふうに思います。 
 最後ですけども、認定を受けながらも介護を利用していない人がありました。資料をいただ

きますと認定を受けながらも、まったくサービスを利用しなかった人、２３年にはおよそ４５１人

となっております。どんな理由で、このサービスを利用しないのか、できないのかということ

は分かりませんけども、こうした人たちに対して、何か介護保険のほうから介護手当を支給す

るとか、そういうふうな施策ができないかどうか、お伺いします。 
〇議長（小林始君） 

 中川保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（中川啓次君） 

 認定を受けて、利用できるのに利用しない方ということでございますが、今、議員が再質問

でおっしゃいましたように、４００名余りが利用されていないということで、パーセントにし

て１６％というような状況になっております。理由につきましては認定は受けたんですけど、

いざというときにサービスを利用できるように受けたというふうな方、それから今のところ家

族で介護してもらっているから利用していないということ。それからあとは入院中であるとか、

それぞれ理由はいろいろございますが、この方々につきましては、これから家族の介護等につ

きましては、今の制度としては介護慰労金等の支給の制度もございますが、利用していないか

ら直ちに対価になるようなことということは、今のところは考えておりません。 
〇議長（小林始君） 

 亀山和子君。 
〇８番議員（亀山和子君） 

 今まで一般会計から出していた寝たきりの老人に対する介護慰労金、今度は介護保険の特別

会計から出すということになるそうであります。そのことを考えますと、まったく介護保険を

利用していない人に対しても、なんらかの手当を要求したいと思いますが、再度お願いします。 
〇議長（小林始君） 

 中川保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（中川啓次君） 

 ちょっと話がずれるかもしれないですが、介護慰労金につきましても、家族で介護している

方に必ずということではなくて、近隣の町村も同様な対応をさせていただいておりますが、あ

る程度、寝たきりとか、そういった介護度が４、５というような重い状況の方の家族に対して

介護慰労金を支給させていただいておりますので、こういった軽度の方に対しては今のところ、

どこの市町村もやっておらないというようなことで、介護慰労金につきましてははっきり算定

させていただいたわけではございませんが、県内の市町村の状況を見ますと、ほぼ、年間５万

円前後の対応をさせていただいているところがほとんどでございますが、本市の場合は月額１万

円ということで、年間をとおしてということであれば１２万円の対応をさせていただいている

ということで、こういった面では他の町村よりも厚く対応させていただいておりますので、そ

ういったことも考えますと、すぐにそのほかの対応をというようなことは、これからの課題に
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なってこようかというふうに考えております。 
 以上です。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 終わります。ありがとうございました。 

〇議長（小林始君） 
 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。 
 渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 住宅の問題に関して関連質問をいたします。 
 ここにマスタープランと、それから委託した長寿命化計画策定業務委託報告書がありますけ

ども、この２つの関係ですね。どういうことか教えていただきたいんですが、というのはこの

委託されたのは、報告日は３月ということで、マスタープランのほうは３月１日が最終の日に

なっております。この委託報告書が、マスタープランには生かされているのかどうなのかとい

うことでお聞きします。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、佐藤建設部長。 
〇建設部長（佐藤貞雄君） 

 まずマスタープランというのは、笛吹市全体の持ち家、それから借家、市営住宅、こういっ

たものをトータルで考えた中での、笛吹市の住宅の計画となっております。その中の長寿命化

計画については、マスタープランの中の一部の市営住宅のそういった計画にあてる部分となっ

ております。 
 あと３月の報告ということでありますけども、そのへんちょっと、その日付的なものは認識

はちょっとはっきりお答えできなくて申し訳ないんですけれども、２３年の３月末までにすべ

て両方の計画を同時並行した中で計画を策定して、２２年度末には完成したと。そういった流

れとなっております。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 マスタープランのほうにこちらを反映するというものではなかったようですが、このマスター

プランでは老朽住宅に関する危機感というのはほとんど述べられていないわけなんですが、こ

ちらのほうでは調査、委託されたものでは７８戸、木造平屋建てについて、災害時に倒壊の危

険性も高く、対策が必要であるというふうになっているわけです。倒壊した場合、周辺の建物

が倒壊しなくても、そういう地震等でこの公営住宅が倒壊した場合、この場合こういう事実が

指摘されているにもかかわらず、そのまま放置したということについて、責任はどのように問

われることになるか伺いたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 佐藤建設部長。 
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〇建設部長（佐藤貞雄君） 
 先ほどお答えした内容ともダブるんですけれども、老朽住宅の建て替えを計画する中で、も

ろもろの課題等を解決する中で、これらを解消するため検討する時間が若干伸びてきている、

そういった事実があります。 
 なお、市としましても、こういった古い住宅等につきましても毎年、そういった修繕等を必

要に応じて行っておりまして、生活には支障のないよう、市としまして努めておるところであ

ります。あと万が一の場合でありますけども、やっぱり建物、倒壊等におきましてのケガ等に

ついては、賠償責任保険等に加入しておりまして、そういった中でお見舞い等をさせていただ

く、そういった制度とはなっております。 
 いずれにいたしましても、先ほど答弁いたしましたとおり、今後そういった古い住宅の安全

性の確保を図る中で、建て替え計画の中で具体的に取り組んでいきたいと考えております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 必要に応じて修繕も行っているというふうなことなんですが、修繕の実績をこの間、見てみ

ましたけども、７、８年前に集中的にいろいろなものがされていて、最近はやっていないんで

すよね。それから地震の危険性が非常に高まっているということでございまして、ただ責任問

題ということではなく、あってはならないことだろうと思います。そういう中で、国としても

緊急防災減災事業、２０１２年の地方財政計画の中に掲げられておりますが、その中では１００％

充当して、それから交付税に８０％算入するという、公営住宅の整備もその中に入っておりま

す。こういうものを利用する必要はないのか、お伺いします。 
〇議長（小林始君） 

 佐藤建設部長。 
〇建設部長（佐藤貞雄君） 

 具体的な計画をする中で、整備をする中でそういった制度的なものは十分活用すべきと考え

ております。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 ぜひ、こういう制度も利用して緊急な対応を要請したいと思います。 
 次に八代の定住促進住宅ですけども、他の住宅がなかなか入れない。ところがこちらは空い

ている。家賃の問題、非常に大きいというふうに聞いております。法的に、やはり別な種類の

住宅としなければならない限界はあると思いますけども、料金体系としては公営住宅に準ずる

ということを検討することはできないでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 佐藤建設部長。 
〇建設部長（佐藤貞雄君） 

 先ほどの答弁とダブりますけども、実態調査をした中で検討をする余地があるなということ
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を感じております。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 次に住宅の運営に関して伺いたいと思いますが、住宅の使用料収入、それから家賃対策の国

からの補助金、それから家賃対策の交付税措置、それぞれいくらであるか。それから地方債の

返還が年間いくらであるか。そして維持補修費、どれだけ掛けて、管理費にいくら掛けている

かということをお聞きします。 
〇議長（小林始君） 

 佐藤建設部長。 
〇建設部長（佐藤貞雄君） 

 すべて私が答える部分でない部分もありますので、私のほうからは今の関連質問の家賃の収

入、それから住宅の維持管理費、こういった歳入歳出の部分についてお答えをさせていただき

ます。 
 まず家賃収入の関係ですけれども、平成２３年度の見込み額としましては、約４千万円を見

込んでおります。これは当然、４千万円です。家賃収入は４千万円を見込んでおりますけれど

も、これは当然、八代定住促進住宅の、２３年度から市で運営しておりますので、こういった

家賃を含めた中での金額となっております。 
 あと住宅の維持管理費の関係でありますけれども、これも２３年度の予算計上額としまして

は５，６５６万１千円を住宅の維持管理費として計上しております。この中の主な内容であり

ますけれども、市内の２９の団地の修繕料、これが１千万円強を計上しております。それから

主なものとしましては、特殊建物の調査で指摘された住宅の修繕の工事関係になりますけれど

も、これについては２３年度予算のほうで２，９００万円を予算措置いたしまして、対応して

いる状況であります。 
 以上、私のほうからのお答えとさせていただきます。 
 あとは財政課長のほうで、交付税措置等についてはお答えをさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 成島財政課長。 

〇財政課長（成島敦志君） 
 それでは住宅に関します交付税措置、それから地方債の償還の額というご質問ですけども、

住宅のほうに関係する交付税算定の中では基準財政需要額、交付税を算定する場合の基準財政

需要額の中にその他の土木費という項目がございますけれども、その中でその金額が一定の金

額で算定されまして、ただそれがそのまま、数字的なものは補正係数という形で、係数として

出された中で、それが全体の、その他の土木費の中で算定の計数に関わってくるというような

部分になってまいります。 
 その他の土木費の総額としては、２３年度の交付税の算定の際ですね。１億４，６００万円

となっておりますけども、この住宅だけの数字的な額というものは出ておりません。あくまで

も補正係数としてのものの扱いとなっております。 
 あと地方債の償還額でありますけども、現在これはここ近年も大体同じ金額できております
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けども、６，６９０万円であります。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 補助金は。家賃対策補助金。 

〇財政課長（成島敦志君） 
 補助金というのはあれですか、家賃収入補助金とか公営住宅家賃対策補助金ということでしょ

うか。これにつきましては、平成１７年、ちょっとそこの年度が定かではないと思いますけど

も、一応、確認できる中では１７年度までにつきましては、直接の補助金という形で、これが

それぞれ来ておりましたけども、その後、この交付税のほうの算定基礎のほうで、需要額を算

出する中で、それが反映されるような形になったということで、直接の補助のほうは、そこで

終了している状況でございます。 
 以上、答弁とします。 

〇議長（小林始君） 
 渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 １７年の補助金の額を教えてください。 

〇議長（小林始君） 
 成島財政課長。 

〇財政課長（成島敦志君） 
 まず家賃収入補助金でございますけども、４１９万７千円でございます。それから公営住宅

家賃対策補助金につきましては、１，２８９万３千円でございます。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 先ほど家賃収入４千万円ということを言いましたけども、これは予算書との関係で、その数

字で間違いないでしょうか。一昨年の決算書でもいいですが。 
〇議長（小林始君） 

 佐藤建設部長。 
〇建設部長（佐藤貞雄君） 

 今の家賃収入についてでありますけども、２２年度の決算額がこれは当然、八代の定住促進

住宅が入っておりません。その２２年度の決算額、家賃の決算額でありますけども、２，６３８万

７，５００円。これが家賃収入の決算額であります。あと、これに私のほうで２３年度の八代

の定住促進住宅の家賃の見込み額というものを加算していただきまして、そういった中で約４千

万円ということで、今お答えをさせていただきました。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 今、老朽化しているところについては、例えば床が抜けているとか、あるいはその敷地の地
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盤がもうガタガタで底をつくとか、そういうものにも手を付けていない状況がございます。ぜ

ひ、そういう点では家賃をとっていて、こういう補助金交付金もある中で、しっかりと対策を

とっていただきたいということをお願いしたいと思います。 
 そして公営住宅法については、これは憲法２５条に基づいた公営住宅法になりますので、そ

して低所得者の補償をしていかなければならないということで、財源的にも基本的には国で保

障されているという、されるという性格を持っております。そういう点で積極的にこの３２年

ということではなくて、前倒しでやっていただきたい。このことを強くお願いして質問を終わ

りたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 答弁は。 
〇７番議員（渡辺正秀君） 

 質問です。 
〇議長（小林始君） 

 佐藤建設部長。 
〇建設部長（佐藤貞雄君） 

 先ほど住宅の床が落ちていたりとか、敷地の地盤等がくぼんでいるとか、そういったことが

あるようですけれども、大変申し訳ありませんでしたけども、そのへんがあれば家主としては

当然、修繕してまいりますので、そういった申し出等がありましたら早急な対応をしていきま

すけれども、またそういったお声があれば早急に担当が現地を確認して対応しております。そ

ういうことで、ご理解をいただきたいと思います。 
 あと、その１０年計画等がなされておりますけども、当然その財政計画等を十分踏まえた中

でそういった住宅の新たな建設に向けて、逐次、検討を取り組んでいきたいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 関連質問を終わります。 
 一般質問を続けます。 
 １１番、中村善次君。 

〇１１番議員（中村善次君） 
 中村善次です。 
 平成２３年５月末における市税、使用料、負担金に関わる滞納額、ならびに徴収率向上を含

む今後の対応について、質問をいたします。 
 市民生活全般にわたり、消費の低迷はもちろん、物流の低下をはじめ農産物の価格の低下、

生産機材の高騰、給料・賃金のカット、観光客の減少等による経済不況により、私たち市民の

暮らしは大変逼迫している時節であることは、言うまでもありません。この苦しい生活環境の

中、税金を滞納することなく、市民の７割から８割の方は納入されております。しかし、その

反面、多額の税金が未納入として滞納となっていることは事実であります。 
 市民には納税の義務があり、行政はその税により市民が安全で安心に暮らせるための施策を

講ずることが基本であることは言うまでもありません。この理念が崩壊した場合には市民の納

税意識の悪化は避けられなくなり、さらなる滞納額がなお一層、拡大する可能性を秘めること

となります。まず市民合意が重要であり、市民合意が得られない施設があってはならないと考
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えます。本年１月、管理職員により臨戸訪問を行い、個別徴収を実施されましたこと、大変ご

苦労さまでした。 
 以下、質問いたします。 
 本市を含む県内市町村における徴収実績について。 
 市税高額滞納件数について。 
 市民税、固定資産税、軽自動車税、入湯税、国民健康保険税の滞納額について。 
 介護保険料、後期高齢者医療保険料の滞納額について。 
 保育料、学童保育料、笛吹畑かん受益者負担金の滞納額について。 
 上水道使用料、下水道使用料、下水道受益者負担金、温泉使用料の滞納額について。 
 住宅使用料の滞納額について。 
 差し押さえ等の徴収実績内容について伺います。 

〇議長（小林始君） 
 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） 
 中村善次議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに本市を含む県内市町村徴収実績についてでありますが、平成２２年度の本市の市税

の徴収率は現年度課税分が９５．８％であり、県平均の９７．２％と比較して１．４ポイント

低くなっております。過年度課税分は１５．４％であり、県平均の１７．５％から２．１ポイ

ント低い状況であります。また国保税の徴収率ですが、平成２２年度の現年度課税分は８９．

９％であり、県平均の８８．８％を１．１ポイント上回っております。 
 次に市税高額滞納件数について、お答えいたします。 
 これからお答えする滞納額につきましては、すべて平成２４年１月末における過年度分の数

字で統一して、お答えさせていただきます。 
 国保税を含む市税等の滞納額が３００万円以上の件数は１１９件で、滞納額は約１２億２，

７００万円であります。このうち１千万円以上の滞納件数は３１件あり、滞納合計額は約８億

３００万円となっております。 
 高額滞納者につきましては、山梨県地方税滞納整理推進機構に引き継ぎまして、機構の指導、

協力を得て滞納整理を実施しているところであります。平成２３年度は約２００件を引き継ぎ、

処理にあたってまいりました。 
 次に市税の滞納額について、お答えをさせていただきます。 
 それぞれの滞納額は市民税が約３億６，３００万円、固定資産税が約１３億４，５００万円、

軽自動車税が約２，２００万円、入湯税が約１，７００万円、国民健康保険税が約８億８，４００万

円となっております。市税等の滞納は収税課２名、国保課２名の徴収員が戸別訪問を行ってお

ります。 
 また強化月間を収税課、国保課、税務課の３課合同で年２回実施しており、管理職全員によ

る特別徴収も毎年１月末に実施しております。 
 続きまして保険料の滞納額について、お答えをさせていただきます。 
 介護保険の滞納額は約３，６００万円であります。滞納となっている保険料は、訪問での徴

収を行う中で、特に１０月から１２月までを徴収強化月間と定めまして、集中的に戸別訪問を
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実施しております。 
 また要介護認定の申請等、滞納者と接触のある際には、給付制限等のペナルティについての

説明を交えながら、納付の依頼を行っているところでもあります。 
 次に後期高齢者医療保険料でありますが、滞納額は約６１０万円となっております。後期高

齢者医療保険料の滞納者につきましては、対象者が７５歳以上であることから、年金支給月を

強化月間と定め、戸別訪問などによる徴収を行っております。 
 次に負担金の滞納額について、お答えいたします。 
 保育料の滞納額は約４，２００万円でありますが、保育料の滞納者に対しましては徴収員に

よる訪問徴収強化を図っており、平成２１年度の滞納額は６千万円から年々減少しております。

また学童保育料の滞納額は約９２万円となっており、その主な理由は生活困窮によるものであ

ります。徴収率向上につきましては納付相談、夜間の訪問等の実施により利用料金の納付を促

しております。 
 次に笛吹畑かん施設の受益者負担金でありますが、滞納額は確約・誓約を取り付けている

３４０万円余りを含めまして、約２，８００万円であります。滞納者には電話催告、戸別訪問

等を実施しており、今後も徴収強化を図ってまいります。 
 続きまして上下水道の滞納額について、お答えいたします。 
 それぞれの滞納額は水道使用料が約１億９，１００万円、下水道使用料が約９，１００万円

であり、温泉使用料が約７１０万円、下水道受益者負担金が約７，２００万円となっておりま

す。上下水道、温泉使用料の滞納は臨時徴収員２名で滞納者宅を訪問し徴収しております。ま

た３期以上の滞納があり、催促に応じない場合には給水停止措置を行うなどの方法により、滞

納額の減少に努めております。下水道受益者負担金につきましても、臨時徴収員２名により臨

戸訪問を実施して、納付を促すとともに徴収をしております。 
 続きまして使用料の滞納額について、お答えいたします。 
 住宅使用料の滞納額は約２，３００万円であります。滞納者には、電話催告や個別訪問を実

施の上、入居者または連帯保証人と相談協議を行い、誓約を取り付けております。それでも納

付に応じない場合には、訴訟による明け渡し請求を実施することとしております。 
 次に差し押さえ等徴収実績内容について、お答えいたします。 
 平成２２年度の市税等にかかる差し押さえの実績は７４０件あり、これを換価して税に充当

した金額は約１億３００万円であります。また平成２３年度の実績は、平成２４年１月末時点

で８１５件あり、税に充当した金額は約９，１００万円となっております。差し押さえ等の滞

納処分は重点項目として強化に努めているところでありますが、さらに強化を図り滞納額の縮

減および自主財源の確保に努めてまいります。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 再質問。 
 中村善次君。 

〇１１番議員（中村善次君） 
 先ほど説明をお聞きしまして、滞納の多さに再度、驚いたという状況でございます。 
 何点か、質問をしたいと思います。 
 高額法人税を滞納している事業者の対応につきまして、今後どういった方策をとられるのか
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お聞きしたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、山下総務部長。 
〇総務部長（山下真弥君） 

 再質問にお答えをいたします。 
 高額納税者への対応ということでございますが、基本的にはどの滞納者に対しても同じであ

りますが、特に高額な部分につきましては、県の滞納整理機構に引き継ぎまして、そこと相談

をしながら、協力を得ながらという内容でございます・・・。 
〇１１番議員（中村善次君） 

 法人税でありますか、高額の滞納は。 
〇総務部長（山下真弥君） 

 ちょっと待ってください。 
〇議長（小林始君） 

 部長、さっきの答弁の続きでいいではないですか。高額の。法人税に限ってということです

か。中村議員、法人税に限っての質問ですか。 
〇１１番議員（中村善次君） 

 そうです。 
〇総務部長（山下真弥君） 

 高額の法人税につきましては、今ここで持っている範囲では特に見当たりません。法人税と

うのは、国の税金のそれに対するパーセントで課税されるものですから、それほど高額にはな

らない可能性が高いというふうに考えております。 
 以上、答弁とします。 

〇議長（小林始君） 
 中村善次君。 

〇１１番議員（中村善次君） 
 その法人税の滞納の大口はないと言いますけども、過去、県あるいは市から補助事業等を受

けた経緯がある業者が滞納した実績がありますか、お聞きいたします。 
〇議長（小林始君） 

 山下総務部長。 
〇総務部長（山下真弥君） 

 高額の滞納につきましては、先ほど３００万円、あるいは１千万円を超えた部分というよう

に答弁をさせていただきましたけども、そのほとんどが固定資産税、あるいは入湯税になりま

す。ここで市からの補助金を得た法人が、この高額の滞納になっているかどうか、ちょっとこ

こでは資料を持っておりませんので、お答えはできません。 
〇１１番議員（中村善次君） 

 ではまた後刻、教えてください。 
〇議長（小林始君） 

 中村善次君。 
〇１１番議員（中村善次君） 

 次に高額な固定資産税を滞納している者への対応について、伺いたいと思います。 
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〇議長（小林始君） 
 山下総務部長。 

〇総務部長（山下真弥君） 
 高額の固定資産税ということでございますけども、基本的に先ほどお話をさせていただきま

したけども、滞納整理機構に引き継ぎまして、そこで県の協議、それから指導を受けながら、

滞納処分をしていることも含めまして対応してきておりますし、今後もしていきたいというふ

うに考えております。 
 滞納処分をしますと、財産調査に入りますけども、財産調査をして財産がある場合には差し

押さえ、換価等にいきますけども、なかなか固定資産税の高額の滞納をしているところにつき

ましては、抵当権の設定等がありまして換価までいけない、難しい状況がございます。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 中村善次君。 

〇１１番議員（中村善次君） 
 その中で数百万円から数千万円の滞納、また上下水道高額滞納者ですね、これは滞納してお

る方はどのような事業者が多いのか、伺いたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 山下総務部長。 
〇総務部長（山下真弥君） 

 名前までは申し上げられませんけども、１千万円以上の滞納者でいきますと、ホテル、旅館

が目に付きます。それから一部、一般の会社もございます。 
 以上でございます。 

〇議長（小林始君） 
 中村善次君。 

〇１１番議員（中村善次君） 
 ありがとうございました。 
 次に国民健康保険税を滞納している者の対応について、先ほども答弁がございましたけども、

もう少し詳しく対応についてお聞きをいたします。 
〇議長（小林始君） 

 河野市民環境部長。 
〇市民環境部長（河野修君） 

 ただいまの、国民健康保険税の再質問でございます。 
 国民健康保険税につきましては、滞納の累積が現在８億円以上ございまして、これは過年度

分でございます。それから現年度分につきましても、収納率が９０％弱でございますので、毎

年大きく溜まっていくということで、ここ数年、２名の専門徴収員を雇用いたしまして、毎日、

滞納、戸別訪問等にあたってもらっております。それから職員につきましては年２回、徴収の

強化月間をつくりまして、全員で徴収訪問にあたっているということ。それから、あと電話等

での催告。それから、あと特集号等を組みまして、保険税の算定の時期にはご理解いただくた

めの広報等、啓発活動に取り組んでいるという状況でございます。 
 なお、今年度については昨日も答弁いたしましたが、徴収率９０％台を確保していきたい。
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現年度分を過年度分にさせない取り組みを進め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（小林始君） 
 中村善次君。 

〇１１番議員（中村善次君） 
 職員２名と電話での催告と、これで十分とは言えませんけども、今後どのような展開になる

んでしょうか、もう一度お聞きしたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 河野市民環境部長。 
〇市民環境部長（河野修君） 

 再質問でございますが、２名の専門の徴収員を雇用したのは数年前からでございます。それ

によりまして、徴収率が平成２０年度以降、毎年１％ぐらい上がってきた経緯がございます。

今年度１％、いくかはちょっと分かりませんが、それを持続できるように今後も進めていきた

いというふうに考えております。それは専門徴収員。 
 それから国保課の職員につきましては年に２回、徴収の強化月間をつくりまして、全員で戸

別訪問をしているという状況でございます。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 中村善次君。 

〇１１番議員（中村善次君） 
 国保税を滞納し無保険状態となり、受診が遅れて死亡したという人が２０１１年に県内で６名

いたと聞いております。本市に該当者があったのか、なかったのか、１点伺います。 
 それから今現在、無保険者が笛吹市に居住しているのか、していないのか。もし、している

とすれば、それらの対応をどういうふうにしているのか、お伺いをいたします。 
〇議長（小林始君） 

 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。 
 死亡したということは、承知はしておりません。それから保険制度は国民皆保険制度でござ

いますから、保険に加入していないという人はいないというふうに理解しております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 中村善次君。 

〇１１番議員（中村善次君） 
 次に上水の使用料を未払いの方は、下水加入者に限りますけども、下水の使用料も滞納となっ

ていると思います。これらについての関係を、説明を求めます。 
〇議長（小林始君） 

 竹越公営企業部長。 
〇公営企業部長（竹越富男君） 

 それでは中村議員の再質問でございますが、滞納者、上水道、下水道等の特に大口の方につ
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きましては訪問をいたしまして、分納誓約をしていただいております。あと現年３期以上の滞

納者につきましては、臨戸訪問をして納付を促しているわけですけども、それでも応じていた

だけない方は給水停止をさせていただいております。分納誓約をしていただいた方も、こちら

の計画どおりに納めていただいていない方についても給水停止を行っております。これは平成

２１年から毎週火曜日に、１週間に一度ですが、職員が２名ないし４名で行きまして水を止め

ております。 
 ちなみに昨年の４月から１月までの予告書を送付した方が３６５名おりますが、そのうちの

１１１名の方が約３割になるわけですけども、その方がなんの連絡もしていただけないという

ことで１１１件の給水停止を行いました。それによりまして、一時金の納入額が約９６５万４千

円ほどありました。予告の４，４００万円に対しまして、徴収率は約２２％になります。 
 今後も給水停止の回数を、これは職員の人数にもよりますけども、できるだけ体制を整える

中で給水停止を多くしていけば、当然、一時金の納入額も増えてくるというふうに考えており

ますので、今後も努力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（小林始君） 
 中村善次君。 

〇１１番議員（中村善次君） 
 今後もしっかりやっていただきたいと思います。 
 平成２３年５月末での不納欠損の総合計がどのくらいあるのか、伺いたいと思います。 

〇議長（小林始君） 
 答弁を、山下総務部長。 

〇総務部長（山下真弥君） 
 不納欠損総額が予算書にありますけども、税だけの額について、ちょっと今、持っておりま

せんので、またあとでご報告させていただきます。 
〇議長（小林始君） 

 中村善次君。 
〇１１番議員（中村善次君） 

 私も記憶が定かではありませんけども、私、７億くらいの金額かなと思っているんですけど、

後刻お知らせ願いたいと思います。 
 まず、不納欠損処理を行うこととなった要因は何なのか。また不納欠損処理を行った、その

理由ですね。その２点をお聞きしたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 山下総務部長。 
〇総務部長（山下真弥君） 

 滞納処分をしていくわけですが、滞納処分の中で差し押さえをし、換価ができる場合には先

ほどご説明をしたとおり、換価していくということでございますが、その中で、途中で財産調

査をしていかなければなりません。滞納者の中には納められない方、どうしても生活に費用が

かかって納められない。税金を納めると、もう生活ができなくなる、そういう方がございます。

そういう方につきましては、即時に消滅をさせていただきます。それから、様子を見ながら３年

間、猶予をした上でやっぱり再度、財産調査をして資力の回復ができない。こういう場合にも
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処分を停止しなければなりません。それから時効で最終的に５年経過した場合には、時効で滞

納処分の停止ということになります。この３つを合わせて不納欠損になるわけでございますけ

ども、平成２２年度の実績で１，６１９件、これは市税に限るわけでございますけども、５億

４００万円ほどになっております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 中村善次君。 

〇１１番議員（中村善次君） 
 不納欠損は、あってはならないものであると私は思います。なぜなら、納税の公平性に欠け

るからと私はそんなふうに理解をしております。 
 次に温泉利用の形態の変革によりまして、３月議会で入湯税の条例改正が行われました。日

帰り５０円ということでしたね。その後の情勢が分析してありましたなら、お聞かせ願いたい

と思います。また予算書に１千万円の減が明記されております。この点についてもお聞きした

いと思います。 
〇議長（小林始君） 

 山下総務部長。 
〇総務部長（山下真弥君） 

 すみません。その分類は、分類をした調査、結果を現在、持っておりませんので、また、す

みませんが、ご報告をさせていただきます。 
〇１１番議員（中村善次君） 

 では、予算書の１千万円減のほうは。何が記入しているでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 山下総務部長。 
〇総務部長（山下真弥君） 

 ２３年度は、実績が２２年度に比べて下がっております。その累計、その調査の結果、類推

をして２４年度の予算を立てております。ご指摘のとおり、もろもろの要因があるかと思いま

すけども、主な要因としましては、観光客の減が主な要因かなと考えております。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 中村善次君。 

〇１１番議員（中村善次君） 
 第２次行財政改革の中に基本方針に、滞納者の実態を把握し、納付できるのに納付しない者

を厳正に処分するとあります。その厳正な処分とは何を指しているのか、伺いたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 山下総務部長。 
〇総務部長（山下真弥君） 

 先ほどから申し上げたとおり、滞納処分をする中で催告をします。催告をし、応じない場合

には財産調査をします。職員が家の中に入り、預金から財産から調査をします。調査をして差

し押さえるものについては、不動産、動産、預貯金、給与、それぞれ差し押さえをしまして換

価につなげていくわけでございます。もちろんこれが生活に直結し、生活保護とか、それから
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本当に生活できないような状況になる場合には、先ほど申し上げましたとおり、執行停止をす

るわけでございますけども、差し押さえをし、換価につなげていくと。これを厳正に執行して

いくと、これが厳正な対応だというふうに考えております。 
〇議長（小林始君） 

 中村善次君。 
〇１１番議員（中村善次君） 

 そこで処分を拒否、あるいはまた拒否し続けます。その処分に従わない納税者の対応ですけ

ども、どのようにするのか伺いたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 山下総務部長。 
〇総務部長（山下真弥君） 

 この滞納処分というのは本人の意向にかかわらず、市の決定で行うことができますので、本

人の意思にかかわらず差し押さえ、換価をしていくという状況であります。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 中村善次君。 

〇１１番議員（中村善次君） 
 では、この件はそのへんにしておきます。 
 それから無財産、それから生活困窮者、所在不明の理由により滞納処分の執行が停止されま

すけども、そのあたりの対象基準ですけども、お聞きしたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 山下総務部長。 
〇総務部長（山下真弥君） 

 先ほどから申し上げましたとおり、数年前まではこのへんの基準が極めて曖昧で、うちの中

に入り、財産調査をするようなこともしていなかったように考えてございます。県の滞納整理

推進機構ができてからは、そこに職員を毎年２名、派遣をしながら滞納処分のスキルアップを

し、執行をしているわけでございます。このへんの基準につきまして、細かいところまで把握

はしておりませんが、県の指導、協力の中で実施をしているところでございます。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 中村善次君。 

〇１１番議員（中村善次君） 
 先ほど動産の説明がございました。抵当権の設定がなされるということが考えられます。や

はり捜索の強化も１つの方向性ではないかと思います。それらを勘案した中で、動産の競売の

実績について、お聞きしたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 山下総務部長。 
〇総務部長（山下真弥君） 

 平成２２年度の実績でございますけども、合計で４９０件、１億３００万円、先ほど答弁さ

せていただきました。４９０件のうち不動産はゼロ、動産が２２件、預貯金が３４１件、給与



 １６８ 

が１７件、家賃、その他、１００件ほどになります。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 中村善次君。 

〇１１番議員（中村善次君） 
 次に滞納者の氏名の公表について検討すると、これも明記されております。この点について、

ご協議なされたのかどうなのか伺います。 
〇議長（小林始君） 

 山下総務部長。 
〇総務部長（山下真弥君） 

 滞納者の公表ということでございますけども、非常に難しい問題でございます。個人情報の

問題、もう一方では収納率を上げていく問題等々ございます。今後につきましては、さらに検

討を進めていきたいと考えております。 
〇議長（小林始君） 

 中村善次君。 
〇１１番議員（中村善次君） 

 私の記憶だと、過去、荻野市長みずから氏名の公表を行う旨の話がされたと私は記憶してお

ります。氏名公表に向け、対応していくと理解してよろしいか、荻野市長に伺います。 
〇議長（小林始君） 

 荻野市長。 
〇市長（荻野正直君） 

 滞納者につきましては、氏名を公表するくらいの意気込みでやりたいということで検討して

まいりましたけども、先ほど総務部長がお答えしましたように、氏名の公表につきましては、

非常にいわゆる個人情報等の大きな壁がありまして、現在そこで行き詰っているというのが現

状であります。 
〇議長（小林始君） 

 中村善次君。 
〇１１番議員（中村善次君） 

 特に悪質とされる件については例外をこしらえてもいいかなと、私はそんなふうに考えてお

ります。 
 それから笛吹市では、管理職員による滞納金の特別徴収を行っておりますけども、この理由

について市長より回答をいただきたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 荻野市長。 
〇市長（荻野正直君） 

 お答えいたします。 
 管理職におきまして、滞納の徴収を行っているという実態でありますけども、これは１つは

税というものに対する管理職員を含めて、もちろん全職員でやればいいわけでありますけども、

もろもろの事情がございますから、管理職そのものに税の尊さ、大切さ、こういったものの理

解をより深めていただくというようなことと、もう１つは地域を知る中でどういうふうな形で
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税が納められないのか、先ほどからもお話がありますように、本当に納めたくても納められな

い方もいらっしゃるわけでありますから、そういった方の、いわゆるしっかり調査をする中で

進めていきたいと、こういうふうに思っております。 
〇議長（小林始君） 

 中村善次君。 
〇１１番議員（中村善次君） 

 本市の収税率は、県内で最下位であります。数千万円単位の高額滞納者、この多さに驚くと

ころでもあります。今後、大型事業の計画の推進により厳しい財政運営が強いられます。多額

滞納金の徴収は大きな課題であると思います。高額滞納者に対する納税の説得は、職員による

戸別訪問だけでなく市長みずから特別徴収に参加して、直接高額滞納者に納付を促すというこ

とも大事であります。この件も荻野市長、やっておられると思いますけども、今後こういった

計画に沿って実行するのか、心情をお話し願いたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 荻野市長。 
〇市長（荻野正直君） 

 高額滞納者につきましては、私のところにも資料がまいっております。ほとんど企業が多い

わけでありますけども、ほとんど差し押さえがされておりまして、市が手を付ければたちまち

会社そのものが破産をしていくだろうという予測をしております。なおかつ、今、市内で２つ

の大きな企業があるわけでありますけども、この２つの企業につきましては、いわゆる持ち主

が非常にはっきりしない、そういうふうな状況になっているところがございます。そういうと

ころについては手のつけようもないし、なおかつよくよく調べていきますと、複雑な権利者が

入っているというふうな、そういうふうな状況もございまして、大変、頭を痛めているところ

であります。いずれにしましても、いわゆる大口滞納者がどういうところであるかということ

については私なりに報告をさせ、認識をいたしているところであります。 
〇議長（小林始君） 

 中村善次君。 
〇１１番議員（中村善次君） 

 市の代表として、滞納対策ですね。リーダーシップを発揮していただきたいと。直接、滞納

者と話す中での、促す行動をね、荻野市長、ぜひとってほしいんですけども、今そのへんの答

弁がなかったわけですけども、その計画はありますか。 
〇議長（小林始君） 

 荻野市長。 
〇市長（荻野正直君） 

 これにつきましても、過日、業界の方、いわゆる個別ではございませんけども、業界の方た

ちの幹部の方にお集まりをいただきまして、市でやるべきことはしっかりすると。しかし、い

わゆるそれぞれの、企業の義務をしっかり果たしてほしいと、こういう話をしっかりさせてい

ただきました。 
〇議長（小林始君） 

 中村善次君。 
 



 １７０ 

〇１１番議員（中村善次君） 
 最後になりますけども、市民合意が得られない事業を実施した場合、市民と行政の間にこれ

は当然、溝が生じます。合意形成がなされず、ますます滞納意識の低下に結びつくと考えます。

行政と滞納者との信頼関係の構築が重要だと思いますけども、当局の考えを求めます。 
〇議長（小林始君） 

 山下総務部長。 
〇総務部長（山下真弥君） 

 お答えします。 
 市税の徴収率の状況、ここ３年ほど、平成２０年度が９４．４％、２１年度が９４．６％、

２２年度が９５．８％とわずかでありますが、徐々に上がってきております。２２年度につき

ましては、最下位を脱したという画期的なところでございます。まだまだ低いわけでございま

すけども、今後とも県の滞納整理推進機構と歩調を合わせながら、徴収率の向上に向けて、全

職員一丸となって頑張っていきたいというふうに思います。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 中村善次君。 

〇１１番議員（中村善次君） 
 私の質問と答えがだいぶ、かけ離れている。もう一度、答弁をお願いします。 

〇議長（小林始君） 
 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、市の事業はすべてにおきまして、市民の合意を得ながら進めていくの

が大前提でございます。荻野市政におきましても市民第一主義を掲げて、あらゆる方法をとり

ながら、市民の理解、合意を得ながら事業を進めてまいりましたし、今後につきましてもその

ために全力を尽くして、市民合意を得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（小林始君） 
 中村善次君。 

〇１１番議員（中村善次君） 
 今後、すべてそういった考えのもと市政を運営していただきたいと思います。 
 箱物行政に多くの反対者があることは、市当局においても承知のことと思います。建設後に

おきましては多額の管理運営費が当然、必要となります。市民の税金を充当することとなるで

しょう。大型施設の建設後は、納税はしませんという市民が増えつつあることをここで私お話

しし、私の質問を終わります。ありがとうございました。 
〇議長（小林始君） 

 以上で、中村善次君の一般質問を終了いたします。 
 関連質問を許します。 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 先ほどの答弁の中に、給水停止について約９６５万円の徴収ができたという答弁があるわけ
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なんですけど、この給水停止をして、まだ料金を払わない方々はどのように生活しているんで

しょう。そっちのほうがちょっと心配になりまして、お聞きします。 
〇議長（小林始君） 

 竹越公営企業部長。 
〇公営企業部長（竹越富男君） 

 関連質問にお答えします。 
 給水停止をしても何日か、当然お支払い、連絡がつかない方がいるわけですけども、そうい

う方はどうやって生活しているか、私どもも調べてはないんですけども、何人かはいるわけで

すけども、ある程度、一定期間経ちますと、必ずこちらのほうへ連絡をとるようなケースが多

い。それは、１人か２人はそのままという方もおいでになるようですけども。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 ありがとうございました。 
 その給水停止のものは自分で解除ができるんですか。それともどんなような停止状況になっ

ているんですか。 
〇議長（小林始君） 

 竹越公営企業部長。 
〇公営企業部長（竹越富男君） 

 給水停止につきましては、まずメーター器がありますので、メーター器を開けまして、そこ

で止めます。ロックをしますので、ただ止めるだけだと自分で開けられますので、うちのほう

でロックをかけますので、普通の方でしたら開けることはできません。専門業者の方でしたら

技術的に開けることはできるかもしれませんけども、ほとんどの方は開けられない、そういう

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（小林始君） 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 ありがとうございました。 
 平成２２年の決算報告書によりますと、５億円の不納欠損を入れてトータル７億数千万円に

なったということは、記憶にまだ新しく残っております。その不納欠損につきまして、不納欠

損の前に土地の不動産物件等々、また財産の差し押さえをして時効の中断をさせるべきと私は

考えますけども、いかがでしょうか。この中にも入湯税も、目的税であるものが不納欠損に入っ

ているというような認識もしておりますけども、この点についてのご見解をお願いします。 
〇議長（小林始君） 

 山下総務部長。 
〇総務部長（山下真弥君） 

 時効の中断をという話でございます。あらゆるケースがございまして、議員ご指摘のとおり、

できるだけ換価につながるように時効の中断も含めまして、今現在やっておるところでござい
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ます。２２年度不動産の換価はできませんでしたけども、２３年度はいくつか出てきておりま

す。数字は今、持っておりませんけども、今年度は不動産の換価も進めます。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 ぜひ２２年度の決算書を見ますと、５億円が減ったから、今度は滞納が３６億６千万円ぐら

いになったわけですね。ですからこういう中断とか、そういうことも努力して、できるだけ不

納欠損がないように徴収に努めてもらいたいと思います。 
 次に移ります。 
 毎月例月出納検査等、行っていただいております代表監査委員に一言、質問させていただき

ます。この３６億６千万円、この滞納について、これを私は今、平成２２年度決算で申してお

ります。その中でやはり職員にはどのような、代表監査委員として提言をしているのか。たぶ

ん厳しくやっていると思いますけど、どのような状態で話を行っているのか、お聞きしたいと

思います。 
〇議長（小林始君） 

 飯田代表監査委員。 
〇代表監査委員（飯田三郎君） 

 せっかくのご指名でございます。 
 毎月定例監査をさせていただいております。例月出納検査、それから定期監査の折には事務

局のほうから滞納関係、収納関係の資料をいただいて、それを検討して、指摘事項は指摘事項、

お願いすることはお願いすることで、それは厳しく行っております。バッチをいただいている

以上、それは当たり前の職務であると思っております。 
 それから滞納処理ということは、非常に今まで、ただいま話がいろいろありましたように、

複雑な深い意味合いを持っていまして、これは一概に何か事業を企画して完了して、それで終

わりというわけにはいかない問題であります。人権の問題もありますし、それからそれぞれ滞

納者の生活の問題もあります。そういう側面を判断しますと、事務方の説明を聞きましても、

一律に滞納者の徴収について判断を下すということは、非常に難しい面もございます。われわ

れ迷う点もあるわけでございます。しかし基本的な問題として、先ほど来お話が出ております

ように公平感を市民の方たちに持っていただかなければならない、これは当たり前のことでご

ざいます。それからもう１つ、これは財源でありますので、そのままそうかと見逃すわけには

いきません。そういうことを根底におきまして、厳しい徴収方につきましても事務方のほうへ

お願いを申し上げております。 
 余計になりますが、過程として数年前より監査委員はその徴収体制、職員体制をぜひとって

くれということをお願いし続けてまいりました。その結果、職員体制につきましては行政方の

理解も得まして、ただいま先ほど来お話があるとおり、徴収につきましても大変、徴収金額に

つきまして実績が上がっております。これは私たちも毎月ご報告を受けております。 
 最終的にいろんな段階で法的な措置をとっていくんですが、最終的に先ほどの質問にありま

したように、安易に不納欠損処分まで持ち込んでは困るということは要請してあります。でき

るだけ、その間の努力はしていただきたい。法的措置もとれる相手であるならば、法的措置を
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とって、そして納入を促すということが必要でありますし、実際そういうことで何年分かを一

括して納めてくれたという、そういう納税者というか、納入者もあったように報告されており

ます。ですから安易に不納欠損に持ち込むべきではないということは、監査委員としても申し

上げております。 
 それから先ほど、行政側の執行部の答弁にもありましたけれども、ご質問もありました。課

長級が徴収へタッチしているということもございましたけども、私は監査の折、雑談的に私の

体験から、私も当時、単村の助役をしておったときに、先頭を立って徴収に班編成をつくって

まいりました。そして厳しい状況、家庭の中で立ち入って納入方をお願いした、そういう、大

げさに言えば修羅場を何回かくぐってきている経験があります。それから納めなかった企業の

責任者の方とやり合ったことも過去に何回かあります。そういうことの経験を踏まえた中で、

監査の折に雑談的にそんなことを職員の方に申し上げたことがあります。私は経験的にこんな

ことをしてきましたよ、市のほうでも滞納整理につきましては、どうですか、かなりトップの

責任者の方を交えて、その部外者であっても、部外者というのは自分の責任範囲以外の方たち、

例えば国保税が滞納しているから国保の担当者に滞納分を徴収してこいと、そういうことでは

なくて、関係ない部署であっても責任者を決めて、班編成をして、そういう徴収方法をしたら

どうでしょうかと。そうすれば、職員の方たちも、そういう理解が得られるんではないでしょ

うかという雑談的な提案をしたことがございます。ただいま、そういう質疑がありまして、そ

ういうこともよかったかなと。いいことだったなというようなことを感じました。 
 答弁が長くなりましたけども、そういう意味合いで公平な立場で公平感を持った負担をして

いただくということと、いい財源であるということと、そしてもう１つ、裏には非常に生活が

かかっている問題、プライベートの問題、それから積年の累積の数字ですから、非常に徴収す

るのに難しい問題、滞納整理というのは非常に難しい点がございますけれども、私どもの立場

とすれば、なお一層、奮励努力せよと、そういうことだと思います。 
 以上、答弁になりましたかどうか。 

〇議長（小林始君） 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 ありがとうございました。ぜひ権能を十分発揮して、滞納にまたご尽力くださればと思って

おります。 
 平成１７年２７億７千万円の滞納、途中で３６億円、２１年で４１億円。その中で２２年度

は５億円の不納欠損をしまして、３６億６千万円。そのことについて、今、実績は上がってい

るといっておりますけども、そういうことにつきましてのこの滞納についての監査委員からの

感想がありましたら、また一言でも結構ですので、よろしくお願いしたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 飯田代表監査委員。 
〇代表監査委員（飯田三郎君） 

 絶対数字は、１月の報告書で、一般会計ほかを含めましてトータルで５６億円ぐらいありま

した。そういう絶対数値を比較しますと、不納欠損をしたからそれがダウンして、その分ダウ

ンするわけですが、それはそれとして徴収に職員の方たちが努力していただいて、その分、な

んと言いますか、収納分が増えてきたということの実績の比較とは別なことで、これは徴収実



 １７４ 

績を幾分ずつでも増えてきたということを認めなければいけないと思います。その実績は職員

の方たちの努力だと思います。 
 不納欠損処分の額で、不納欠損したから絶対数値は下がるんでしょうけど、その分は一時的

に下がるわけですけども、それと職員の方たちの収納した分のアップ分との比較というのは、

ちょっと意味合いが違うような気がいたします。それは私たち、先ほどのあれで、私の先ほど

のお答えで、もう１つ、現年分の中で滞納が発生しないようにと、そういう努力をお願いして

おります。答弁になったでしょうか。 
〇６番議員（風間好美君） 

 ありがとうございました。終わります。 
〇議長（小林始君） 

 関連質問を続けます。 
 （ な し ） 
 関連質問を終わります。 
 ここで、暫時休憩をいたします。 
 ３時４５分までといたします。 

休憩  午後 ３時３７分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ３時４６分 
〇議長（小林始君） 

 再開いたします。 
 再開にあたりまして、先ほどの答弁の中で佐藤建設部長のほうから訂正がございますので。 
 佐藤建設部長。 

〇建設部長（佐藤貞雄君） 
 渡辺議員の関連質問の中にありました、市営住宅の家賃収入額でありますけれども、違った

数字をお答えいたしまして、誠に申し訳ありませんでした。ここで改めまして、正しい数字を

お答えさせていただきたいと思います。 
 先ほど答えた数字については、約４千万円というお答えをさせていただきましたけれども、

正しい家賃額につきましては、約８，５００万円の家賃収入となっています。内訳につきまし

ては、内容ですけれども２２年度の収入済額が約７，２００万円でありまして、あと２３年度

から運用しています八代の定住促進住宅の家賃の見込み額を含めますと、約８，５００万円の

家賃収入となります。 
 大変違った数字をお答えいたしまして、大変申し訳ありませんでした。訂正をし、お詫びを

申し上げます。申し訳ありませんでした。 
〇議長（小林始君） 

 一般質問を続けます。 
 １９番、中川秀哉君。 

〇１９番議員（中川秀哉君） 
 ただいま議長の許可をいただき、通告に従いまして、これより一般質問をさせていただきま

す。中川秀哉でございます。 
 さて、本定例会には先進自治体に学ぶ市内公共施設および観光施設に公衆無線ＬＡＮの設置
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を求むについて、質問をさせていただきます。 
 昨年、２０１１年７月、大手マーケティングリサーチ会社の調査に基づく市場規模予測によ

れば、２０１１年度の携帯電話出荷台数は前年比７．６％増の４，０５０万台となり、２００７年

度の５千万台以来、４年ぶりの４千万台超えが見込まれると発表がございました。また今後、

２０１２年以降、１５年までの予測で約４千万台以上の規模で推移が続くと予測がされており

ます。 
 このうち２０１１年のスマートフォン、いわゆる高機能携帯電話、こういった商品でござい

ますけども、出荷台数が前年比２．３倍の１，９８６万台、これが２０１５年度には総出荷台

数の約７割超となる３，０５６万台と飛躍的な伸びが予測されております。 
 また先日、記憶に新しいところでは２月２１日に総務省が発表されました２０１１年１２月

末のＰＨＳを含む携帯電話の加入契約数がおよそ１億２，９８６万８千件を超え、日本の総人

口を上回ったそうでございます。いまや１人が複数台数を持つ時代となりました。 
 こうした中、特に中山間地や観光地を抱える各都道府県、市区町村の公共施設において独自

に無線ＬＡＮサービスを導入している先進自治体もあります。その多くは、図書館や都道府県

庁や市区町村役場等に設置されておりますが、ただし、その目的は地方自治体が設置している

とはいえ、利用者をその自治体の住民に限定していない場合が多く、ほかの地域からの観光客

対策の一環としている場合もございました。 
 今後、市民や観光客がさまざまな情報を入手する手段として、公共施設等および市内各観光

施設に公共無線ＬＡＮの早期設置が望まれると考えますが、現状と今後の取り組みについて以

下、市当局の見解をお伺いたします。 
 １番目として、これまで市民や観光客に対する情報発信について、どのように取り組んでこ

られましたか。また、その課題はありますでしょうか。 
 ２番目に、公衆無線ＬＡＮの設置について先進自治体に比べ、本市の問題点はどのようなも

のがあるでしょうか。 
 ３番目といたしまして、住民サービスで特に緊急速報などを受け取る媒体として、携帯電話

やスマートフォンの利用者が多いと感じますが、どうでしょうか。 
 ４つ目といたしまして、ここで訂正をお願いしたいんですが、顧客ではなくて接客というこ

とでお願いしたいと思います。接客サービスとして、公衆無線ＬＡＮの設置先に携帯電話やス

マートフォンの利用者が長く滞在する傾向がありますが、どうでしょうか。 
 ５番目といたしまして、今後、公共施設や観光施設に公共無線ＬＡＮの設置の早期設置が望

まれますが、いかがでしょうか。 
 以上でございます。 

〇議長（小林始君） 
 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、池田経営政策部長。 

〇経営政策部長（池田聖仁君） 
 中川秀哉議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめにこれまでの市民や観光客に対する情報発信の取り組み、課題はについてであります。 
 市民や観光客に対する情報発信手段として、広報紙やホームページがございます。広報紙は

毎月１回各戸に配布され、また図書館や駅前観光案内所、金融機関などにも備え、自由に見る
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ことができます。また観光客への情報提供としては、主に市のホームページや観光団体等によ

るポータルサイトの立ち上げにより、携帯電話でも見ることが可能であります。 
 今後、普及率が伸びているスマートフォンへの対応などが考えられますが、現在、ツイッター、

フェイスブックでの情報発信も含め、検討しているところであります。 
 次に公衆無線ＬＡＮの設置について、先進自治体に比べ本市の問題点はあるのかについて、

お答えいたします。 
 全国の公共施設の利用度を見てみますと都心部の駅や空港ターミナル、高速道路のサービス

エリア、各地観光情報等の案内所で多く利用されております。自治体の公共施設では庁舎ロビー

や図書館学習室、ホール内のロビー等で利用できる施設が増えつつあります。県内におきまし

ても上野原市役所・文化ホール、甲府市総合市民会館会議室およびロビーや韮崎市庁舎ロビー

等が利用できるようになっております。 
 本市の問題点については、本庁舎に設置する場合、カウンターまわりのフロアが狭いなどの

課題が挙げられますが、今後スペースや利用度を検討していく中で、その必要性を十分精査し

判断していきたいと考えます。 
 次に緊急速報などを受け取る媒体として、携帯電話やスマートフォンの利用者が多いと感じ

るがどうかについてであります。 
 緊急速報などの受け取り手段として、携帯電話やスマートフォンは有効な手段と考えており

ます。本市では、県および県内全市町村と電子化共同事業の取り組みに、合併時から参加して

きたところであります。 
 電子化共同事業の１つとして、やまなしくらしねっとがございます。携帯電話向けサービス

として、施設の空き状況や一部施設の予約、申請や届け出、メールマガジン等が利用できます。

特に防犯・防災等の緊急速報に有効な手段であるため、やまなしくらしねっとのさらなる周知

を図り、有効活用の推進、利用登録の拡大に努めてまいります。 
 次に、公衆無線ＬＡＮの設置先に携帯電話およびスマートフォンの利用者が長く滞在する傾

向があるがどうかについて、お答えいたします。 
 個人の情報収集量に応じて、滞在時間が長くなることも想定できます。施設に設置してある

パソコンからインターネットを利用する場合には、使用時間の制限が必要であると考えますが、

個人所有の機器から無線ＬＡＮを利用する場合には、その施設に応じた利用の範囲内で運用し

ていくことが望ましいと考えます。 
 次に今後、公共施設等に公共無線ＬＡＮの早期設置が望まれるがどうかについて、お答えい

たします。 
 現在、石和観光温泉協会駅前案内所では山梨県および、やまなし観光推進機構と民間企業の

協働による全国初となる産官民協働のやまなしＦｒｅｅ Ｗｉ－Ｆｉプロジェクトを推進して

おります。これは本県を訪れる外国人観光客が無料で利用できるＷｉ－Ｆｉスポットを整備し、

外客受け入れ環境水準を向上させ、外国人観光客の増加と周遊観光につなげることを目的に進

められているところであります。 
 無料Ｗｉ－Ｆｉスポットの整備目標として、現在の２３０カ所から平成２４年度末までに

５００カ所、平成２５年度末までに１千カ所まで整備していく予定であり、本市においても石

和温泉駅前観光案内所周辺や民間施設でも整備が進んでおり、今後も笛吹市観光連盟を中心に

山梨県およびやまなし観光推進機構と協力し、さらなる民間企業への協働を働きかけ、市内観
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光施設の整備を進めてまいりたいと考えております。また、公共施設への公共無線ＬＡＮの設

置につきましても、今後検討してまいります。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 再質問。 
 中川秀哉君。 

〇１９番議員（中川秀哉君） 
 ありがとうございました。 
 再質問に入る前に、昨年２３年７月に福岡県の福岡市がインターネットにおいてモニターア

ンケートを実施した結果から、おもしろいデータがございました。市内外から１，５００人余

りの皆さまに回答をいただいた中で、このインターネットのいわゆる無線ＬＡＮを使用する時

間帯どのくらいあるか。大体１５分未満が２４．２％。３０分未満が４１．４％。約６割強が

３０分以内を利用されて、その主な内容がファーストフード、またホテル、そのほか公共機関、

空港や駅、電車内で利用されると。その情報の約９割の一番多かった回答がニュースや天気予

報、電子メール、交通情報、乗り換え案内、地図検索などでした。その次に飲食店の検索や商

店、商業施設、クーポン、割引、特売などでございました。また、今後の利用ニーズが最も大

きなものは、先ほどもご案内させていただきましたタブレット型の携帯端末、いわゆるスマー

トフォンが多いということでございました。こういう中で、もし無料の無線ＬＡＮが使用でき

るとしたら、参加したいかという回答に約７３．３％の方が利用したいということでございま

した。これを受けまして、再質問に入らせていただきます。 
 現在、先ほども答弁ございました市内での情報の公開で、笛吹市のホームページ等がござい

ました。最近の笛吹市のホームページのアクセス数は、どのくらいの推移がされているでしょ

うか。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、池田経営政策部長。 
〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 平成２１年度以降、アクセス件数は１００万件を超えております。ちなみに平成２１年が

１３３万件。昨年、平成２２年度は１７５万件。本年度につきましては、１月末までの実績か

ら申し上げますと１１８万件ということであります。若干、昨年度に比べて訪問件数、落ちて

いる状況であります。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 中川秀哉君。 

〇１９番議員（中川秀哉君） 
 先ほどの答弁にもございましたが、昨年１２月にスタートされた笛吹観光ナビというものが

あるそうでございます。私も勉強不足で、昨日の代表質問の中でお伺いした次第でございます

が、これはどのような運営主体で、市内内外の周知方法、また駅前の設置された無料Ｗｉ－Ｆ

ｉの利用範囲と、どのくらいの設置費用がかかるのか伺います。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、豊角産業観光部長。 
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〇産業観光部長（豊角英人君） 
 まず、笛吹観光ナビの運営主体になりますが、これは笛吹の観光物産連盟が運営主体となり

ます。それから市内外への周知方法になりますが、市内においては当然ながら広報、ホームペー

ジ等での掲載、１２月からスタートしたという連絡をとっております。市外になりますが、ホー

ムページから当然、入り込めるような簡単なものになっていくと同時に、パンフレット、チラ

シ等の配布がございますが、その下のほうに笛吹観光ナビで詳しい情報がとれますという掲載

をさせていただいております。 
 それから無料Ｗｉ－Ｆｉの利用範囲、それと設置費用になりますが、利用範囲とすると駅前

の観光案内所がございます。あそこからになりますから、おおむねになりますが半径２０メー

トルぐらい、足湯がありますが、その程度の範囲内については使えるという範囲になります。

それから設置費用になりますが、これについては県と観光推進機構、それから民間団体という

ことですので、設置費用のほうについては細かい数字は持ち合わせてございませんが、市の負

担部分については、基本的にはございません。 
 以上になります。 

〇議長（小林始君） 
 中川秀哉君。 

〇１９番議員（中川秀哉君） 
 今現在、笛吹市におきまして私が思いますに以下のような案内マップがない、もしくは古く

なっておりまして更新されていないと思われるものがございます。それは１つには笛吹市公共

施設の案内マップ、いわゆるフロアごとのどういったものが、どこの部署がどこにあるかとい

うものが紹介されるようなものがないんではないかと。また、これについては南館、保健福祉

センター、各支所などがありました。また、先ほど笛吹観光ナビというご紹介がありましたが、

今現在、駅前の観光案内マップというものが新しいものとなったものがないんではないか。特

に駅前周辺の旅館、ホテル、またお土産屋さん、その他、店舗などの紹介などがないんではな

いかと。もう１つは、笛吹市全体の観光案内マップ。時折、四季折々の写真の撮影ができるよ

うなスポット、さらに夜景などのスポット、そのほか観光名所など、さらにバリアフリーの施

設などの紹介、こういったものがないんではないかと。これは紙ベースにすると、かなりの費

用がかかるわけですが、これがもしホームページ内に併設されれば、かなりの削減ができ、そ

れもまたインターネット、またスマートフォン等で配給することができると。 
 先ほども福岡市も紹介させていただきましたが、特に観光地へ来てからどういったものに対

応するのか、どういったものがあるのかというものを見るには、一番そういったものが分かり

やすいというふうに考えます。ぜひ、これをお願いしたいと思うんですけれども、いかがでご

ざいましょうか。 
〇議長（小林始君） 

 池田経営政策部長。 
〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 お答えいたします。 
 笛吹市の公共施設の案内マップ関係でございますけども、これはすぐにも対応可能だろうと

考えておりますので、前向きに検討を進めていきたいと思います。 
 それから温泉駅前案内マップ関係でございますけども、これも観光ナビにおそらくアップす
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ることが可能だろうというふうに考えておりました。これも検討を進めていきたいと思います。 
 それから笛吹市の観光案内マップ、これは多くの情報がこれは必要となってまいります。一

部につきましてはアップしているところもありますけども、これは情報収集の必要性、それか

ら必要量、これも前向きに考えながら検討をしていきたいと思います。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 中川秀哉君。 

〇１９番議員（中川秀哉君） 
 さらに笛吹市内で公共無線ＬＡＮができるよう広く、市内外へＰＲすべきだと考えますけど

も、先ほど広報という話もありましたが、そのほか何かございましたらお願いします。 
〇議長（小林始君） 

 池田経営政策部長。 
〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 笛吹市内で公衆無線ＬＡＮが利用できるようＰＲすべきという部分でありますけども、現在、

私どもが公衆無線ＬＡＮが利用できる施設という部分の把握につきましては、やまなしＦｒｅ

ｅ Ｗｉ－Ｆｉ関係の情報だけでありますから、その他の情報収集がどのくらいできるのか、

どのくらい把握できるのかということが、１つのポイントになってくるというふうに考えてお

ります。これにつきましても、検討課題とさせていただきます。 
〇議長（小林始君） 

 中川秀哉君。 
〇１９番議員（中川秀哉君） 

 まさに今、そのとおりだと思います。そのフリーサポートへリンクできるよう、ホームペー

ジ等で紹介をいただければ、すぐに可能ではないかと思います。 
 続きまして将来、平成２７年度に向けて庁内の生活情報系システムの更新を、ただいま市で

は検討されておりますが、このクラウドを導入するに、この利点といたしまして、今後それぞ

れの職員がこれまで１人１台のパソコンでございましたが、今後はタブレット型の携帯端末を

利用することが可能となります。そうなると、ますます庁内でも公衆無線ＬＡＮが各フロアご

とに必要となるんではないかと思いますが、今後の計画など、もしありましたらお伺いいたし

ます。 
〇議長（小林始君） 

 池田経営政策部長。 
〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 現在、市役所業務の中で住民情報系システムの更新、いずれはクラウド化していこうという

ことで進めておりますけども、これにつきましては個人情報、いわゆる住民基本台帳情報から

税務業務、国保業務、それから福祉業務、保険業務、多彩に個人情報を取り扱う業務でありま

す。どこまでセキュリティーが確保できるかということでありますが、こういったタブレット

ですね。今後の業務の中でどのように活用していくのかということも含めまして検討していく

必要があるのかなというふうに考えております。 
 以上、答弁とします。 
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〇議長（小林始君） 
 中川秀哉君。 

〇１９番議員（中川秀哉君） 
 今、ご答弁をいただきまして、まさにそのとおりだと思います。セキュリティーの問題等も

含める中で公衆無線ＬＡＮの利用に際しまして、先進自治体ではフリースポットの協議会など

の事前登録をすることによりまして、不正アクセス防止や利用者の自主性を確認するようにさ

れております。これは無料で登録ができるという対象でございます。これを含めた中で、笛吹

市としてぜひこういう計画を取り入れていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 池田経営政策部長。 
〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 公衆無線ＬＡＮの利用に際しましてのサポート登録というようなご質問かと思いますけども、

現在、駅前の観光案内所というのはメールアドレス登録をしていただきまして、パスワードが

利用できるというようなことをしておりますし、こういった対策もどこまでするのかというこ

とにつきまして、検討していく必要があるというふうに思います。 
 進めるのであれば観光案内業務、それから市民向けで、どのように市民の利便性、便宜が図

られるのかということを１つのポイントとして検討してまいります。 
〇議長（小林始君） 

 中川秀哉君。 
〇１９番議員（中川秀哉君） 

 昨年１２月に、私も質問させていただきました教育委員会のキャラクターでありますが、フッ

キーというマスコットキャラクターが今後、２４年度以降、笛吹市のマスコットキャラクター

として進められるということでございますが、まだ市民の皆さんはなかなかフッキーというキャ

ラクターがどういったものかというのが、なかなか普及していないという現状がございます。

ぜひ、これはホームページですぐにでも載せていただいて、できれば動く、もしくは声を発す

るといったところまで計画をしていただいて、本当に文字どおり笛吹市のキャラクターなんだ

ということをアピールしていただくように求めますが、いかがでございましょうか。 
〇議長（小林始君） 

 池田経営政策部長。 
〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 今定例会にこのイメージキャラクターということで、議案として上程させていただいており

ます。議決後につきましては、ご質問のように前向きに対応していきたいというふうに考えて

おります。 
〇議長（小林始君） 

 中川秀哉君。 
〇１９番議員（中川秀哉君） 

 ありがとうございました。 
 以上で、質問を終わらせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 以上で、中川秀哉君の一般質問を終了いたします。 
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 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。 
 １５番、新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 
 正正会の新田治江です。 
 通告に従いまして、２問、質問いたします。 
 質問の前に１句、日の光にも潤いがにじみ、寒さも緩んで春の気配が色濃く感じられる季節

を呼んだ句です。蛇笏先生です。「春めきて ものの果てなる 空の色」。 
 質問に入ります。１問目、特定健診の受診率向上に向けて。 
 特定健診の実施が義務付けられ、受診率６５％が目標値として掲げられています。昨日の代

表質問の中にも出ていましたが、平成２４年、達成できない場合はペナルティが課せられる。

また３月の広報の中にも各種健診希望調査書の延長のお知らせが入っていましたが、市として

のＰＲ、現在の状況、市民とのパートナーシップをどのように築いていくのか、お聞きします。 
〇議長（小林始君） 

 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） 
 新田治江議員の一般質問にお答えいたします。 
 特定健診の受診率向上に向けてでありますが、医療費が増加する要因の１つに食生活や運動

不足に起因する糖尿病、高血圧症、高脂血症、肥満症といった生活習慣病の増加が挙げられま

す。生活習慣病を原因とする病院の受診状況は徐々に増加し、医療費の上昇につながっており

ます。 
 このことを踏まえ、早い段階で生活習慣を見直し、予防することが重要であると考えられ、

平成２０年度の国の医療制度改革で特定健康診査・特定保健指導の実施がすべての保険者に義

務付けられまして、平成２４年度には特定健診受診率６５％の数値目標が掲げられました。 
 平成２２年度の受診率の状況でありますが、未受診者対策としての受診勧奨、笛吹市医師会

の協力を得て個別検診を取り入れた結果、受診率は県下で上位となり、県平均３７．６％を上

回る４３．３％となりました。 
 平成２３年度の数値はまだ確定しておりませんが、おおむね２２年度の実績と同率と見込ん

でおります。 
 こうした現状を踏まえ、平成２４年度は県下初の試みとして、本人の同意をいただき、かか

りつけ医から健診データの提供の本格実施、特定健診の検査項目を拡充し魅力ある健診の実施、

未受診者に対する受診勧奨などを行い、受診率向上の強化を図っていく予定であります。 
 次に市民とのパートナーシップについてでありますが、先月２１日には女性団体連絡協議会

の皆さまに国保フォーラムを開催していただき、国保医療費や特定健診について大きな反響を

いただきました。市民一人ひとりに医療費の状況、特定検診、健康づくりに関心を持っていた

だくことが何より重要であるとのことから、さらなる啓発活動や地域へ出向いての出前講座な

どを積極的に行い、家族や地域で健診受診への声かけが活発になるなど、市民と協働して受診
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率向上に向けた取り組みを進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（小林始君） 
 再質問を行います。 
 新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 
 特定健診健康診査、特定保健指導の実施がすべての保険者に義務付けられ、６５％を目標値

とされましたが、先日、ラジオを聞いていましたら、厚生連の健診受診率５０％を応援します

という放送が流れていました。この受診率のパーセントというのは、どのような過程で決まっ

てくるものか、お聞かせください。 
〇議長（小林始君） 

 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。 
 特定検診の受診率等でございますが、これは国で保険者ごとに定めております。保険者ごと

と申しますのは、例えば国保には受診率、先ほどから出ております６５％。それから会社員の

方々が入っている協会健保、これには７０％。それから公務員が加入しております共済、これ

は８０％という目標数値が定められております。付け加えますと、協会健保とか共済は職場で

奨励できますが、国保は市民、住民の方が相手なので、なかなか周知が難しいなとは思ってい

ます。 
 それから議員さんがラジオをお聞きになった５０％でございますが、おそらくガン検診を、

やはり国で各自治体に企業と協力して、５０％という目標数値に取り組みなさいということが

ありますので、それかと思いますが、そちらのそういった目標数値が定められているというこ

とであります。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 
 受診率で、男性と女性の受診率はどのようになっているか、お聞かせください。 

〇議長（小林始君） 
 河野市民環境部長。 

〇市民環境部長（河野修君） 
 受診率の再質問について、お答えをいたします。 
 手元にあるのは２２年度の数値でございますが、男性が３９％、それから女性が４５％でご

ざいます。やはり女性の方のほうが受診率は高いということでございます。中でも５歳刻みで

見ますと、特に６０歳から６４歳までを見ますと男性が４１％、女性が５２％で１０ポイント

ほどの差がついているという状況であります。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 新田治江君。 
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〇１５番議員（新田治江君） 
 その中で男性の低い原因については、なぜというより理由を聞いたことはありますか。 

〇議長（小林始君） 
 河野市民環境部長。 

〇市民環境部長（河野修君） 
 男性の受診率でございますが、調査をしたということはちょっと私、把握しておりませんが、

一般論でよろしければお答えさせていただきますが、例えば男性は仕事を持っていて忙しくて

行けないということとか、それから女性よりも健康に対する関心がちょっと薄いのかなという

ことも言われていると聞いております。ということはどういうことになるかというと、ある程

度、病状といいますか、症状が重くならないと医者にもかからないということで、そうなりま

すと医者にかかるときは、高い医療費がかかってしまうということなので、やはり男性の方に

受診をしていただけるような取り組みが必要だなというふうに思っております。 
 答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 
 今の部長の返答では、やはり男性で、男性は仕事を持っているからなかなか検診を受ける機

会がない。そして、この前もフォーラムのときにも、医療費をたくさん使っているのは男性と

いうことでしたね。そしてそれもかかったとき、見つかったときにはもう遅い状態で、そして

医療費が高くなる。だから男性にも積極的に受診を期待したいと思います。 
 そして検診を受けない男性にどうしたら、受診をする、検診を受ける気になるかということ

を聞きましたら、返ってきた言葉が合併前みたいに保健師さんが家をまわったりして、受けて

くださいねとか、栄養指導もしてくれましたが、そんなふうにまわってくれればいいという声

が返ってきました。 
 そして代表質問の中でも、ペナルティが１億円という話が出ていましたが、それならば保健

師さんを各支所に配置することも受診率の伸びにつながり、また早期発見にもつながり、採算

が合うのではないかと思いますが、保健師さんを各支所に配置ということに対してはどのよう

に思っているか、お聞かせください。 
〇議長（小林始君） 

 中川保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（中川啓次君） 

 私ども保健福祉部に保健師がほとんどおるわけでございまして、現在、保健師が国保課に配

置されております保健師を含めて、２８名、保健師がおります。ただ、本市の規模として各支

所に配置するまでの体制が現状ではとれないという状況がございまして、若干、経過をご説明

申し上げますと、合併直後から保健師の体制については、いろんな方策を試行錯誤してきた経

過がございます。そんな中で、保健師の活用というのは地域に密着して、地域活動を主体にし

て活動してきた経過がございます。ただ、それが時代の変化といいますか、そういった中で法

律による年齢、それから健康度で区分されたサービスへというふうな形で、住民サービスの保

健師の対応の方策が変化をしてまいりました。そんな中で、近隣の市の状況やなんかを見る中

で、専門性や即効性を考慮しまして、業務分担制をとる中で分野ごとの業務を行うようにさせ
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ていただいております。 
 現状で、その２８名の保健師の対応という、どんな状況になっておるかということも若干、

話さなければいけないかと思いますが、集団検診業務等につきましては、市民の利便性を考慮

する中で、現在も旧町村単位で実施をさせていただいております。ただ、乳幼児健診につきま

しては、保健センター１カ所でさせていただいておりますが、これにつきましては、お母さん

方のアンケートの中で、特に支障がないだろうというようなお答えをいただいております。 
 訪問指導というようなことが今、新田議員さんのご質問の中で主になってこようかと思いま

すが、手元にある実績で見ますと、参考までに２１年の実績が手元にございますが、この２８名

の中の保健師の訪問指導、一般の保健指導等に該当する部分でございますが、件数が年間を通

して３，０３９件というふうな数字が出ております。これに電話相談は９，３００件というこ

とで、訪問と電話相談を合わせますと年間に、これらの保健師の対応が１万２千件というふう

な状況になっております。これは保健師１人当たりに換算しますと、訪問回数が年間１０８日

というような状況になっておりますので、決して訪問が少なくなっているとは思っておりませ

んが、そういった状況の中で現状、支所に保健師を配置するのはちょっと難しい部分があるの

かなというふうな判断をしております。 
 ただ、訪問についてはそういったことで、件数的には決して少ない数ではないかなというふ

うな判断をさせていただいております。 
 以上でございます。 

〇議長（小林始君） 
 新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 
 時代の変化ということでしたが、また保健師さんの活動の回数も今聞けば１万２千件ですか、

戸数。とても大変な業務だとは思いますが、１億円取られることを思えば、もうちょっと増や

してみるのも１つではないかなということも考えます。 
 そしてＰＲのチラシとか各戸に配っているチラシなんか、いろんな受診勧奨をすすめるため

の旗を作ったりとか、ＰＲの費用には現在はどのくらい掛けているんでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 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。 
 その前に１億円ということでございますが、昨日の代表質問でお答えしたんですが、私ども

は１億円のペナルティを取られないように、少しでも減らすように努力しております。申し添

えさせていただきます。 
 研修のＰＲですが、ＰＲという言い方はなかなか行政には馴染めない言葉なんですけども、

研修のお知らせにかかる経費ということでお答えさせてもらいますが、検診をまず受けていた

だくには個別に検診の希望調査というのを全戸に取らせてもらいます。そういった費用から、

それぞれ返事が戻ってまいりまして、今度は検診に、それぞれ個々の検診に通知を差し上げる

と、そういった費用等でお答えさせてもらってよろしいでしょうか。それですと４６０万円ぐ

らいの費用をかけております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 
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〇議長（小林始君） 
 新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 
 そうすると河野部長は、ペナルティを取られない強気の覚悟でいると思いますが、そうとっ

てもいいでしょうか。そして費用が今、４６０万円ぐらいと言っていましたが、私、どうすれ

ばみんなが検診を受けてくれるかということをすごく考えました。そしてお金をかけている、

その一部を、各区ごとの競争でよい区への達成賞とか、また反対に今出ている、低い区にはペ

ナルティとか考えたら、やはり区の一体感が出たり、区の絆ですね。こんないい賞を取りたい

から、みんなで受けよう。受けていない人には勧めるとかそういうのがあったり、区の団結に

もつながり、そういう意味ではこういう案も、達成賞を出したりするのもいいと思いますが、

そんな点はいかがでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 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が、強気の発言と言われたんですが、担当部長として意気込みと

いうことで、取り組んでいきたいというふうに思っております。 
 区ごとの報償というふうなお話しでございますが、実は全国にはさまざまなところがあるん

ですね。受診率が高いところには、報奨金を出しているところも実はあります。数は少ないん

ですが、あります。ペナルティをとっているところは、ちょっと聞いていないんですけども、

そういったことを踏まえて、今後、受診率を高めていく努力をしながら、そのことも検討の課

題とさせていただきたいというふうに思います。 
〇議長（小林始君） 

 新田治江君。 
〇１５番議員（新田治江君） 

 お願いします。そして合併してから検診会場が集約されましたね。そしてそのときに場所が

変わって、今まで歩いて行けたけども、今度は場所が遠くなってしまったから、なんか足がな

いと行けないというふうな、そんなことに対してはどのようにしていますか。 
〇議長（小林始君） 

 河野市民環境部長。 
〇市民環境部長（河野修君） 

 検診会場についての再質問ですが、現在、厚生連に委託をしてございます。厚生連のやはり、

ガン検診というと大型バスがまいりますので、どうしても会場、狭い道路では入っていけない

ということと、やはり各保険者が競って検診受診率を上げていますので、日程がびっしりでご

ざいまして、笛吹市で、各地区へ会場を落として、そこへ来てほしいといっても、なかなか来

てもらえない状況、どこの医療機関に頼んでもなかなか来てもらえない状況が１つあります。

それから車がなかなか入って来られない状況があります。 
 合併前の状況でございますが、議員さんのお住まいの境川地区は、合併前３地区で検診をさ

れていたと思います。実はほかの地区については、１カ所に集約をされて実施しておりました。

そんなことで、境川についても１カ所の集約ということになったと思います。それで足の確保

でございますが、委託先にお願いして、各地区の公民館をまわっていただいて、検診会場まで
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足として、それを使っていただくというふうにしております。そんな対策をとりながら進めて

おりますので、ご理解いただきたいと思います。 
 それから、これは甲州市の話でございますが、甲州市ではきめ細かく検診会場を設定してい

たそうなんですが、実は顔見知りであの人は病気だと言われてしまうということで、実は検診

の受診率が下がってしまったと。では少し集約しようということで、そういうふうになってい

る自治体もあるということなので、それぞれ一長一短あるな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（小林始君） 
 新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 
 ではまたいろんな、例えば検診に来た人たちにも、帰り際でもちょっと一言、車の足はどう

かとか、アンケートをとるとかそういうことをしなくても、帰り際に保健師さんなんかが声を

掛けてくれて、一人でも多く検診を受けてもらえるような努力をしてもらいたいと思います。

ぜひ１億円というペナルティは大きいものです。普通の人にとってみれば、１億円というのは

本当に見たこともないようなお金ですので、ぜひこのことは真摯な気持ちで受け止めて、絶対

取られないという気持ちで、無駄をなくして、そして市民に実情を訴え、パートナーシップを

深めて、事業展開を進めていってほしいと思います。成せば成るということです。市民協働で

頑張っていきたいと思います。 
 ２問目の質問に入りたいと思います。ごみ減量化の推進とバイオマス事業について。 
 １．生活系可燃ごみ５３％減量を目標に掲げて、平成１８年度から５カ年の計画で取り組ん

できました。本市のごみ減量化の推進につきましては、結果として５３％には届かなかったも

のの、平成２２年度までの５年間で約２９％の減量化が図られたとのマニフェスト検証報告が

されました。平成２３年度は５年間の成果と検証を踏まえた中で、平成２３年度マニフェスト

に掲げて、ごみアクションプランに基づき取り組んできましたが、この平成２３年度のごみ減

量推進の取り組み状況と、その成果を。 
 ２番、平成２３年マニフェストの中で、バイオマスタウン事業の早期実現により減量化達成

を目指すとありますが、バイオマスセンターを建設した場合の生ごみの搬入見込み量は。また、

家庭からの生ごみを搬入することにより、生活系可燃ごみ５３％減量の目標に対して何％ぐら

いの減量化となるか。 
 ３．利用バイオマスとそれぞれ収集運搬方法は。生ごみ、剪定枝など。処理方法、施設規模。 
 また４として、バイオマスセンター建設のイニシャルコスト、維持管理費の概算見込み額は。 
 お願いします。 

〇議長（小林始君） 
 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） 
 新田治江議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに、ごみ減量化推進の今年度の取り組み状況と成果についてでありますが、ごみ減量

化推進事業につきましては、環境基本計画や第２次ごみ減量協働プランに基づき、容器包装資

源物の分別収集をはじめ、生ごみの堆肥化促進や可燃ごみの減量に向けての啓発活動など、廃
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棄物の発生抑制と資源化に向けた取り組みを行っているところであります。 
 取り組み内容でありますが、まず組成割合の高いミックスペーパー、その他プラスチック類

の分別収集を重点項目としており、現時点における収集量は６４２トンで対前年度比１１トン、

率にして１．７％の増となっております。 
 生ごみの堆肥化促進では、市民や市民団体のご協力をいただき、ＥＭぼかしやダンボール箱

を使っての生ごみの堆肥づくりなど、家庭における生ごみの堆肥づくりを促進しているところ

であります。ＥＭぼかし堆肥製造には６８団体４４２人、ダンボール箱生ごみ堆肥づくりには

１８５人の参加者があり、再資源化への認識が深まっているものと考えます。 
 また可燃ごみ減量に向けての啓発活動では、行政区や市民団体を対象に、これまで３５回、

８１５人の参加をいただき分別説明会を開催するとともに、市内大型スーパーでの分別キャン

ペーンや資源物回収コンテナの設置など、啓発活動を推進しているところであります。 
 可燃ごみの推移状況でありますが、基準年度の平成１６年度１万５，７００トンに対し、平

成２２年度には１万１，２００トンとなり、２９％の減量が図られました。しかしながら、今

年度の組成割合調査の結果につきましては、可燃ごみの中に混入されている資源物と生ごみの

割合は約３５％であり、まだまだ分別排出の徹底が図られているとは言い難いことから、なお

一層の発生抑制と分別排出、資源化をお願い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への生活系生ごみの搬入見込み量について、お答えいたします。 
 搬入見込み量につきましては、毎年行っている可燃ごみの組成割合調査により推計した数値

とモデル地区の実証試験から推計した数値とを比較し、生活系生ごみの排出率を推計する方法

で現在、協議・検討を行っているところであります。３月中には、見込み量の数値をお示しし

たいと考えております。 
 次に生活系生ごみの分別搬入により、可燃ごみは何％の減量となるのかについて、お答えい

たします。 
 現在、搬入見込み量を検討中でありますので、あくまで例題で申し上げますと、平成２２年

度の生活系可燃ごみの総量１万１，２００トンを基準とした場合、そのうち生ごみの割合を３５％

といたしますと、生ごみ量は約４千トンということになります。この生ごみの中から、センター

搬入のための分別排出していただける割合を５０％と仮定した場合、搬入見込み量は年間約２千

トンと推計をされます。この場合の生活系可燃ごみの減量率は１８％前後となります。 
 次にバイオマスセンターへの収集運搬方法と処理方法、施設規模についてお答えいたします。 
 収集運搬方法につきましては、まず無理なく長く続けられる方式であることや良質の堆肥を

つくるためのよい原料が得られる方式であること、また、悪臭対策を考慮した方式であること

などを基本として考えることとしております。こうした考え方により、家庭からは生ごみのみ

を分別排出していただく必要があり、バケツによる容器回収、あるいはビニール袋、生分解性

ごみ袋による袋回収など、生ごみの分別回収方式について、比較検討を重ねているところであ

ります。また、既存の可燃ごみ収集場所や収集日を利用して収集運搬業務を行うことなどにつ

いても、併せて検討しているところであります。 
 今後、廃棄物減量等推進審議会や生ごみ検討委員会等のご意見を伺いながら、決定してまい

りたいと考えております。 
 処理方法につきましては微生物を活用し、発酵させ堆肥化を行う処理方法を検討していると

ころでありますが、今後、民間業者からの提案等を受けまして決定してまいりたいと考えてお
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ります。施設規模につきましては敷地面積を１．８ヘクタールと予定しており、剪定枝処理施

設、発酵施設、製品出荷施設等を建設する予定であります。 
 次にバイオマスセンター建設のイニシャルコストについて、お答えいたします。 
 建設のイニシャルコストは約７億円を想定しておりますが、公設民営のＤＢＯ方式を導入す

るため、今後、建設事業審査委員会において、建設コストや維持管理費等について検討してい

くことになります。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 ここで、申し上げます。 
 本日の会議の会議時間は、議事の都合によりあらかじめ延長いたします。 
 再質問。 
 新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 
 １番につきましてですが、先日の新聞に全国小中学生紙リサイクルコンテストの作文部門で

金賞を受賞した子どもの記事が載っていました。題名は「もったいないの精神で」ということ

で、ごみ減量の３つのＲを生活の中でどう実践してきたか。また台所にはごみの分別表を貼り、

生ごみ、プラスチック、紙の分別を徹底し、燃えるごみを減らした様子を伝えたということで

した。この記事を読んで、毎日している人たちは中だるみではないんですが、トレイでも汚れ

ていて、洗うと水がもったいないということで、もういいや、ごみで出してしまえということ

で入れてしまっている方が、なんかそういう声をよく聞きます。 
 そんなことで、先ほども分別排出ということがありましたが、やはりいつでも、その分別に

対しては、私たちも初心に戻るよう、繰り返しお願いをするということが大切かと思います。

そして２３年度の結果を受けて、２４年度にはどんなことを努力していくかお聞かせください。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、河野市民環境部長。 
〇市民環境部長（河野修君） 

 再質問にお答えをいたします。 
 やはり、家庭から出るごみは実は２３年度、残念ながら増えているんです。１％以上、増え

てしまいました。２３年度もさぼっていたわけではないんですが、やはり２４年度、もっと積

極的に取り組まなければいけないということを思っております。先ほど議員さんからもお話が

ありましたように、やはり繰り返し、分別等についてはお話をしていかないと、すぐたがが緩

むというか、また元へ戻ってしまうなということを実感しております。 
 特に生ごみはバイオマスに期待をするところが大なんですが、やはり、まだごみの中にリサ

イクルできるものがたくさん入っておりますので、分別を徹底していくことが、まず２４年度

していこうということで、マニフェストにも掲げさせていただきましたが、ミックスペーパー、

その他プラをより今年度、今年以上に分別をして、ミックスペーパー、その他プラを増やして

いこうという取り組みをさせていただきたいと思います。 
 それから、やはり先ほど言っていましたように、地域へ出向いて、やはり分別、ごみの出し

方、資源のリサイクル等についてはお話を、また繰り返しになりますが、毎年毎年していくと

いう取り組みをし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（小林始君） 

 新田治江君。 
〇１５番議員（新田治江君） 

 私たちも最初はしようと、すごくやるぞと思っても、気持ちが途中で緩んでしまったりする

ので、ぜひ地域へ出向いて啓発をお願いしたいと思います。 
 そして、バイオマスセンターへの搬入見込量は検討中ということですが、環境基本計画の中

には剪定枝が２７年に８５１トン、そして３２年には１千トンとありますが、剪定枝に対して

は集まると思いますか。そして剪定枝について、意向調査をしたかをお聞きしたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 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に搬入する剪定枝の搬入量の見込みになりますが、今、笛吹市内の基幹

産業である農業の中の桃とブドウ、これについては約２，５００ヘクタールが栽培面積であり

ます。剪定枝については、ヘクタール当たり３トンを想定しております。そうしますと、年に

７，５００トンの剪定枝が出るわけなんですが、私どもで剪定枝のアンケート調査を行ってお

ります。約２００世帯になりますが、認定農業者等を選定した中でアンケートを取ったわけな

んですが、協力したいという非常にありがたいアンケート結果が８１％出ております。ただ、

この中には剪定枝の粉砕機を購入なさっている方もいますので、購入なさっている方は剪定枝

を持って来ないわけですよね。その残りの方から逆算すると、おおむね１，８００トンが、欠

ける量が搬入予測量ということになっております。 
 以上、答弁になります。 

〇議長（小林始君） 
 新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 
 では市民の、剪定枝についてはアンケートをして、それで市民の合意を得られたということ

でしょうか。そしてやはり生ごみで、ＥＭぼかしで今みんな、おおぜいが頑張って取り組んで

いますが、この生ごみ、今やっているＥＭぼかしをしていることと、粉砕機補助をして普及し

ていますが、この形態は今、ＥＭぼかしも順調にいっているとは思うんですが、この形態はこ

の先はどうなっていくんでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 豊角産業観光部長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 まず剪定枝の市民の合意形成といいますか、そのへんになりますが、やはり協力したいとい

う、さっきのアンケート結果、８１％ありますが、やはり条件的なものが出ています。その中

では収集方法や処理費用が今までより負担増にならないようであれば協力したいという、こう

いう結果になっております。その中で、われわれが今、協議・検討を重ねておりますが、搬入

方法とすると、まずセンターへみずから持ち込んでもらう方法。それから拠点をつくって拠点

に持ち込んでもらう方法等が考えられております。その中で、持ち込み料ですとか処理費用に

ついては無料とする中で、堆肥等の引き換え券、あるいは交換券、こういったものを配布する
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等の中で、メリット性をつけていきたいという、こういう考えでおります。 
 それから、もう１点のＥＭ菌、あるいは粉砕機等の両立関係になりますが、石和の砂原の土

手下でＥＭ菌を使った中の堆肥づくりを行っていますが、あくまでも学校給食部分の実証実験

でございます。今、笛吹市が目指すバイオマスセンターについては、同じく微生物菌を使った

中での堆肥化施設、あるいは肥料化施設と考えておりますが、このＥＭ菌というものがまだ、

使ううんぬんという段階ではございませんので、これについてはあくまでも学校給食の実証実

験用ということで考えております。 
 それから剪定枝の粉砕機になりますが、これについては来年度も予算計上する中で、引き続

き啓発普及に努めていきたい、こんなふうに考えています。 
 以上になります。 

〇議長（小林始君） 
 新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 
 処理方法については、民間の活力を活用したＤＢＯ方式ということが施政方針の中にもあり

ましたが、このＤＢＯ方式については、やはりこうやって注釈なんかが必要と思いますが、そ

れについてはどうですか。 
〇議長（小林始君） 

 豊角産業観光部長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 ＤＢＯ方式については、デザイン・ビルド・オペレートという頭文字をとっているものなん

ですが、分かりやすく言うと公設民営方式になります。これについては、ＰＦＩ的な手法の１つ

になりますが、公共が資金を調達する格好になります。設計、建設、運営については、すべて

民間に任せるという方針になります。このメリットになりますが、資金調達コストを公共が扱

うということで、低コストで資金調達ができるという、こういうメリットがあります。また、

さまざまな有利な起債等を使う中でも、民間の資金ですと、これの扱いができませんので、そ

ういった面でも最終的な低コストに結びつくという、こういったことでのＤＢＯ方式、これに

ついては、すでにバイオマスセンターの建設事業の推進委員会の中でも取り決めはなされてお

ります。 
 以上になります。 

〇議長（小林始君） 
 新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 
 では、このＤＢＯ方式を採用した利点ということについては、低コストということで捉えて

いいでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 豊角産業観光部長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 この方式のほかに、ＰＦＩ的手法の中にはいくつかの方式があるわけなんですが、それぞれ

のさまざまな角度から検討する中で、今の笛吹の中で進める方式とすればＤＢＯが一番コスト

低減に結びつくという、こういう結論が出たということになります。 
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 以上になります。 
〇議長（小林始君） 

 新田治江君。 
〇１５番議員（新田治江君） 

 では、民間業者の選定という場合には条件というのはなんでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 豊角産業観光部長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 笛吹のほうで堆肥化施設、あるいは肥料化施設についての要求水準に沿って作成いたします。

この中では最低限要求すべき性能や処理量、あるいは設計にあたっての考え方を指定するわけ

です。これに基づいて業者のほうが基本的事項を定める中で、受けられるかどうかという、こ

ういった格好になります。その中で事業者選定をするわけなんですが、この要求水準書の作成

については、バイオマスセンター建設事業の推進委員会がございますが、この中で最終的には

定めていく。定めたものについて公表する中で、広く業者の意見を聞く中で選定を行うという、

こういった仕組みで行ってまいります。 
 以上になります。 

〇議長（小林始君） 
 新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 
 そこの選定された業者なんですけども、扱うものは笛吹市だけのものをするんでしょうか。 

〇議長（小林始君） 
 豊角産業観光部長。 

〇産業観光部長（豊角英人君） 
 今現在、考えておるものは笛吹市内から出る生活系、事業系合わせますが、生ごみ、それか

ら剪定枝、あるいは植木等の伐採の枝ですね。それからクリーンセンターから出る浄化槽汚泥、

この３つになりますから、基本的には市内から排出される廃棄物についての処理施設という、

こういう考えでおります。 
〇議長（小林始君） 

 新田治江君。 
〇１５番議員（新田治江君） 

 今の堆肥、１トン生産するのに諸経費がいくらかかるかというのは、見積もってはあるんで

しょうか。 
〇議長（小林始君） 

 豊角産業観光部長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 要求水準書等の作成が、まだ未策定です。そういった中で最終的な処理方法等も決まります

ので、それについてのコストは、今現在の段階では計算がされておりません。 
〇議長（小林始君） 

 新田治江君。 
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〇１５番議員（新田治江君） 
 まだ、できていないということですので、最後に本市としてバイオマスセンターの必要性に

ついて、最後教えてください。 
〇議長（小林始君） 

 豊角産業観光部長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 何回か答弁はいたしておりますが、循環型社会の形成、その中では当然、温暖化に伴います

二酸化炭素の排出量の削減でございます。それから、もう１つが笛吹ブランドという農産物を

つくる中での環境保全型農業、これの推進に取り組んでいくという、これが基本的な考え方に

なります。 
 以上になります。 

〇議長（小林始君） 
 新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 
 最後に、やはりどんな事業をするにも市民合意を得て事業を進めていってもらいたいと思い

ます。 
 以上で終わります。 

〇議長（小林始君） 
 以上で、新田治江君の一般質問を終了いたします。 
 関連質問を許します。 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 関連質問させていただきます。 
 自然に出てくる考えなんですけど、この市長の要旨説明の中に平成２４年度は用地の取得や

造成工事を行うということを謳っているわけなんですね。今、いろいろ部長に説明を聞きます

と、まだあれも出ていない、これも出ていない、本当にこれで用地買収、造成ができるんです

か。まず、ここを聞きたいです。 
〇議長（小林始君） 

 豊角産業観光部長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 建設予定地といいますか、建設地が砂原橋の隣接地、またクリーンセンターの隣接地という

ことになっております。砂原橋の取り付け道路等の線形の関係がございまして、用地買収につ

いては今までに至ったということになっております。地元のほうには説明会、それから類似施

設の視察研修等々も２回ないし３回行っているところであります。そういったことで、地元の

方の一定の理解といいますか、内容については理解がされているという判断でおります。そう

いったことで、今度は砂原橋の取り付け道路等が確定になれば残地面積が出るわけですから、

早急に、来年度になりますが用地買収、それから用地測量等々について手をつけていくことに

なります。 
 先ほどのコスト等になりますが、今現在の可燃ごみの処理コストになりますと、トン３万２千

円かかっているんですよね。当然ながら、これより安価な処理経費でバイオマスセンターの処
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理コストにはなるという、こういう判断でおります。 
 以上になります。 

〇議長（小林始君） 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 なんか、ちょっとまだまだまとまらないところがどんどん歩いているのかなというような気

配がするわけなんです。先ほどの答弁の中に剪定枝が約１，８００トンというような形で発表

されております。また生ごみ等々でやっても、この１トン、１．８ヘクタールのこの規模が必

要だとか、そういうことも何か検討委員会で検討なされていておりますか。 
〇議長（小林始君） 

 豊角産業観光部長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 処理施設については剪定枝の処理施設、それから発酵施設、それから製品の出荷施設、それ

から当然ながら量が入りますから、ストックヤード的なものも必要になります。そういったこ

とでの面積については、このぐらいの面積が必要という、こういう判断でなっております。詳

細のものについては搬入量の今現在、想定量、これはごみ減量課と協議して行っておりますが、

搬入量によっても当然ながら建屋の建坪面積、これ等については変化が出てくると思いますが、

この中での処理施設を考えております。 
 以上になります。 

〇議長（小林始君） 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 実施主体となる民間事業の選定に向けた取り組みを進めるということで謳ってありますけど、

この民間企業がすべて、例えば用地のこと、そしていろいろの申請とか、そういうものまでお

任せするんですか、そこをお聞きしたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 豊角産業観光部長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 もろもろの諸手続きも当然ながら出てきますが、これについても内容はまだ今から検討の余

地がありますが、業者のほうで一括設計も含めてになりますから行うということも当然ながら

考えられることとなっています。 
 いずれにせよ、笛吹が最低限要求すべき要求水準書、これからでき上がりますので、これに

沿った中での業者提案、ここらへんを踏まえながら細部にわたっての協議を重ねていきたい、

こんなふうに思っております。 
 以上になります。 

〇議長（小林始君） 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 となると、今、部長の部下におります河野君が一人でバイオマスのほうへ行っているという

ことは、皆さんもご承知だと思っております。河野君の立場とか、そういう業務のことに関し
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ては、どのような考えを持っているんでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 豊角産業観光部長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 今、河野のみではございませんが、河野、それからリーダーともどもやっておりますが、来

年度の人事に向けては総務部のほうで非常に配慮をいただいて、バイオマス関連で１人増とい

うことでいただいておりますので、実質的に動き始める年度になりますので、なお職員の充実

も図っていきたいと、こんなふうに考えております。 
 以上になります。 

〇議長（小林始君） 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 先ほどの質問の中にもあったかちょっと忘れましたけど、民間業者というのは大体どのくら

い、何社くらいを予定しているかお聞きします。 
〇議長（小林始君） 

 豊角産業観光部長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 私どもの要求水準書に、これに基づくものですから、なかなか想定はできませんが、すでに

国内において、類似施設でやっているところもいくつかございますので、そういったところは

当然ながら手を挙げてくるものと思っております。数については、今のところなんとも申し上

げられません。 
 以上になります。 

〇議長（小林始君） 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 国内という、幅広く、なんか要求をしているようなんですけど、この県内というか、この峡

東地区に山梨に１社、笛吹市に１社、また豊富に１社というような、私は考えを持っているん

ですけど、そうではなくて国内全域に要望を出すわけなんですか。 
〇議長（小林始君） 

 豊角産業観光部長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 今現在、基本的な考え方については微生物を使った中での堆肥化施設になります。そういっ

たことになりますと、今、風間議員が言われました近隣のところの施設というのが、ちょっと

どういう施設か、今、頭では思い浮かんでおりませんが、いずれにせよ目指す方向は微生物を

使って発酵させての堆肥、あるいは肥料化施設ということを考えておりますので、それに見合っ

たところであれば、当然ながら技術提案は行ってくると思っております。 
〇議長（小林始君） 

 風間好美君。 
〇６番議員（風間好美君） 

 その微生物に対しては、汚泥を使うと農家の人たちはそれは何が入っているか分からないぞ
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というようなことを多数聞いているわけなんですね。これはやっぱり議会か、もしくは全員協

議会か何かの中で、それがもし入るんだったら、もう農家の人は使わないだろうという、なん

かそんなような話し合いもあったわけなんですけど、その微生物は使わないほうがいいのかな

というような、私は気がするんですけど、たぶん微生物を使えば、ＥＭか何か使うんではない

かなと思うんですけど、そこらへんは農家の人たち、その人たちも話し合いをしたでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 豊角産業観光部長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 今の汚泥の件は、たぶん下水汚泥のことを言っていると思うんです。私どもは浄化槽汚泥と

いうことですから、下水に比べると重金属類ですとか、いろいろなものが入り込むという、こ

ういった懸念はちょっと考えておりませんので、それについてはずいぶん、内容的には異なる

と思っております。 
 以上になります。 

〇議長（小林始君） 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 とにかくぜひ剪定枝、また各家庭から出る植木の剪定とか、またいろいろのそういうことを

よく検討して、しっかりやってもらいたいなと思っております。でなければ、本当に箱物になっ

てしまいます。そのような懸念もするわけですから、ぜひ、十分検討してもらいたいなと思っ

ております。そうでなければやはり、この２４年度、もう今年ですよね。今年中に用地買収、

すべてやりたいというような形もちょっと不可能になるんではないかなと思っております。ぜ

ひ、そのことの考えをもう一度、部長のほうからお願いしたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 豊角産業観光部長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 単なる箱物にならないようなことは当然ながら考えておりますが、環境問題を考える中で、

あるいはごみの減量を考える中で、ごみ減量化ともども、地域に出向いての説明会、あるいは

広報、ホームページを通じての啓発等も含める中で、バイオマスセンター建設についての理解

は得ていく覚悟でおりますので、よろしくお願いしたいと思います。 
 以上になります。 

〇議長（小林始君） 
 関連質問を終わります。 
 暫時休憩いたします。 
 ５時２０分、開会といたします。 

休憩  午後 ５時１０分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ５時２１分 
〇議長（小林始君） 

 再開いたします。 
 一般質問を続けます。 
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 ５番、中村正彦君。 
 ちょっとお待ちください。その前に産業観光部長のほうから、先ほどの答弁の中で一部訂正

がございますので。 
 豊角産業観光部長。 

〇産業観光部長（豊角英人君） 
 先ほどのバイオマスセンターの件でありますが、地元の理解を得ているという答弁をしたと

思いますが、理解を得るための努力をしているという言葉に訂正していただきたいと思います。 
 以上になります。よろしくお願いします。 

〇議長（小林始君） 
 一般質問を続けます。 
 ５番、中村正彦君。 

〇５番議員（中村正彦君） 
 正鵠会の中村でございます。 
 議長の許可をいただきましたので、通告に従い質問をさせていただきます。 
 今回の質問は一議員としてはもとより、笛吹市消防団員１，７００余名の代弁者として質問

させていただきます。 
 連日、新聞紙上でも頻繁に取り上げられております、１億円以上の使途不明金が発覚した山

梨県消防協会が携わっておりました消防団員福祉共済制度について、お尋ねをいたします。 
 福祉共済制度は全国の消防団員、消防職員また、その家族のための福利厚生制度と認識して

おりますが、この内容や仕組みについては、団員はもとより一般にも理解されていない点が多

く、このあたりも今回の使途不明の一因ではないかと考えるところであります。 
 ご存じのとおり消防団員、消防職員は火災等の現場でみずからの危険を顧みず日夜活動し、

地域住民のために日々、尽力をしていただいております。自分たちの地域は自分たちで守ると

いう観念からも仕事、家庭等がある中で大変苦労をしていることと思います。また、あの３．

１１東日本大震災以来、改めて消防団員の必要性、重要性を国民誰もが感じたところであると

思います。 
 その消防団委員が現場で安心して活躍できるのも、行政また市民の理解、支援があってはじ

めて成り立つものと思っております。その根本的な制度がこのような扱いになっていたとは、

ただただ驚くべきことであります。そこで消防団員福祉共済制度の仕組み、制度また現状はど

うなっているのか。また、本市としても返還請求等は考えているのか。今後の対応については

どのようにするのかをお尋ねいたします。 
〇議長（小林始君） 

 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） 
 中村正彦議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに仕組みと制度についてでありますが、消防団員のための共済には、消防団員等公務

災害補償等共済基金法に規定されております、消防団活動中のケガや事故の補償をする消防団

員等公務災害補償等共済に加えまして、財団法人日本消防協会が運営します消防団活動中およ

び、それ以外のときのケガや病気にも保障が適用となります消防団員福祉共済がございます。 
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 議員ご指摘の消防団員福祉共済でありますが、１年間の掛金は１人当たり３千円でありまし

て、全団員分を消防団活動事業費から山梨県消防協会へ振り込むこととなっております。 
 保障期間中に事故または疾病での入院、後遺症障害、死亡等の事象があった場合には、加入

者からの申請に基づきまして、市が山梨県消防協会に共済金を請求いたします。請求内容は、

県の協会から日本消防協会へ送付されまして、審査終了後に請求者に対して保険金が支給され

る制度であります。 
 次に笛吹市としての現状について、お答えいたします。 
 ご周知のとおり、消防団員福祉共済の事務を行っている山梨県消防協会において不正な事務

処理がされておりましたが、本市が共済金の請求を行った中で、まだ給付がされていないケー

スが現在４件、判明しております。また、日本消防協会から山梨県消防協会を通して市に対し

て支払われるべき事務費や返戻金が振り込まれていない状況も判明しております。 
 次に返還請求は考えているのかと今後の対応はについて、併せてお答えをさせていただきま

す。 
 ２月１７日、山梨県消防協会におきまして、この件についての説明会が開催されました。説

明会の中で、調査を行い明らかになった共済加入者への給付金の未払い分と市町村への事務費

および返戻金等の未払い分の支払いを行うことが正式に表明をされております。特に共済給付

金の未払い分につきましては、今年度内に支払いをするとの説明がありましたので、本市とい

たしましては今後、確実に履行されるよう状況を注視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（小林始君） 
 再質問を行います。 
 中村正彦君。 

〇５番議員（中村正彦君） 
 ありがとうございました。 
 今、部長のほうから説明をいただいたわけですけども、今の段階で、本市としてもまだ、請

求しております給付金が４件分あるとのこと、４名分だとは思いますが、これはいつごろの請

求を出したのか。そしてまた、この方々の金額は大体どのくらいになるでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、芦澤総務課長。 
〇総務課長（芦澤栄君） 

 今、ご質問の趣旨は未払いの分の内容ということでよろしいでしょうか。先ほど部長のほう

から答弁させていただきました４件、これが事故発生年限もそれぞれ皆さん違います。平成１６年

から平成２２年までございます。 
 請求はいつされたのかということですが、ちなみに平成１６年のものについては１７年の１１月

に。それと１９年１２月に発生したものについては２０年の１月。２２年１２月に発生したも

のについては２３年の３月に。それと平成２２年９月に発生したものについては２３年の１０月

に山梨県消防協会のほうへ裁定請求といいますが、いわゆるこういう事故が起きましたので、

保険金についておろしてくださいという請求書を出しております。 
 それと個別になりますと金額の差異がありますので、合計で３００万円ちょっとという金額

になっております。 
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 以上です。 
〇議長（小林始君） 

 中村正彦君。 
〇５番議員（中村正彦君） 

 今の説明の中で、この４件それぞれ給付金等が違うのは理解できます。一番古いのは１６年

の、たぶん災害を受けて１７年度に請求を出したということだと思いますけども、この方につ

いては今、どのような対応になっているかお聞かせください。 
〇議長（小林始君） 

 芦澤総務課長。 
〇総務課長（芦澤栄君） 

 まず、保険金が払われていない。受給権がありながら受け取っていないということでござい

ます。それで通常、この保険料というのが市の歳計外を通して本人に払い込まれるというのが

日本消防協会のシステムでございましたが、１０数年前から直接、本人の口座へ振り込みます

よという通知があったようでございます。旧町村の時代にそういう通知があったということで

ございます。ですから市の歳計を通りませんで直接に支払うということですから、事務方とし

ては分かり知る範囲ではなかったんです。そうした中で、私ども、その４件については確認が

取れないままでありました。 
 今回、山梨県消防協会のほうがこんなような状態になったということで、私ども疑心暗鬼に

なりましたので、今まで請求したもののすべての案件を拾い出しまして、消防協会、うちのほ

うで当然、裁定請求書を出した痕跡はありますが、消防協会のほうにないと。山梨県の消防協

会にもないと。そうしたことで、ご本人さまにご確認をさせていただいた中で、その案件を拾

い出したというような経緯でございます。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 中村正彦君。 

〇５番議員（中村正彦君） 
 今、お聞きした中で、最近の２２年とか２３年の方はともかくとして、１６年に災害を受け

た方、この方には今の仕組みの中で、市のほうでも把握できないということも十分理解できる

わけですけども、こういう状況になった中で、仮払いというようなことは考えておるのか。そ

のへんの団員に対して市としての誠意というか、こういう中で安心していただけるように、そ

のへんは考えているのか、お聞かせください。 
〇議長（小林始君） 

 芦澤総務課長。 
〇総務課長（芦澤栄君） 

 先ほど部長の答弁にもございましたが、事実関係が分かったのがつい最近でございます。そ

れと、そのときに今月の１７日に山梨県消防協会から市町村に対して正式な説明がございまし

た。その中身というのが、市町村がときの共済金というか、その加入金を納めた段階で、これ

は山梨県の消防協会へ納めましたが、その時点でこの共済制度は有効ですよという判断をする

と。これは日消のほうですると。これは一般の保険会社でもそうですが、取り引きをする、外

交のご婦人に加入をよく勧められますよね。そこで契約を結んで、お金を払い込んだときから
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保険というのは有効なんだと。これは本当に至極当たり前の格好の中で、山梨県消防協会が責

任を持って今年度中にお支払いをするということでございますので、それを満額、私どもは承

知をしながら、おとといの新聞にもたしかそんなような向きの記事が載っておったと思います

が、それをあてにしているというか、そのとおりだということで進んでおります。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 中村正彦君。 

〇５番議員（中村正彦君） 
 また、市のほうで事務費というか、それでこちらの消防協会のほうからいただける金額とい

うのは、年間どのくらいの金額になっておりますか。 
〇議長（小林始君） 

 芦澤総務課長。 
〇総務課長（芦澤栄君） 

 今までもらった経緯がないので、実はそこらの返戻金というのがいくら、その件数によりけ

り返戻金というのは違ってくると思うんです。ただ、振り込まれた町村も実はあるんです。そ

の中身を聞きますと、私どもと同規模のところで１０万円未満の手数料だと。正式にいただい

て、そのくらいの金額だということで承っております。 
 ただ今まで、私ども７つの町村が合併して、おのおのみんなそれぞれ入っていたんですが、

今まで、その返戻金ならびに事務手数料というのがいただけたことが１回もないもので、そも

そもないという判断をしておりました。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 中村正彦君。 

〇５番議員（中村正彦君） 
 この年間、団員１人３千円の共済の掛金、掛け捨てのようなものというような理解はしてお

りますけども、ということは、笛吹市消防団１，７００名掛ける３千円。いわゆる毎年、いく

らということですか、ここでちょっと計算が分からないんですけど。毎年、笛吹市になって３千

円掛ける１，８００名の金額というのが毎年、どのくらいになっているということですか。 
〇議長（小林始君） 

 芦澤総務課長。 
〇総務課長（芦澤栄君） 

 今、電卓をたたけば出てくるんですが、５４０万５，５００円という数字になろうかと思い

ます。なお、この３千円という掛金は今年度まででして、来年度の要分ですから、実は東北で

起こった東日本大震災、それに伴ってこの受給者が増えたということで、これは変動相場制で

来年度以降には１人４千円という掛け金になるようです。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 中村正彦君。 

〇５番議員（中村正彦君） 
 今の説明の中で、どうにかこの消防協会の共済金の仕組みが分かってきました。そしてまた、



 ２００ 

お聞きした中で年間５４０万円、５５０万円、この共済金も私たちが車を運転しているときに

入っている保険というようなものとはまた違うかも知れませんが、理解もするわけですけども、

またそのへんの難しいところがあります。そういう中で、新聞紙上等を読んだ中では都留市等

は返還に対してはかなり積極的のような考えのようでありますけども、もう一度そのへんのお

考えをお聞かせください。 
〇議長（小林始君） 

 芦澤総務課長。 
〇総務課長（芦澤栄君） 

 返還金のことを申し上げれば、１年間に今、仮に５４０万円、５５０万円。今、未済分が先

ほど申し上げました３００何万円。返してもらってお支払いしたほうが市としては得かもしれ

ません。しかしながら先ほど申し上げましたように、われわれは共済という考え方の中で、保

険というのはそういう相互扶助だという、私どもは考え方を持っています。そんな中で、やは

りお金を納めた段階で保険は有効だよという、そのとおりの解釈を日本消防協会がしている以

上、たまたま、その途中で事務の手続き上、真に不埒な出来事があった。被共済者については、

今年度中にお支払いをするという日消の立場もある中で、今、笛吹市としては返還ということ

はいかがなものかということをちょっと感じております。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 中村正彦君。 

〇５番議員（中村正彦君） 
 私も団員のころ、本当に火災等があったときに、現場に駆けつけるとき、家族から一番先に

声を掛けられるのが気を付けてねというような言葉です。しかし、その言葉を言われたときに

は、私のほうは大丈夫だ、行ってくるぞと。あとは、お前たちを困らせるようなことはないか

らと言いながら出かける。その裏にはこういう制度が有効に生きていて、ちょっと言い方がお

かしいかもしれませんけど、お守りという中で団員誰もが拠りどころにしているところはある

と思います。 
 そういう中で、この問題が起きたわけですけども、またこの消防協会の組織自体も、私もちょっ

と携わった方々に聞くと、県のほうからの天下りとか、いろんな面があるようです。改めて今

後、この消防協会のあり方についても市のほうからも、また消防のほうの団長がたぶん、理事

等で行っていると思いますけども、そういう中で今一度、この消防協会のあり方について、十

分考えていただきたいと思います。 
 以上で質問を終わりますが、この問題はまだまだ決着がつかないわけですが、今後いろんな

展開が繰り広げられると思います。また、団員には説明責任を十分に果たした中で、今後の団

活動が衰退しないように、行政としても十分なバックアップをした中で推し進めいただきたい

と思います。 
 以上で、質問を終わります。 

〇議長（小林始君） 
 芦澤総務課長。 

〇総務課長（芦澤栄君） 
 まったく同感で、足す言葉もございません。そのとおりだと思います。しかと肝に銘じて、
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先ほど申し上げましたように、団長が理事になってございますので、そのへんもお話をしてお

きたいと思います。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 以上で、中村正彦君の一般質問を終了いたします。 
 関連質問を許します。 
 降矢好文君。 

〇９番議員（降矢好文君） 
 ただいま消防団員の共済制度の質問がありましたが、現在、市内３２区の行政区の中で名称

等はそれぞれ広域消防隊、消防協力隊、自主消防隊、それぞれ名称等は違いますが、自主消防

組織は笛吹市の中にはどのくらいあるのか。それからまた団員以外の自主消防組織の方々の保

障保険制度はどうなっているのか、それもお聞きしたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 芦澤総務課長。 
〇総務課長（芦澤栄君） 

 自主防災会の組織の数ということでよろしゅうございますか。考え方としては、私どもの市

には１３２の区がございます。その区の単位を自主防災会という解釈を、市ではしてございま

す。ただ大きい区もございますが、３千人余を有する区もありますが、そういうようなところ

についてはブロックに自主防災会が分かれている可能性もありますが、考え方としては１３２の

区が防災会だという解釈をしております。 
 それと後段のほうで消防の後援隊というか後方隊というか、これは消防団員が今、お昼は他

所へお勤めに行っているというような部分の補完をする地域の消防団のＯＢであるだとか、そ

ういう方々を指すと思いますが、その組織されているところは全部ではございません。それは

地域によってそれぞれあります。この方々は消防団の身分を有してございませんが、実際、そ

の方の数というのはちょっと把握しておりませんが、いろいろな名称で消防団後方応援隊だと

か、後援会だとかというような名称で存在しているということは承知をしております。 
〇議長（小林始君） 

 降矢好文君。 
〇９番議員（降矢好文君） 

 ただいまの、今、保障の件を聞いたんですが、ちょっとお願いします。 
〇議長（小林始君） 

 芦澤総務課長。 
〇総務課長（芦澤栄君） 

 当然、後方支援隊ですから、いざ火事があったときには消防車に乗って火事場へ行くわけで

す。そこで不幸にもケガをされたというような場合については、ただいまの前段でお話をしま

した福祉共済、今、日消がやっているもの以外に、車でいえば共済保険というか、消防団員と

いうのは非常勤公務員になりますので、そこへ、違う保険に入っています。その保険が適用に

なります。これは後方支援隊ばかりではなくて、いわゆる近所のお手伝いをしてくれた協力者、

これについても保障の対象になるという保険へ、日消のほうで入ってございます。 
 以上です。 
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〇議長（小林始君） 
 降矢好文君。 

〇９番議員（降矢好文君） 
 ２４年度のマニフェストには自主防災組織の充実が示されていますが、具体的にはこのへん

はどう捉えたらいいわけでしょうか、お聞きします。 
〇議長（小林始君） 

 芦澤総務課長。 
〇総務課長（芦澤栄君） 

 先般のマニフェストで発表をさせていただきましたので、昨日の代表質問の中でもるる何回

も説明があったかと思いますが、今一番大事なのは共助の部分でございます。共助の一番、一

翼を担っているのがこの自主防災組織でございます。毎年９月には防災訓練と銘打って、各地

区でいろんなことがなされていますが、そればかりではなくて、平常時の地域での防災知識の

普及であるだとか消防訓練の方法、防災マップづくりなどの活動内容、また災害発生後の救援・

救護、避難支援であるとか、初期消火などの行動を実は自主防災マニュアルとして、昨日、総

務部長のほうから示させていただきました。それを各地区なりの学校の中で取り込みをしてい

ただきたいと。また、それに沿った訓練活動をしていただきたいということで、自主防災会の

組織の設備、整備補助金等に、ハードばかりではなくて、ソフトの部分の中で消耗品的な部分

について、支援をさせていただきたいというような補助制度の考えも昨日来、答弁させていた

だいたというようなことで、その中身ということでご理解いただきたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 降矢好文君。 
〇９番議員（降矢好文君） 

 これからやっぱり東海沖地震とか、いろんな災害が想定されますので、市のほうでもできれ

ばこういう組織をしっかりと支援をしていただきまして、地元のために皆さん一生懸命頑張っ

ておりますので、そのへんをしっかりした支援策を出していただきたいなと、そんなふうに考

えております。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 答弁。 
 芦澤総務課長。 

〇総務課長（芦澤栄君） 
 前向きに検討させていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 関連質問を終わります。 
 一般質問を続けます。 
 ３番、野澤今朝幸君。 

〇３番議員（野澤今朝幸君） 
 市民派クラブの野澤今朝幸です。 
 その前にちょっと今回の一般質問で議長の許しを得て、休憩のときに配らせてもらいました

ので、お手元にいっているかと思います。質問中に使って質問しようと思いますので、よろし
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くお願いします。 
 今回の代表質問、一般質問でもこの自然災害、特に地震、風水害等に関わる防災からの質問

が非常に多かったかと思います。これはたぶん３．１１およびに去年の夏の風水害、そういう

ものからくる危機意識の議員の表われ、会派の表われかというふうに思っています。それが対

岸の火事ではなくて、やはりわれわれの日々の安全というところに関わるということでの質問

だったかと思います。 
 ただ、この質問の中で、私の観点からしますと３．１１の震災はやはり原発震災、原発とい

うことでの特徴があり、それで非常に復旧・復興が大変な、そういう事態に追い込まれている

というふうに思います。 
 この間、ちょっと耳にするところ、また今回の質問でも市長のほうでは脱原発に向けて非常

に前向きな姿勢、市民からも市長が前向きの姿勢であるということも伺っているわけですので、

非常に答弁として、脱原発に向けて積極的なご意見が聞けるだろうと思って期待しているわけ

ですけれど、ましてもう１つは、ご存じのように総務常任委員会のほうに浜岡原発の廃炉とい

うことで請願もあがっています。それへの参考の一般質問になれば幸いだというふうに思って、

これから通告に従って質問させていただきます。 
 テーマとしては、福島原発震災に何を学び、市としてとるべき行動は何かという、このよう

なテーマでとりわけ本市から１２０キロ離れている浜岡原発、これに焦点をあてながら質問し

ていきたいと思います。 
 まず第１に、市長にお聞きしたいんですけれど、東北地方太平洋沖地震による福島第一原発

の事故、これは原発震災というふうに言っていいかと思いますけども、これに対してどのよう

な認識を持つに至ったか。その点についてまず、お聞きしたいと思います。 
 ２番目として、この原発震災というところからしますと、この笛吹市にとって最も危険な原

発震災、これは言うまでもなく浜岡原発が今言われている東海、東南海、南海、こういう地震

に襲われたときに起こるであろう浜岡の原発震災、こういうものかと思いますけれど、これを

できるだけ未然に、あるいは起こった場合でも被害が少なく、そういうふうなことへの働きと

して、市長はなんらかの行動をとる決意があるか、お考えがあるか、そのへんについてお聞き

したいと思います。 
 ３番目は、そうはいっても大きな国からの動き、中部電力の動き、そういうものから考えま

すと、すぐに事態が脱原発、廃炉のほうに好転するともいかないと思います。しかし地震は明

日起こっても本当におかしくないわけです。そういう中で１番の問題は、市民を放射能汚染か

らどう守るか、これはどんなような汚染が現実に起こり得るか、そういうことの調査･研究、あ

るいはそれに対する行動計画、こういうものをつくる必要があるかと思います。地域防災計画

の見直しということもありますけれど、それとの関連でこの点について、どのようにお考えか

お聞きしたいと思います。 
 ４点目として、ちょっと今までの話題と離れますけれど、市では今回の地震に対して被災者、

南相馬市あたりを中心に被災者をいち早く受け入れ、そして非常に私も聞くところによると感

謝しているという言葉も聞いているわけですけども、このへんの実績、あるいはお金もかかっ

ているわけですので、そのへんも含めてどのように評価しているかということについて、お尋

ねします。 
 最後に、そういう経験のもとで、この原発周辺あるいは臨海市町村、津波に襲われる可能性
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があるわけですけれど、そういうところと、これは私、仮の名称ですけれど被災時の避難支援

協定、こういうものを積極的に結んでいく必要があるんではないかというふうにも考えている

わけですけれど、これも市長の全協でのあいさつ等で、先ほども一般質問であったかと思いま

すけど、鵜飼いサミット構成市との協定ということも考えているようですけれど、ぜひ原発周

辺、あるいは臨海市町村とのこういうものの考え方を進める必要があろうかと思いますけれど、

この点についてもお聞きしたいと思います。 
 以上、５点についてのご答弁をお願いします。 

〇議長（小林始君） 
 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） 
 野澤今朝幸議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに原発震災に対し、どのような認識を持っておられるかについてでありますが、この

たびの原発事故は地震による建物の損壊、津波による電源の消失により発生したものでありま

す。五感に感じない放射性物質の拡散につきましては、将来にわたる肉体的な被害とともに住

み慣れた生活圏域からの立ち退きや避難を余儀なくされること、また日本全体が風評被害を受

けるなど、地震と津波による大きな被害とは別に原子力災害の恐ろしさを目の当たりにして、

原子力についての大きな問題が全国民に提起されたものと認識しております。 
 次に続きまして、浜岡原発を未然にあるいは減災する行動をとるつもりはあるかについて、

お答えいたします。 
 将来に向けては原子力に依存しない社会がくることを望んでおりますが、本市といたしまし

ては自然エネルギーの普及に努めるとともに、平常時の大気中における環境放射線のモニタリ

ングを継続することや原子力災害および放射線についての知識や情報を市民に提供するなど、

本市として、でき得る対応を行ってまいりたいと考えます。 
 次に浜岡原発が最悪の事態になったときに、どのようにして市民を放射能汚染から守るかに

ついて、お答えいたします。 
 本市は浜岡原発から約１２０キロの距離にあり、これまでの原子力災害の防災対策区域外で

ありました。現在、国、県において原子力災害についての防災対策の見直しを行っております

ので、その指針を受けて本市における対策を進めてまいりたいと考えております。 
 続きまして震災の被災者受け入れの実績・経費を含めて、どのように評価しているかについ

て、お答えいたします。 
 東日本大震災ではその未曾有の地震、津波被害に加え、原発事故による二次的な避難をも余

儀なくされた多くの方々を支援することは、行政機関として支援の役割の一端を担うものであ

り、国民として当然、沸き起こる市民の皆さまの支援の熱情を具体的な形として代弁すること

ができたものと考えております。 
 発災直後には、本市における被害の少なさに安堵いたしましたが、その後、続々と被災地か

ら訪れる避難者の方々のお話を伺うにつけ、本市ができ得る限りの受け入れを行うことを念頭

に対応をさせていただきましたことは、人道的支援として市民の皆さまにもご理解いただける

ものと考えております。 
 同時に笛吹市としてできる支援を形にし、旅館、ホテルでの受け入れや避難者への支援金の
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募集、市民、社会福祉協議会との協働による救援物資支援センター設置など、避難者の受け止

めを優先した対応に努めてまいりました。国、県の対応や財政的な支援が明確にならない中で

も、市として独自の判断で取り組んだことで、南相馬市や広野町などとの縁につながったもの

と考えております。その折には議会の皆さまにも、約１億６千万円の補正予算を素早くご議決

いただくとともに、積極的に現地へ足を運ぶなどの支援を行っていただきました。改めまして

御礼を申し上げます。 
 次に原発周辺・臨海市町村と被災時避難支援協定を結ぶべきだと考えるがどうかについて、

お答えをいたします。 
 現在、本市では県外の３市町と被災者の一時受け入れも含めまして、必要物資や資機材の提

供や職員派遣などの災害時相互応援協定を締結しております。 
 今後も災害時の被災者の支援を含めた、相互応援協定の締結を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（小林始君） 
 再質問。 
 野澤今朝幸君。 

〇３番議員（野澤今朝幸君） 
 まず１点目ですけれど、ここでやはり一番の認識として必要なのは、私は福島の原発震災、

こういうものが仮にもう１回起きたら、日本はほとんど壊滅するだろうと。これはかなりのジャー

ナリスト、研究者が言っているわけで、やはりそういう認識を持たれたかどうか、これについ

てお聞きしたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 山下総務部長。 
〇総務部長（山下真弥君） 

 再質問にお答えをいたします。 
 福島の現状をテレビなどの報道、それから私たちも現地に行ったわけでございますけども、

非常に悲惨な状態でございました。さらにわれわれには想像できないほどの苦痛があったとい

うように考えております。さらには風評被害も含めまして、この福島原発の事故が全国的に悲

惨な状況を生み出した、経済の停滞も含めまして、もたらしたことは認識をしております。さ

らに議員ご指摘のとおり、このような事故がもう一度、どこかで起きたら、またこのような悲

惨な状態が増幅されるということを考えますと、非常に恐ろしいというふうに感じておりまし

て、現在そのようなことが起きないように、いろんなことを、できる限りのことをやっていく

べきかなと考えております。 
 その中でも東電へのいろんな要請とか考えられますけども、現在われわれにできることは、

先ほどから申し上げましたとおり、国、県の動向を注視しながら対応し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（小林始君） 
 野澤今朝幸君。 
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〇３番議員（野澤今朝幸君） 
 本当にこれ以上ない、心の痛む思いで皆さん、今回の震災を感じていると思います。特に今

回の震災で不幸中の幸いと言っていいかと思いますけども、第一原発が爆破した１２日ですね、

次の日ですね。それから３日ほど風が非常に弱かった。しかも西、北から大体海岸、太平洋に

吹くような風であったということで、ほとんど放射性物質が海のほうにいったということで、

時期も時期ですけれど、あれがもっと違う時期で陸側に吹く風でしたら、とても想像できない

ような、もっともっと大きな、あの大山脈を越えて新潟のほうまで、あるいは北海道、南はこ

の間も出ましたけれど、東京までくるんではないかと。枝野さんは悪魔の連鎖といって、あそ

こで第一がきたら第二の福島、そして東海というようなことまで考えたという、非常におそろ

しい事態です。 
 そういう中で、先ほどちょっと資料を見ましたけども、日本の原発がなぜ危ないかというと、

１枚目のちょっと小さくて見にくいですけれど、真ん中が日本です、大体。この真ん中がです

ね。これはどういう地図かといいますと、今まで２１年間、１９９０年からですから２１年と

半年、地震が起きたところ黒い点で細かく落としています。赤いのが原発の立地しているとこ

ろです。これを見れば、日本がいかに危ないところに原発を立地しているか分かるかと思いま

す。一番多いのはアメリカ、そしてフランスも原子力は日本以上に持っていますけども、地震

もあるにはありますけども、日本に比べれば非常に地震というところは免れているというふう

に考えていいかと思います。 
 次の、もう１枚まくっていただきますと、先ほども言いました大きな地震が東海、東南海、

南海地震ということですけれど、最近の治験によりますと、ちょうど２枚目の右側ですけれど、

星印があるところが浜岡原発ですけれど、その下に新しい想定地震域、こういうものが学者の

研究によるとあるということで、つまりプレートテクトニクス理論でありまして、要するに太

平洋のほうの岩盤が、１００キロくらい岩盤あるそうですけども、それが陸のこちらのほうか

らくるもの、こういうふうに入っていくと。それが周期的に反発すると。今回の新しい想定域

で見ますと、本当にこのはねるところに原発が立地していると。なぜ、このような危険なとこ

ろに立地したかといいますと、実はこの浜岡原発を造るときは、このププレートテクトニクス

理論はもうすでに１９６８年ですから、ありましたけれど、結局これを取り入れなくて造って

しまっているんです。さらに浜岡原発が非常に危ないというのは、今回の福島第一原発で事故

を起こしたあれが、ＢＷＲという形式の沸騰水型軽水炉というもので、非常に危ない造りだそ

うです。制御部を下から入れて、これが非常に外れやすいということで、だからいろんな意味

で浜岡原発は危ないわけです。 
 今、総務部長が言いましたように、市としてできる限りでというようなこと、非常にちょっ

と消極的だなという。私はもう明日起こっても不思議でない、やはりそういうときにぜひ、荻

野市長に答えていただきたいんですけど、やっぱり浜岡原発は、これは廃炉の方向で、市長み

ずから意思表示をしていくことが必要だろうと。これはよく経済経済といいます。でも経済を

考えるのは国の人が考えてくれればいいわけです。われわれはやはり怖いということの意思表

示をしっかりして、そういう中で国が早く脱原発の方向に動いてくれる。これは明日起きても

本当におかしくない。まさに原発震災という言葉ができたのは、石橋先生という方が１０年ほ

ど前に浜岡を想定してつくった言葉です。それが現実に福島で起きてしまったんです。そうい

うことも考えて、非常に菅さんも最初にこの浜岡、これを停止したわけですから、ぜひ市長の
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ほうで積極的に、横並びではなくて、この笛吹市から浜岡だけは廃炉にしてくれと、そういう

意思表示をしていただきたいというふうに思いますけれど、どうでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、荻野市長。 
〇市長（荻野正直君） 

 原発に関する資料まで用意していただいて、ご質問をいただきました。 
 原発に関しましては、特に福島原発、私はまだ終わったわけではないというふうに思ってお

ります。なぜならば、まだ完全に収束宣言は出ていないわけでありますし、つい先日、福島へ

行った折にも福島の方たちいわく、南相馬の方たちいわく、まだあそこには戻れない。なぜだ

と聞きましたら収束宣言が出ないと、こういう話を深刻な顔をしてお話をいただきました。非

常に怖いことであります。 
 原発に関する私の考え方というのは、やはりこれだけの事故が起きているわけでありますし、

また日本だけの例ではなくて、ほかでもチェルノブイリもありましたし、アメリカでもありま

した。そういうようなものを見ましても、やはり安全神話というものは完全に崩れたわけであ

ります。なんとか、これは脱原発の方向で動かなければいけないというふうに思います。 
 現在、全国の市長会におきましてアンケート調査をしましても、７割以上の方が脱原発とい

うことで意見が一致しております。こういったことも含めまして、ただし今現状を見てみます

と、危険な部分に対しての分析をまずしっかりする。そしてもう１つは、原発に対して福島の

ようにならない対策をどうするかというようなことを、まず１つはしなければいけない。それ

から、この一気に止めた場合には経済的な問題で日本が、私は混乱するだろうというふうに思

います。これをどういう形で返していくかと。すでに東京電力、非常に汚い方法でありますけ

ども、１７％もの電力料金の値上げと。私にとってはとんでもない話であります。もう４月１日

から、笛吹市もこれに晒されるわけでありますけども、せっかく、いわゆる原発の中で、私ど

もは計画停電にこれだけ協力して、そして東京電力のやり方についてご支持を申し上げてきた

わけでありますけども、実際的にはこういった形で値上げという形できたことに対して、非常

に憤りを覚えております。 
 しかし日本の経済というようなことを考えると、やはり一日も早く原発は停止すべきだとい

うふうに思いますけども、しかしそれに対して徐々でないと大変大きな被害が出てまいります。

たぶん、この１７％の電力の値上げだけでも、笛吹市内の事業所もどういう状況になるか分か

りません。若干ですが、ここでドルが下がってまいりましたから、少しは潤うんではないかと

思いますけども、この問題、これに対しても楽観できないというふうな状況でありますから、

昨日も菅総理の当時の行動について、いろんな検証がされておりました。こういった検証をしっ

かりしていただく中で、私は早い時期にこの間の市長会の話の中では、何年間でやめたらいい

だろうかというふうな話まで出ておりますけども、１０年以内にやめるべきだと。あるいは２０年

以内と。いろんな話も出ておりますけども、私は１０年ぐらいの間に日本人の適応性、そして

日本人のいわゆる知恵を持って、これに替わるべきエネルギーを早く開発すべきだというふう

に思います。 
 実際に現在、行っております風力発電、あるいは太陽光発電等々、すでに始まっております

けども、まだまだコストが高くて、これには合いません。しかし、こういったものをみんなで

知恵を絞る中で、自然エネルギーをいかに活用するか。それから、もう１つはいかに循環型社
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会をつくっていくか。それから、もう１つはこれだけもう日本の経済は安定期に入ってきてお

るわけでありますから、この安定期の中で、ではわれわれの生活はどうすべきかと、いろんな

角度で考えるべきだと、こんなふうに思います。 
 以上であります。 

〇議長（小林始君） 
 野澤今朝幸君。 

〇３番議員（野澤今朝幸君） 
 市長から脱原発への熱い思いを聞いたわけですけれど、その脱原発、一般に解消することな

く、まず浜岡、市長もいろいろ勉強なさっていると思いますけれど、浜岡についてもう一度、

また初心にかえって勉強していただきたい。 
 もう１つのこの地図ですけれど、見れば分かるように、これはチェルノブイリのときの避難

区域を落としています。完全にチェルノブイリのような形で、風が吹いたりして大きな爆発が

あれば、もう山梨県は完全に入ります。特に農業圏で農地を持っている、これが完全に汚染さ

れます。東電では今、１７メートルだかの防潮堤を造って１２月には完成だなんていっている

けれど、原発震災の原因が地震であったかもしれないんですよ。これはよく言われているよう

に。津波なんていうのはあとの話で、そういう原因も分からないうちで、もうどんどん進めよ

うとしている。これに対して、ぜひ市長のほうからまた、研究していただいて、笛吹市から廃

炉の声を挙げていただきたいというふうに思います。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 以上で、野澤今朝幸君の一般質問を終了します。 
 関連質問を許します。 
 北嶋恒男君。 

〇４番議員（北嶋恒男君） 
 それでは関連質問をさせていただきます。 
 今、野澤議員が本当に、この原発事故が再び起これば、もう人類は滅亡かもしれないという

ような話がありました。私も友人が福島のほうに関係者がおりまして、私のほうにもメールが

ときどき入ってきます。それを読みますと、報道されない部分がちょっと入ってきてまいりま

した。それをちょっと紹介させていただきます。 
 原発の法定耐用年数は１６年だそうです。ちなみに木造住宅は２２年、普通車は６年。また

福島の第一原発の１号から４号炉は４０年を過ぎていると。全国の５４の原発のほとんどは４０年

を今、過ぎております。それからここの第一原発のほうに勤めておりました、今、作家の蓮池

徹さんという方ですけども、「私の愛した東京電力」という本の中に配管の一部は蹴飛ばした

ら崩れ落ちたほど、ぼろぼろだったということはあまり世間に知られていないけども、そうい

うようなことが書いてあったそうです。そしてまた３月１１日の、前月のあまり知られていな

いことだそうですが、２月７日の日に東京電力は１号炉の１０年の使用延長を申請したそうで

す。そして経済産業省も受理していたと。最近は原子力なんとか委員会へ２０年の延長が提案

されたようだということで、非常に異常であるということをいっております。 
 それから、これは２月２４日に私に届いたんですけども、福島からのレポートで、福島の女

の子は子どもを産めないと。２月９日の杉並の公会堂で、菅谷昭さん、市長の講演会があった
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そうです。そこで報道されない話があったと。福島で講演会をしたときに、福島の医師から相

談を受けるそうですが、福島では妊婦さんから堕胎の相談の件数が増えているそうです。中に

は孫はいらないと言われて、相談に来る妊婦さんもいるのだそうです。どうしたらいいのかと

いうことで相談を持ちかけられたと。福島の医師も途方に暮れて、菅谷さんに相談に来られた

と。チェルノブイリの原発事故のベラルーシでも同じことがあったそうです。もっとここで、

妊婦中に厳しい検査を受けさせられて、少しでも異常が見つかると強制的に堕胎されるそうで

す。それが今でも続いているのだそうです。事故から２５年経っていても、まだそうだと。福

島では将来もう子どもは産めない。どうしようもないと諦めて暮らしている女の子が本当にい

るそうですということが書いてあります。 
 福島は今年は、もうこの春になったんですけど、被災地では３月は県外移動が多くなりそう

だということを言われています。そういったことを言われますと、非常にたしかに本当に原発

の立地というところは相当、４０年以上も経っていると私も知らなかったんですけども、もう

老朽化しているということで、これは津波ではなくて、もちろん地震で、いつ何が起こるか分

からないということで、本当にもし浜岡がそんなことになれば、この首都圏が、大多数の人間

がここに住んでいるわけですから、こんなような状態になれば、本当に人類は滅亡かなという

ことで、やっぱり心してわれわれも原発というものに対して、意識を持って考えていかなけれ

ばいけないなと思いますけども、そんなようなことをちょっと今、質問といいますか、そんな

ようなことで、ちょっと感想といいますか、当局の感想を述べていただきたいと思います。そ

れで終わりにしたいと思います。だから、答弁をお願いしたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、山下総務部長。 
〇総務部長（山下真弥君） 

 答弁ということでございますけども、福島の女の子が子どもを産めないというような状況、

あまり報道されていない部分も、深刻な内容を今お聞きしまして、ますます脱原発の世の中が

早く実現できればいいかなというふうに思った次第でございます。 
 先ほど市長が述べましたとおり、われわれにできることから始めまして、できるだけ早い脱

原発の社会が実現できればいいかなと思いますので、また市ではそのためにできることをやっ

ていきたいと考えております。 
 以上で、答弁といたします。 

〇４番議員（北嶋恒男君） 
 よろしくお願いします。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 関連質問を終わります。 
 以上で、一般質問を終わります。 
 本日の議事はすべて終了いたしました。 
 お諮りします。 
 明日１日から２日および５日から７日は議案調査のため、休会といたしたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
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 異議なしと認めます。 
 よって、明日１日から２日および５日から７日は休会とすることに決定いたしました。 
 次の本会議は８日、午後２時３０分から開会いたします。 
 本日は、これにて散会いたします。 
 ご苦労さまでした。 

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

散会  午後 ６時２５分 
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再開  午後 ２時３０分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小林始君） 

 ただいまの出席議員は２３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す。 
 報告事項を申し上げます。 
 副市長 望月健二君より本日、欠席届が提出されて、これを受理しましたので報告いたしま

す。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小林始君） 
   日程第１ 議案第１号から日程第２２ 議案第４１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、前島敏彦君。 

〇総務常任委員長（前島敏彦君） 
 それでは議長より委員長報告を求められましたので、総務常任委員会の報告をさせていただ

きます。 
 去る２月２４日の本会議において、本委員会に付託されました議案のうち条例の制定および

改正、一般会計補正予算等の審査を３月５日・６日委員会を開会し、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・意見等ありましたので、主なものの報告をいたします。 
 まず総務部所管においては議案第１号 「笛吹市暴力団排除条例の制定について」、市民、子

どもたちへの啓発となる資料を作っていただきたいがとの質問に対し、この条例については、

大きなフレームであるので、施行にあたってはしっかりした実行に向けた施行規則の制定を考

えていきたいとの説明がありました。 
 また議案第３号 「笛吹市税条例の一部改正について」は、この改正により、タバコ税の収

入はどのくらいになるのかとの質問に対し、平成２５年度から年間８千万円ほどの増額を試算

しており、合計で年間６億６千万円の収入を予定しているとの説明がありました。 
 経営政策部所管においては議案第４１号 「市のイメージキャラクター フッキーの指定に

ついて」、市以外の人が使うことに対して著作権等の扱いはとの質問に対し、現在、教育委員会

で商標登録をしているので、無許可で使った場合は罰則があると考えている。また、市のイメー
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ジキャラクターになるにあたっては、使用に関する要綱等を管理規程で定めていきたいとの説

明がありました。 
 消防本部所管においては、減額補正にかかる救急隊研修事務の救急救命士について、現在の

市の救急救命士の人数、今年度の救命士研修対象の人数はそれぞれ何人かとの質問に対し、現

在１８名の救急救命士がおり、２３年度９月から後期の研修所に１名入所しているとの説明が

ありました。 
 市民環境部所管においては、減額補正となる温泉管理事業の特定建築物および設備定期調査

報告業務委託の契約内容はとの質問に対し、２年に一度の契約であり、専門的な検査であるた

め、管財課との協議により資格を持っている業者と随意契約を締結している。今回の補正は、

業務実施時の項目内容による契約差金の減額であるとの説明がありました。 
 なお議案第３号 「笛吹市税条例の一部改正について」は、反対討論がありました。 
 以上、本委員会に付託をされ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。 
 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 「笛吹市暴力団排除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３号 「笛吹市税条例の一部改正について」、賛成多数で原案のとおり可決すべきもの

と決定。 
 議案第４号 「笛吹市職員の勤務時間、休暇等にかかわ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５号 「笛吹市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部

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 「平成２３年度笛吹市一般会計補正予算（第６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４０号 「変更契約の締結について（砂原橋下部工工事（２工区））」、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 「市のイメージキャラクターの指定について」、賛成全員で原案のとおり可決

すべきものと決定。 
 以上をもちまして、委員長報告とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 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。 

 野澤今朝幸君。 
〇３番議員（野澤今朝幸君） 

 総務常任委員会のほうに、浜岡原発の廃炉を求める請願の件があがっていたかと思います。

それについても審議がなされ、今後どのような扱いになるかということが話し合われたかと思

いますけれど、今の報告には触れられていませんでしたので、そのへんの報告を求めたいと思

います。 

〇議長（小林始君） 

 答弁を総務常任委員長、前島敏彦君。 
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〇総務常任委員長（前島敏彦君） 
 ただいま野澤議員から請願についての質問がありました。 

 委員会の中でもいろんな方々のご意見をいただく中で審査をしましたけども、継続審査とい

うことになりました。 

 以上、報告させていただきます。 

〇議長（小林始君） 

 そのほか質疑ございますか。 

 （ 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。 

 日程第９ 議案第９号 「平成２３年度笛吹市一般会計補正予算（第６号）」につきまして

は各常任委員会に分割付託してありますので、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１号を議題とします。 
 お諮りいたします。 
 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。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 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ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第１号は原案のとおり可決されました。 
 次に議案第３号を議題とし、討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結いたします。 
 議案第３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 ） 
 起立多数です。 
 よって、議案第３号は原案のとおり可決されました。 
 次に、議案第４号および議案第５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。 
 これにご異議ありませんか。 
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 （「異議なし」の声あり） 
 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、可決です。 
 本２案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第４号および議案第５号は原案のとおり可決されました。 
 次に、議案第４０号および議案第４１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。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りいたします。 
 本２案件についての委員長報告は、可決です。 
 本２案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第４０号および議案第４１号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、中川秀哉君。 

〇教育厚生常任委員長（中川秀哉君） 
 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２４日の本会議におきまして、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５日および６日の２日間にわたりま

して、関係当局の出席を求め開会し、全委員出席のもと審査いたしました。 
 審査の過程において出ました主な質疑等について、報告いたします。 
 はじめに保健福祉部所管では、市内避難者支援扶助について、避難者４５世帯・１１８名に

対してどのような生活支援を行っているのかとの質問に対し、水道料は市の事業なので減免を

３月まで行い、電気・ガスを対象とした生活支援事業について市が独自の支援を行っているが、

３月までの支援としているとの説明がありました。 
 芦川地域高齢者支援事業について補正減額が多いのではとの質問に対し、高齢化率が高く、

高齢者世帯が多い地域であるため、当初は相当数の利用者がいると見込んでいたが、直売所の

おごっそうやとの調整の中、配食サービスと見守りを兼ねる事業実施に時間がかかったことと

住民の積極的な利用希望が少なかったため減額が多くなったが、芦川地域には必要な事業であ

るので、今後ともさらに周知を行っていきたいとの説明がありました。 
 次に介護保険料の設定について、保険料の上昇を抑制するため、県の財政安定化基金および

市の介護保険準備基金の取り崩しがされたが、基金の財源は何かとの質問に対し、すべて第１号
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被保険者からの保険料であるとの説明がありました。 
 続きまして市民環境部所管では衛生予防費委託料のうち、畜犬管理システムはどのようなも

のかとの質問があり、市内で犬を飼われている生後９１日以上の犬は、すべて登録をしなけれ

ばならない。登録を一覧表にするもの、また狂犬病予防注射の確認を行うものと説明がありま

した。 
 次に国民健康保険特別会計補正予算では、東日本大震災に伴う災害臨時特例補助金について

の質問があり、東日本大震災により本市に避難している方の医療費の一部負担金部分と国保税

の免除部分が補助金として交付されたものとの説明がありました。 
 続きまして教育委員会所管では、小中学校教室空調設備事業でエコアイスシステムはどのよ

うなものかとの質問があり、深夜電力を利用し夜間の間に氷をつくり、その冷気を昼間送る。

昼と夜を分散させることで昼間の電力量を抑えることができ、毎月の電気料の定額に関わり、

ランニングコストを考えた中で一番よい方法との説明ののち、今回の空調設備の設置は児童生

徒が長く利用する普通教室と特別支援教室となり、他の特別教室は今後、検討していくとの説

明がありました。また石和中学校は改築工事に合わせ今後、設置を予定。芦川小学校は気温の

差があり設置なしとのことでした。 
 なお、議案第６号 「笛吹市介護保険条例の一部改正について」は反対討論がありました。 
 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ございます。 
 議案第２号 「笛吹市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等

の手続きに関す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 「笛吹市介護保険条例の一部改正について」、賛成多数で原案のとおり可決す

べきものと決定。 
 議案第７号 「笛吹市スポーツ振興審議会条例及び笛吹市体育指導委員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８号 「笛吹市社会体育施設条例及び笛吹市学校施設の開放に関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 「平成２３年度笛吹市一般会計補正予算（第６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１０号 「平成２３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。 
 議案第１１号 「平成２３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１２号 「平成２３年度笛吹市介護サービス特別会計補正予算（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１３号 「平成２３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」、

賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第３７号 「山梨県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更及び山梨県市町村総

合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。 
 以上をもちまして、委員長報告といたします。 
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〇議長（小林始君） 
 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９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２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。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 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ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第２号は原案のとおり可決されました。 
 次に議案第６号を議題とし、討論を行います。 
 反対討論を許します。 
 ８番、亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 議案第６号 「笛吹市介護保険条例の一部改正について」、反対の立場で討論を行います。 
 この条例改正の主な内容といいますのは、第１号被保険者が支払う保険料の１１．２％の値

上げを主な内容としたものであります。 
 ２０００年に始まった介護保険制度は事業を３年ごとに見直ししまして、２４年度からは第

５期の事業になりますけども、見直しのたびに保険料の値上げがされてきました。年ごとに高

齢者人口が増えて、介護サービスを利用する人が増えることで、確実に保険料が上がる仕組み

になっているのがこの制度であります。さらに２４年度から始まる第５期事業では、保険料値

上げの要因となる制度の改悪がありました。 
 １つは介護職員の処遇改善として、１．２％の介護報酬引き上げが行われる予定であります

けども、これまで引き上げ分については全額国庫負担で行ってきましたけども、今回は国の負

担を廃止して、介護報酬に組み込んだことで保険料値上げにつながりました。 
 ２つ目は第１号被保険者負担割合が総事業、これまでの２０％から２１％に増えたことも保

険料値上げにつながったものであります。 
 このような制度の改悪は、到底容認できるものではありません。１１．２％もの大幅な値上

げは年金が減り続ける高齢者にとっては、大変な負担増になります。来月４月からは物価スラ
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イドによって年金は０．３％減額されます。さらに２０００年以降の物価の下落のときに行わ

れた物価スライドの凍結、抑制の累計が２．５％になったということで、今年の１０月には０．

９％の減額、そして来年４月には０．８％の減額、再来年４月には０．８％の年金の引き下げ

が行われることになっております。保険料の値上げと３年続けての年金引き下げは、高齢者に

とっては大変な負担増になることは明らかではないでしょうか。 
 当局の説明で値上げ抑制のために、保険料徴収単価を一段階増やして９段階としたことや基

金取り崩しを行ったことなど述べられておりました。法の負担の原則からいえば、１段階増や

して徴収段階を９段階としたことは評価したいというふうに思いますけども、しかし取り崩し

た市の介護給付費準備基金も県の財政安定化基金交付金も、財源は１号被保険者が支払った保

険料であります。払いすぎた保険料を還元するのは、当然のことであります。 
 ３年ごとの事業見直しのたびに保険料が上がり続けることの大元には、やっぱり国庫負担が

２割しかないという制度の根本的な矛盾があるというふうに考えております。 
 ２０００年度にこの介護保険制度が始まりましたけども、その制度が始まる以前は介護費用

の５０％は国庫負担でありました。制度が始まった今日では、負担割合は２３％程度にまで引

き下げられております。保険料値上げを抑え、介護保険を持続可能な制度にするためには、国

庫負担割合を大幅に引き上げることを私は求めたいと思いますし、そして一般会計からの繰り

入れで保険料値上げを抑えることを求めて反対討論とします。 
〇議長（小林始君） 

 続いて、賛成討論を許します。 
 １番、網倉正治君。 

〇１番議員（網倉正治君） 
 議長の許可をいただきましたので、議案第６号 「笛吹市介護保険条例の一部改正について」

賛成の立場から討論を行います。 
 介護保険制度は開始から今年で１２年目を迎え、いまや高齢者の安心な老後を支え家族の負

担を社会全体で支える仕組みとして着実に定着をしていっております。こうした中、本年度は

第５期介護保険事業計画を策定するにあたり、６５歳以上の高齢者の方や市内の介護事業者へ

のアンケート調査結果が基礎資料として計画策定へ活用されております。 
 また昨年７月には、一般公募による委員も参加した計画策定委員会を立ち上げ、専門部会で

の協議・意見を聞く中で、給付費や保険料基準額が算定されたものであると理解しておるとこ

ろであります。 
 こうした結果、去る２月１０日に介護保険料基準月額の設定につきましては、笛吹市介護保

険運営協議会から原案を適当と認める旨の答申がありました報告も受けておるところでありま

す。 
 保険料基準額は第５期には高齢化の進展により、介護サービス事業者が増加し、居宅系サー

ビスの給付費が必然的に増加することや小規模・特養等の整備により、施設系サービスの給付

費も増加するものと見込まれておるところであります。さらに介護従事者の処遇改善を図るた

め、介護報酬単価の増改正や第１号被保険者の負担割合の増改正が実施されることになりまし

た。これにより被保険者の保険料の負担が懸念されたものの、これからのこれらの対応策とし

て保険料負担段階を現行の８段階から９段階へ変更するほか、介護保険給付費準備基金の取り

崩しおよび県の財政安定化基金交付金の活用により、県下の平均保険料月額が２４．６％の増
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となる中で、本市では１１．２％の増と県平均を下回るものとなっておるところであります。

また、保険料の減免措置を講じるなど保険料の算定に十分配慮し、各種介護予防の事業展開や

給付の適正化などにも積極的な取り組みが示されており、その成果を期待しているところでも

あります。 
 こうしたことから、今後の円滑な介護保険事業の運営を図るための財源の確保が介護保険制

度の趣旨からも必要な措置であることから、本条例改正案に賛成するものでございます。 
 以上、討論といたします。 

〇議長（小林始君） 
 ほかに討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結します。 
 議案第６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 ） 
 起立多数です。 
 よって、議案第６号は原案のとおり可決されました。 
 次に、議案第７号および議案第８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。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 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、可決です。 
 本２案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第７号および議案第８号は原案のとおり可決されました。 
 次に、議案第１０号から議案第１２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。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 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ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 



 ２２３ 

 よって、議案第１０号から議案第１２号までは原案のとおり可決されました。 
 次に議案第１３号を議題とし、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１３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 ） 
 起立多数です。 
 よって、議案第１３号は原案のとおり可決されました。 
 次に、議案第３７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。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 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ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第３７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、内藤武寛君。 

〇建設経済常任委員長（内藤武寛君） 

 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。 

 去る２月２４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・特別会計および企

業会計補正予算の議案審査、ならびに市道の廃止・認定についての議案審査を３月５日・６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報告をいたします。 

 産業観光部所管では、農林振興課に関わる優良農地等確保促進事業の減額の内容説明を求め

たところ、この事業は現在進めている農振の統合見直しにかかるものであり、当初、統合見直

しのみの考えであったが、年度途中において、一般からの除外の申し出を一緒に行うこととし

たため、実績に関わる印刷製本業務を来年度に繰り越しし、その他委託費は業者へ委託せず、

職員が行うこととしたための減額との説明がありました。 

 建設部所管では、まちづくり整備課の木造個人住宅耐震化支援事業の補助金の内容について

質問したところ、木造住宅の耐震診断結果を受けて行う耐震化に対する補助金であり、木造住

宅耐震改修補助金は利用者が少数でしたが、耐震化の促進を図るため２４年度も引き続き補助
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を継続すること。また耐震化建て替え補助金は利用者が多いことから、２３年度で県の補助金

は終了となるが、２４年度も引き続き国の交付金を活用しながら補助を行っていく予定との説

明がありました。 

 公営企業部所管では、下水道課にかかる浄化槽設置整備事業補助金の減額について説明を求

めたところ、当初予算では１７件を予定して計上したが、実施件数が５件だったことによる減

額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９号 「平成２３年度笛吹市一般会計補正予算（第６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１４号 「平成２３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１５号 「平成２３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１６号 「平成２３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１７号 「平成２３年度笛吹市営春日居地区温泉給湯事業会計補正予算（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３８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３９号 「市道認定について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 以上をもちまして、委員長報告といたします。 

〇議長（小林始君） 
 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９号につきましては、先ほど申し上げたとお

りです。 
 それでは、議案第１４号から議案第１７号までを一括議題といたします。 
 お諮りします。 
 本４案件は討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本４案件についての委員長報告は、可決です。 
 本４案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
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 よって、議案第１４号から議案第１７号までは原案のとおり可決されました。 
 次に、議案第３８号および議案第３９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。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 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、可決です。 
 本２案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第３８号および議案第３９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９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。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本案についての各委員長報告は、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ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第９号は原案のとおり可決されました。 
 暫時休憩をいたします。 
 再開を３時３０分といたします。 

休憩  午後 ３時１５分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ３時３０分 
〇議長（小林始君） 

 再開いたします。 
 ただいま、市長より議案第４２号から議案第４５号までの４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。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 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。 
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  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小林始君） 
   これより日程第２３ 議案第４２号から日程第２６ 議案第４５号までを一括議題とし、提出案

件に対する要旨説明を求めます。 
 市長、荻野正直君。 

〇市長（荻野正直君） 
 本日、追加提案させていただきます議案につきまして、概略をご説明申し上げます。 
 議案第４２号 「笛吹市墓地、埋葬等に関する法律施行条例の制定について」、議案第４３号 「笛

吹市公民館条例の一部改正について」、議案第４４号 「笛吹市博物館条例及び笛吹市青楓美

術館条例の一部改正について」、議案第４５号 「笛吹市営住宅条例及び笛吹市特定公共賃貸

住宅条例の一部改正について」であります。 
 この４つの案件につきましては、地域の自主性および自立性を高めるため、改革の推進を図

るための関係法律の整備に関する法律、第一次および第二次一括法による関係法律等が改正さ

れることに伴い、それぞれ関係条例の制定および改正を行うものであります。 
 なお、笛吹市営住宅条例および笛吹市特定賃貸住宅条例の一部改正については、地域主権一

括法に関わるもののほか、入居希望者が入居しやすくするための条例緩和を行うために、同時

に改正を行うものであります。 
 よろしくご審議の上、ご議決いただくことをお願い申し上げ、提案理由の説明とさせていた

だきます。 
〇議長（小林始君） 

 説明が終わりました。 
 これより、議案第４２号から議案第４５号までの質疑を行います。 
 この際、申し上げます。 
 本案については、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、議題となっております議案第４２号から議案第４５号は、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いたします。 
 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。 
 明日９日および１２日から１５日は議案審査のため、休会といたしたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、明日９日および１２日から１５日は休会とすることと決しました。 
 次の本会議は１６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。 



 ２２７ 

 ご苦労さまでした。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

散会  午後 ３時３７分 
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平成２４年笛吹市議会第１回定例会 
 

１．議 事 日 程（第５号） 
平成２４年 ３月１６日 
午後 ３時００分開議 
於 議 場 

 
 

日程第 １ 議案第１８号 平成２４年度笛吹市一般会計予算について 
日程第 ２ 議案第１９号 平成２４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２０号 平成２４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２１号 平成２４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２２号 平成２４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２３号 平成２４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２４号 平成２４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２５号 平成２４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２６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

別会計予算について 

日程第１０ 議案第２７号 平成２４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２８号 平成２４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２９号 平成２４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３０号 平成２４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３１号 平成２４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３２号 平成２４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３３号 平成２４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３４号 平成２４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３５号 平成２４年度笛吹市水道事業会計予算について 
日程第１９ 議案第３６号 平成２４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４２号 笛吹市墓地、埋葬等に関する法律施行条例の制定について 
日程第２１ 議案第４３号 笛吹市公民館条例の一部改正について 
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日程第２２ 議案第４４号 笛吹市博物館条例及び笛吹市青楓美術館条例の一部改正につ

いて 
日程第２３ 議案第４５号 笛吹市営住宅条例及び笛吹市特定公共賃貸住宅条例の一部改

正について 
日程第２４ 議案第４６号 人権擁護委員の候補者の推薦について 
日程第２５ 同意第１号 教育委員会委員の任命について 
日程第２６ 同意第２号 副市長の選任について 
日程第２７ 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。（２３名） 
 
 １番 網 倉 正 治 ２番 志 村 直 毅 
 ３番 野 澤 今 朝 幸 ４番 北 嶋 恒 男 
 ５番 中 村 正 彦 ６番 風 間 好 美 
 ７番 渡 辺 正 秀 ８番 亀 山 和 子 
 ９番 降 矢 好 文 １０番 堀 内 文 藏 
 １１番 中 村 善 次 １２番 龍 澤   敦 
 １４番 寳     修 １５番 新 田 治 江 
 １６番 大 久 保 俊 雄 １７番 上 野   稔 
 １８番 内 藤 武 寛 １９番 中 川 秀 哉 
 ２０番 渡 邉 清 美 ２１番 川 村 惠 子 
 ２２番 松 澤 隆 一 ２３番 前 島 敏 彦 
 ２４番 小 林   始 
 
 

３．欠席議員 
 

 （ な し ） 
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４．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名（１７名） 

 
 市 長 荻 野 正 直 教 育 長 山 田 武 人 
 総 務 部 長 山 下 真 弥 経営政策部長 池 田 聖 仁 
 会 計 管 理 者 松 岡 利 明 市民環境部長 河 野  修 
 保健福祉部長 中 川 啓 次 福祉事務所長 荻 原 明 人 
 産業観光部長 豊 角 英 人 建 設 部 長 佐 藤 貞 雄 
 公営企業部長 竹 越 富 男 教 育 部 長 仲 澤 和 朗 
 総 務 課 長 芦 澤  栄 財 政 課 長 成 島 敦 志 
 消 防 長 中 込 富 美 雄 教 育 委 員 長 曽 根 敦 子 
 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 ３時００分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小林始君） 

 ただいまの出席議員は２３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す。 
 報告事項を申し上げます。 
 本日、副市長 望月健二君より欠席届が提出され、これを受理しましたので報告いたします。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小林始君） 
   日程第１ 議案第１８号から日程第２３ 議案第４５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および３月８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、前島敏彦君。 

〇総務常任委員長（前島敏彦君） 
 それでは、ただいま議長より委員長報告を求められましたので、総務常任委員会の報告をさ

せていただきます。 
 本委員会に付託されました議案のうち、平成２４年度一般会計当初予算審査を３月９日・

１２日および１３日の３日間委員会を開会し、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・意見等ありましたので、主なものの報告をいたします。 
 まず、総務部所管では収納率が県下でも低い中で、本市として特徴ある収税方法を考えてい

るかとの質問に対し、滞納者に対しては毅然たる態度で差し押さえを行い、自主納付につなげ

るとともに、組織全体としての徴収も検討する中で滞納縮減に努めていきたいとの説明があり

ました。 
 また、東日本大震災被災地支援職員派遣については、どのような内容かとの質問に対し、全

国市長会の要請に基づいて南相馬市への派遣するものであり、下水道等の技術関係の職務で１年

間の派遣期間を予定しているとの説明がありました。 
 経営政策部所管では、芦川地区過疎地域活性化基金（１号）の積み立ての基準はとの質問に

対し、過疎債のソフト事業分で起債できる限度額が３，５００万円となっており、そのうち各
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事業に充当したあとの余剰分を１号基金として積み立てるものである。また、過疎債の元利償

還金の７０％が交付税の基準財政需要額に算入されるため、一般財源を使うよりもこの過疎債

を使った方が有利なため、利用するものであるとの説明がありました。 
 また、サイン整備計画書策定委託とはどのような計画をするものなのかとの質問に対し、市

内の案内表示については、合併前の旧町村時代の看板、道路標識、案内表示がまだ相当ある。

それを笛吹市として統一したものにするため、それらの状況調査を行った上で、今後どのよう

に進めていくのかを平成２４年度に計画を策定しながら、方向性を決めていくものであるとの

説明がありました。 
 消防本部所管では、住宅用火災警報器の市内の設置状況はとの質問に対し、本年２月のまち

づくり基礎調査で設置率５６．１％と、昨年３月の４０％に比べ１６．１％の増となっている

との説明がありました。 
 また、笛吹市消防本部の救急搬送時の医療機関受け入れの状況はとの質問に対し、笛吹市外

の管外搬送率が５２％、市内の管内搬送率が４８％という状況である。今後、東山梨と笛吹市

で構成する峡東地域医療協議会の中で、医療圏を一つにする方向での提案を行うとともに、市

内の温泉病院への救急搬送受け入れについても、引き続きお願いしていきたいとの説明があり

ました。 
 市民環境部所管では、発行枚数が２万枚に到達した住基カードの中で、図書カードとして利

用できるようにしている方はどのくらいかとの質問に対し、２，９００枚程度が図書館の利用

ができるカードとなっているとの説明がありました。 
 また、市営温泉の指定管理委託料増額の理由は何かとの質問に対し、各年度における赤字の

実績、利用者数の推移、電気料の改定、燃料費、巡回バス運行の負担等を勘案し、直営で運営

した場合の市の一般財源投入額と比較を行い、指定管理者としてなんとか運営ができる金額を

協議する上で予算計上した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。 
 なお議案第１８号 「平成２４年度笛吹市一般会計予算について」は反対討論がありました。 
 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。 
 それでは、審査結果については次のとおりです。 
 議案第１８号 「平成２４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」、賛成多数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（小林始君） 
 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 ） 

 質疑を終結いたします。 

 この際、申し上げます。 

 日程第１ 議案第１８号 「平成２４年度笛吹市一般会計予算について」につきましては各

常任委員会に分割付託してありますので、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。 
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 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、中川秀哉君。 

〇教育厚生常任委員長（中川秀哉君） 
 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。 
 本委員会に付託されました条例の制定・一部改正、また平成２４年度一般会計および特別会

計当初予算についての議案審査を３月９日・１２日・１４日の３日間にわたりまして、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。 
 はじめに保健福祉部所管では、健康診査の歯周疾患検診について、新年度より２０歳から７０歳

までの５歳刻みとなり、多くの予算が計上してあるが、ガン検診も含めて受診率アップの方策

と啓発はとの質問があり、ガン検診の要検診の方たちの再検査の受診率が低いため、重点課題

と捉えている。危機感をあおることではなく重要度を認識することが大切であり、できる限り

の情報を提供し指導していきたいとの説明がありました。 
 また救急医療事業で、委託料で医師会に委託している在宅当番医の内容はとの質問に救急の

患者へ対応していただくための委託事業で、休日は７２日、夜間は３６５日の実施をお願いし

ている。金額は基準に基づき積算され、病院輪番型も同様であるとの説明がありました。 
 地域子育て支援センター事業について、ＮＰＯ法人への委託は随意契約なのか。また、新規

参入があればどのように精査されるのかとの質問があり、委託先については効率的な運営を図

るため、育児等の子育て支援に実績と熱意ある団体と随意契約により委託実施している。 
 契約については毎年度更新していくことになるが、上期・下期の運営状況・利用状況等を精

査している。また、新規参入については、子育て支援に対するしっかりとした運営方針などを

提示する団体であることを前提に、安心して安全に委託することが可能な委託先であるかを見

極めることが重要となるとの説明がありました。 
 続いて市民環境部所管では、太陽光発電システム設置補助について、昨年度は何件実績があ

り、今年度は何件を見込んでいるのか。また、１件当たりの設置金額はおおむねどのぐらいか

との質問があり、１８年度から補助制度が始まり、２３年度は申請者が急増し補正をさせてい

ただいた。今年２月末までに３２８件の申請があり、全体で３６０件ほどを見込んでいる。２４年

度は、２３年度と同じ３６０件を見込んでいるとの説明がありました。また、設置金額は１キ

ロワット当たり６０万円ほどとなり、通常の家庭では４キロワットから５キロワットとなる。

４キロワットで設置しても２４０万円程度はかかるとの説明がありました。補助金については、

国で１キロワット当たり４万８千円。市は１キロワット当たり３万円で限度額１０万円の補助

あり、県においても借入金の利子補給があるとの説明がありました。 
 疾病予防事業において、人間ドック委託料が上がったが全体の人数はどのくらいかとの質問

があり、人間ドックの受診希望は２千人ほどいたが、検査機関が市内だけでなくさまざまで、

受け入れ人数にも限りがあり、実績としては１，６５０人程度であった。新年度は１，８００人

を見込んでいるとの説明がありました。 
 続いて、教育委員会所管では石和中学校の改修が始まることになるが、実施設計、地質調査、

建築確認等具体的なタイムスケジュール等はどうなのか。また、ＰＴＡや学校の要望はどうな

のかとの質問があり、具体的な細かい部分は検討中であるが、平成２５年６月議会に工事に関
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する契約案件の提出を考えている。そこから遡り細かな部分を決めていきたい。平成２５年の

夏休みから工事を進めることで検討している。仮設校舎については、平成２５年１月ごろから

設置に向けて取り組む。給食の運営も含め、学校やＰＴＡと協議し計画を進めていきたいとの

説明がありました。 
 いちのみや桃の里ふれあい文化館指定管理業務委託事業について、前年と同じ契約か、また

減額の要因は何かとの質問があり、公募時に指定管理者より提示され、年度協定書を毎年結び

金額の設定を行う。要因はさまざまな面で削減の成果が表れてきたが、中でも清掃や樹木の手

入れ等の管理、また大ホールでの音響設備や照明機器の管理について削減ができた。見直しの

時期にはモニタリングを行い、内容の検討を行っているとの説明がありました。 
 なお、議案第１８号 「平成２４年度笛吹市一般会計予算」および議案第１９号 「平成２４年

度笛吹市国民健康保険特別会計予算について」は反対討論がありました。 
 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１８号 「平成２４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」、賛成多数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年度笛吹市国民健康保険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２０号 「平成２４年度笛吹市介護保険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２１号 「平成２４年度笛吹市介護サービス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２２号 「平成２４年度笛吹市後期高齢者医療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４２号 「笛吹市墓地、埋葬等に関する法律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４３号 「笛吹市公民館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４４号 「笛吹市博物館条例及び笛吹市青楓美術館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。 
 以上をもちまして、委員長報告といたします。 

〇議長（小林始君） 
 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１８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１９号を議題とし、討論を許します。 
 討論はありませんか。 
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 （ な し ） 
 討論を終結いたします。 
 これより、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 ） 
 起立多数です。 
 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２０号を議題とし、討論を許します。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結いたします。 
 これより、議案第２０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 ） 
 起立多数です。 
 よって、議案第２０号は原案のとおり可決されました。 
 次に議案第２１号を議題とし、討論を許します。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結いたします。 
 これより、議案第２１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 ） 
 起立多数です。 
 よって、議案第２１号は原案のとおり可決されました。 
 次に議案第２２号を議題とし、討論を行います。 
 反対討論を許します。 
 ８番、亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 議案第２２号 「平成２４年度笛吹市後期高齢者医療特別会計予算」に対する反対討論を行

います。 
 この後期高齢者医療は事業が広域で行っておりますので、笛吹市としては高齢者から保険料

を徴収するだけの仕事であります。歳入においては、保険料と一般会計からの繰入金が主なも

のでありまして、歳出でも広域連合への納付金が９８％を占めるというような予算内容であり

ます。 
 そういった予算に反対する主な理由は２４年、２５年度に支払う高齢者の保険料が均等割、

所得割とも値上げになったこと。そして若い人の人口減に伴い、４年前の制度スタート時のと
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きには１０％だった、高齢者が保険料として負担する率が１０．５１％に引き上がったこと。

これが主な反対理由です。医療保険は上がる、そして介護保険料も上がりました。しかし年金

は下がる。これではあまりにも高齢者いじめも甚だしいと言わざるを得ません。 
 後期高齢者医療制度は、２００８年４月から始まりました。山梨の広域連合は２２年、２３年

の保険料が据え置きとなりましたけれど、２年ごとに保険料が上がる仕組みになっているのが、

この制度です。７５歳以上の高齢者といいますと若年層より病気にかかる率も高くなるし、ま

た治療にも時間がかかり、医療費が増えるのは当たり前のことでありますし、高齢者も年々増

えております。しかし、この後期高齢者医療制度では高齢者の人口の増加と医療費の増大に伴っ

て、自動的に保険料が上がってしまいます。 
 この制度が当時の自民党、公明党の政権から出されたとき、高齢者いじめの差別的な医療制

度だと国民の間から大きな怒りの世論が沸き上がりました。そして、その世論を受けて２００８年

の４月には、参議院で廃止法案が可決されております。今の政権の民主党は選挙のときに、こ

の差別的な後期高齢者医療制度の廃止を掲げて、今の政権につきました。このように大変問題

の多い後期高齢者医療制度でありますけども、４年が経過した中で一部には高齢者や国民の中

に浸透してきているとか、制度がなじんできたとか、もとに戻すのはかえって混乱を招くとか

論じる人もいますけれども、しかし何年経っても世界に類を見ない高齢者いじめの差別制度で

あることには変わりありません。 
 以前の老人保健制度では、高齢者を国保や健保に加入させたまま、窓口負担を現役世代より

軽くするための仕組みがとられておりました。そして２年ごとの保険料の際限のない値上げや

別枠の診療報酬による差別医療もありませんでした。保険料の年金からの天引きも、そして保

険料滞納による保険料滞納による保険料の取り上げもありませんでした。サラリーマンに扶養

されている高齢者は保険料の負担もありませんでした。さらに６５歳から７４歳の障害者は健

保や国保に加入したまま、低い料金で医療を受けられてもおりました。先ほど言いましたよう

に廃止して元に戻せば混乱するという人もいますけども、老人保健制度では高齢者の負担が増

えないような措置をとりながら、長い間なんの混乱もなく運営されてきた制度であります。高

齢者を無理矢理、国保や健保から追い出して混乱を招いているのは後期高齢者医療制度のほう

であります。私たちはこの制度の廃止をずっと長い間、求めてきました。改めて、この制度の

廃止を主張して反対討論とします。 
〇議長（小林始君） 

 続いて、賛成討論を許します。 
 賛成討論を、大久保俊雄君。 

〇１６番議員（大久保俊雄君） 
 それでは議案第２２号 「平成２４年度笛吹市後期高齢者医療特別会計当初予算」につきま

して、この原案に賛成する立場から討論を行います。 
 今回の平成２４年度笛吹市後期高齢者医療特別会計予算の総額は、歳入歳出それぞれ１３億

６，４２９万円で前年度比１７％、約２億円の増額予算となっております。後期高齢者医療制

度は導入当初からさまざまな角度で議論が交わされ、話題になった経緯がありますが、高齢者

にふさわしい新たな診療報酬の見直し、さらに高齢者に配慮した治療が行われるようになり、

保険料は県下統一料金で、後期高齢者医療広域連合を保険者として実施されている医療保険制

度であります。 
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 保険料については２０年度の導入当初、２年ごとに改定することでしたが、２２年度は保険

料上昇分を広域連合における余剰金を充当することにより、改定は見送られました。今後もま

すます高齢化が進み、医療費の増大が見込まれ、現行の制度では増加し続ける医療費に対して

の財源確保が極めて厳しい状況であることから、２４年、２５年度は一定の軽減措置も継続さ

れた中で均等割額３万９，６７０円、所得割額７．８６％に改定されるものであります。 
 広域連合に納付するための会計であることから、市の役割としては高齢者からの保険料の徴

収、公費負担分の歳入受け入れ、広域連合が医療費を支払うための負担金等を歳出として適正

に予算化していくことであります。 
 現制度は７５歳以上の高齢者の医療に対する医療給付を行うことを目的に、世代間の負担を

明確にした中で設けられた制度であり、著しい差別があるとは直ちに結論付けられるものでも

なく、高齢者の皆さんの医療が確保されるとともに、日ごろからの健康づくりと生活習慣病、

もろもろの疾病の早期発見と重症化予防のための積極的な検診の重要性も啓蒙しつつ、高齢者

の方々が安心して暮らせることを期待し、平成２４年度笛吹市後期高齢医療特別会計予算案に

賛成の立場からの討論といたします。 
〇議長（小林始君） 

 ほかに討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結いたします。 
 これより、議案第２２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 ） 
 起立多数です。 
 よって、議案第２２号は原案のとおり可決されました。 
 次に議案第４２号、議案第４３号および議案第４４号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。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 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ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第４２号、議案第４３号および議案第４４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、内藤武寛君。 
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〇建設経済常任委員長（内藤武寛君） 

 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。 

 去る２月２４日の本会議初日および８日の本会議において、本委員会に付託されました平成

２４年度一般会計・特別会計、ならびに企業会計当初予算案と条例の一部改正案についての審

査を３月９日・１２日および１４日の３日間にわたり、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。 

 審査にあたり質疑・意見等がありましたので、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、芦川支所にかかる過疎対策事業債の充当状況等について説明を求

めたところ、交流施設整備事業・上芦川原風景復活保存事業等５事業に１億３３０万円の過疎

債を予定しており、事業費のほぼ１００％に充当し、償還額の７０％が交付税に算入されると

の説明がありました。また交流施設整備事業のうち、連絡歩道橋工事の内容については芦川農

産物直売所と、その西側に現在進めている駐車場とを結ぶ連絡橋で芦川の景観に配慮し、擬木・

木材を利用した幅２メートル、長さ８メートルの橋を考えているとの説明がありました。 

 次に農業委員会関係では、農業委員会等交付金の交付基準について質問したところ、一部は

確定されているが、各種事業に対する補助金も含まれて交付されるため、毎年変動するとの答

えがありました。 

 次に、農林振興課に関わる剪定枝粉砕機共同補助金について説明を求めたところ、粉砕機に

ついては２３年度末で延べ約１５０台購入されており、毎年２０台分予算措置してきたが、２３年

度の実績が１２台であったため、来年度は１０台分予算措置したとのことであり、補助につい

ての市民への広報は他の農業関係の補助金と併せて、市の広報４月号に掲載するとの説明があ

りました。 

 次に、農林土木課に関わる中山間地域総合整備事業の負担金の内容について説明を求め、県

営事業にかかる工事に対する負担金であり、２４年度については八代の高家・竹居地区の圃場

整備が計画されているとの説明がありました。 

 次に観光商工課にかかるハウス桃園事業について、売り上げと支出では支出の方が多いこと

について質問したところ、桃を売ることが主ではなく、メインは宣伝活動であり、今年は全国

紙にも取り上げられるほど、費用対効果は非常に高いとの説明がありました。 

 鵜飼いについては、鵜飼いだけではなく鵜をもう少し活用したらどうかとの問いに臭い・泣

き声等問題も多いため、今後の検討課題とするとの答えがありました。 

 また、笛吹市旬の魅力宣伝広告委託について説明を求めたところ、２４年度、特に強調して

桃・ブドウの宣伝をするもので、年数回程度都内大手新聞社を使い、広告宣伝を行うとの説明

がなされました。 

 建設部所管では、管理総務課に関わる用地管理費のうち道路境界線現地調査業務委託につい

て質問したところ、この業務委託については平成２０年度から実施しているもので、合併以前

の旧町村時代に道路として施工した土地の未登記と思われる個所の現地調査と写真撮影を業者

に委託し、成果品を上げてもらうものであり、平成２４年度に境川地区約１，８００カ所を実

施し、２５年度に石和・芦川地区を実施し終了する予定であり、未登記処理については、順次、

解消していくとの説明がありました。なお、合併後はその都度登記をしているので、未登記部

分は増えることはないとの説明がありました。 

 また、笛吹市営住宅条例及び笛吹市特定公共住宅条例の一部改正案についての公営住宅法施
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行令の改正に伴う経過措置について質問したところ、国の収入基準を参考に地域性を考慮し、

１年かけて決めていきたいとの説明がありました。 

 次にまちづくり整備課に関わる土地区画整理事業清算金についての内容を求めたところ、換

地設計で事業が推移してきたが、昨年度から出来形確認測量を行い、実際登記する面積が確定

し、多少の誤差が生じているので、お金で清算するものであり、施行条例に基づき市で支払い、

徴収をするものであるとの説明がありました。 

 次に土木課に関わる浸水対策事業の工事内容について説明を求めたところ、境川大坪地内の

浸水対策事業であり、市営および県営住宅がある場所から浅川方面に向かい、土手を整備して

市道とし、その内側の大坪尻川の脇にため池を造る事業で、２４年度から２６年度までの３年

間を予定している。２４年度の予算１億４千万円については、市道整備を行うとの説明があり

ました。 

 公営企業部所管では、業務課・水道課に関わる水道事業会計については、平成２４年度に御

坂浄配水場建設が始まるため、建設改良費が大幅な増となることの説明を受け、合併特例債は

どのくらい考えているかとの問いに、一般会計出資金８億１，３２０万円に合併特例債を充当

するとの答えがありました。 

 また、水道使用料については、上下水道料金を統一する中で、昨年の秋に境川地区も完了し

たため、使用料が増えると考えるが、予算は逆に前年度と比較して減っているがとの問いには、

全体的に市民が節水に心がけているため、使用料が減っているとの説明がありました。 

 下水道課に関わる公共下水道整備工事のうち、地震対策工事についての内容説明を求めたと

ころ、２年前のどこの個所が地震の影響を受けやすいかとの調査の結果を受け、緊急性の高い

メイン管路から順次地震対策工事を行っており、内容についてはすでに下水道管が埋設されて

いる個所の浮上防止対策・継ぎ手対策等を行っているとの説明がありました。 

 また、この工事は平成９年以前に埋設された管路・マンホールが対象となり、平成９年度以

降の工事については、地震対策済みであ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。 

 それでは、審査結果については次のとおりであります。 

 議案第１８号 「平成２４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」、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年度笛吹市公共下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２４号 「平成２４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２５号 「平成２４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２６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２７号 「平成２４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２８号 「平成２４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」、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２９号 「平成２４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３０号 「平成２４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３１号 「平成２４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３２号 「平成２４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３３号 「平成２４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３４号 「平成２４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３５号 「平成２４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３６号 「平成２４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。 

 議案第４５号 「笛吹市営住宅条例及び笛吹市特定公共賃貸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。 

 以上をもちまして、委員長報告といたします。 

〇議長（小林始君） 
 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１８号につきましては、先ほど申し上げたと

おりです。 
 それでは、議案第２３号から議案第３６号までを一括議題といたします。 
 お諮りいたします。 
 本１４案件は討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本１４案件についての委員長報告は、可決です。 
 本１４案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第２３号から議案第３６号までは原案のとおり可決されました。 
 次に、議案第４５号を議題といたします。 
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 お諮りします。 
 本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」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本件についての委員長報告は、可決です。 
 本件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第４５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１８号を議題とし、討論を行います。 
 反対討論を許します。 
 ７番、渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 日本共産党の渡辺正秀でございます。 
 平成２４年度一般会計予算、そしてこの行財政運営方針について反対討論を行いたいと思い

ます。 
 ２４年度予算は３２１億１，６３０万円という、超大型予算でございます。一般的に言えば

将来の財政行政に大変な負担を残す常識外れの予算ともいえます。それ故に予算と事業内容に

ついては、十分な検討が必要でございます。 
 まず最初に２４年度予算案および事業予定の中には、市民の大きな要望そしてそれに基づい

て私たちを提案してきた点がいくつか具体化されております。 
 例えば石和中学校給食棟と北館の建て替えのための実施設計費等、１億１，５００万円の計

上。これについては、日本共産党議員団は合併直後から給食調理員や先生方と懇談を重ね、そ

れに基づいて提案してきたものであります。 
 ２点目は２３年度に続き、図書館の予算増になりました。これは２３年度から３年間、国が

支所や蔵書整備体制の充実など、機能、蓄積等による地域づくりを対象とする特別交付税措置

を取り入れたものでありますが、市民および図書館職員の願いに応えるものであります。 
 ３点目は保育料の分野です。国の年少扶養控除の廃止による住民税の引き上げに伴う保育料

の負担増を避ける措置がとられました。そのために保育料を職員が手作業で計算し直すという

ことでございます。ご苦労さまと言いたいと思います。また保育料の徴収段階が１０段階から

１４段階に変えられ、応能負担の原則を強めたことも評価したいと思います。 
 農業後継者支援制度は私たちが提案したものでございますが、新規後継者は３３名に増えた

という、それに加えＩターン、Ｕターン、新規就農者支援制度もつくられました。成果が上がっ

ている農業後継者対策事業の対象年齢の拡大など一層の就農者増対策が求められると思います。 
 私たちは一昨年４０度を越す教室の暑さを繰り返すなと、小中学校全教室へのエアコン設置

を提案いたしましたが、これは補正で決まりましたが、２４年度事業として今年の夏までには

実現するということで、子ども・保護者に朗報となっております。 
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 こうした前進面の一方、重大な問題がございます。まず保育園の老朽化問題、私たちはこれ

までも市内の保育園を視察、職員との懇談を繰り返し、老朽化の著しい園舎の改善、建て替え

を求めてまいりました。２４年度の予算では、老朽化の著しい石和第２保育所の大規模改修予

算８，４００万円が計上されましたが、すでに工事を終えた第１期工事４，２３０万円と合わ

せて１億２，６００万円にもなります。これほど多大な改修費用をかけるならば、あの老朽化

の状況からして新築すべきではなかったのだろうか。 
 ２つ目に、新年度予算では公立保育所の指定管理導入が進みました。今年９月完成予定の石

和第５保育所の指定管理導入が決まっております。税金を使って新築した途端、指定管理を導

入することが続いています。これまで指摘してきたとおり保育所の運営について、民間にでき

て公立にできないことなど何一つございません。民間に任せれば保育サービスの向上が図られ

るというのは、市が努力を怠っていることの証しです。さらに言えば今まで古い園舎で保育の

仕事をしてきた保育士たちにとっては、新園舎ができた途端そこで保育の仕事ができなくなる

ことはまったく不本意なことではないでしょうか。 
 臨時職員が相変わらず多い問題です。図書館では正職員がわずか９名。臨時職員司書１５名。

短時間勤務職員１８名という状況です。交付税の公立図書館の職員増員などの算定基準、改善

されたとの情報も得ておりますが、正職員をもっと増やすべきではないでしょうか。保育士に

しても、学校給食調理員にしても同じことを指摘いたします。 
 庁舎耐震改修についても指摘したいと思います。すでに終わった南館の耐震改修工事を含め、

庁舎耐震改修事業の総事業費は１５億円にも及びます。市長は新築でなく改修とする理由につ

いて、議会が反対したから新築はできないと言っております。これは違います。多くの議員の

市長提案に対する反対理由は当時、防災上、交通安全上、敷地の形状、そうした問題から現在

地を新築する場所としては適切でないという意見、そしてもう１点は７０億円の事業費による

過大庁舎は支所の廃止を想定したものだという考え。そしてさらに場所、規模については住民

合意が必要というもので、新築そのものに対する反対はなかったと思います。そして多大な事

業費をかけながら、議会から指摘された防災拠点としての適切な場所、コンパクトで便利でそ

して機能的な庁舎という条件はクリアされないまま、庁舎は改修によって現在地に長期固定化

されることになります。 
 合併後、市民の多くが問題だとしていることは支所の機能の低下でございます。生活健康づ

くり、子育て、地域の連帯等々、地域のあらゆる課題において支所が重要であることは再三指

摘してきたとおりでございます。 
 ３．１１以降、さらにその重要性は明らかになってきております。地域ごとの防災計画マッ

プづくり、体制づくりが重要でございますが、それを一宮町上矢作地区などで自主的に進めて

まいりました。しかし約１３０行政区、すべてが同じようにできるわけではございません。行

政の関わり、寄り添いが必要ではないかと思います。では本庁総務課の防災担当がそれをやり

切れるか、とてもそれはやり切れません。身近な支所の機能強化、支所の奮闘があってこそ、

それらは成し遂げられます。 
 防災のみならず生活健康づくり、子育て、連帯等々、すべてにわたって同じことが言えます。

しかし２４年度の方針においても、予算においてもこうした考えが反映されていないことは誠

に残念でございます。 
 こうした問題の原因は何か。１つは合併特例債、大型プロジェクトのしわ寄せということで
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はないかと思います。十分な精査が行われないまま委託をされたり、あるいは実行に移された

という問題がございます。これは１つは多機能アリーナ、言うに及びません。それから八千蔵

防災災害時のガレキストップヤード構想、委員会でも明らかになりましたけども、これは防災

上の必要から出発していることではない。地域対策の上で行政責任として必要だということで

ございます。防災問題がそうしたことに使われるということは、まったく問題が大きいのでは

ないかと思います。バイオマスセンター、この問題についてもどのように資材が集まるか、ま

たどのように肥料の引き受け手があるか、こういうことも曖昧なまま、現在進んでおる状況で

ございます。 
 先ほど説明もございましたけども、駅舎エスカレーター等の問題についても、たしかに市民

の中にそういう要望もございます。ただ、それを実施するにあたっては、市は的確にこのエス

カレーターが必要だということを説明、すべての市民に対して説明できなければならないので

はないでしょうか。そうした合併特例債事業、精査が十分に行われていない事業も含めて、こ

のしわ寄せの原因になっているということをまず指摘したいと思います。 
 それからもう１点は議会の意見、市民の声を正確に受け止めずにボタンの掛け違いをしてい

るのではないかという問題であります。庁舎問題について、先ほど述べました議会の意見を的

確に受け止めていない。その結果、こういう計画になっているということでございます。それ

から多機能アリーナはすでに言うに及ばず、市民の声を正確に受け止めていないまま進められ

ているということでございます。 
 ３つ目に地方自治の捉え方に根本的な問題があると。特に一斉を風靡した新都市経営論とい

うものがございます。市民主人公ではなく行政サービスの消費者という、この市長のお考え、

それから民間にできることはなんでも民間へという考え、これも指定管理者制度等で矛盾にぶ

つかっております。そして本庁集中、支所機能縮小を合理的とみなして、支所機能縮小を図っ

ている。そして市民と行政の機械的役割分担論、やはり職員は全体の奉仕者であって、市民そ

して各地域の困難に寄り添って解決を図っていくということが基本的に職員の役割でございま

す。それをここから先は市民の役割、ここは民間の役割と機械的に役割分担をしていくという

傾向が非常に強まっておるということを憂慮します。 
 以上をもちまして、将来にまで大きな影響をもたらす超大型予算ゆえに本予算案と合わせて

行政運営の姿勢も含め、反対討論といたします。 
〇議長（小林始君） 

 続いて、賛成討論を許します。 
 ５番、中村正彦君。 

〇５番議員（中村正彦君） 
 議案第１８号 「平成２４年度笛吹市一般会計予算」につきまして、これを原案のとおり賛

成する立場から討論を行います。 
 昨年３月１１日に発生した東日本大震災と、それに伴う原子力発電所の事故から早や１年が

経過しました。昨年のこの３月議会のこの八代庁舎で、委員会の最中に体験のしたことのない

強い揺れを感じ、恐怖とともに家に帰りテレビをつけたときのあの悪夢のような映像は昨日の

ことのように脳裏に焼きついています。改めて犠牲となられた方々のご冥福と被災者、被災地

の一日も早い復興を心よりお祈り申し上げるところであります。 
 さて政府は平成２４年度予算において地方交付税を１千億円増額し、総額１７兆４千億円を
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計上しております。財政健全化が急務な課題であるとともに震災復興のため、多額の財源を要

することから地方財政においても、なんらかの影響が出るものと懸念されるところであります。 
 このような状況の中、本市においても地方交付税の増額を見込むものの歳入の根幹でもある

市税は微増の状況であり、各種基金からの繰入総額を８億７千万円とするなど、厳しい財政状

況であると考えられます。 
 平成２４年度の一般会計予算を見ますと総額３２１億円となっており、前年度と比較し５．

５％増し、１６億８千万円の増額となっております。この主な要因としましては、合併特例債

の適用期限となる平成２６年度までの事業完了を目指し、１１億５千万円を計上した砂原橋架

け替え事業をはじめ、石和温泉駅周辺整備事業やバイオマス建設事業など大型プロジェクト事

業、そしてまた東日本大震災の教訓を踏まえ、地域防災計画の見直しや備蓄品の整備、避難場

所への発電機、投光機の整備、石和中学校校舎ならびに給食棟の改修、市役所本庁舎等の耐震

改修事業など危機管理体制の充実ならびに各種防災対策にも重点を置き、さらに子どもの予防

接種事業や各種健康診査事業なども拡充し、市民の健康づくり、子育て支援対策にも取り組み、

積極的な予算となっております。 
 なお、２４年度の当初予算編成にあたっては、昨年度から導入された施策別枠配分方針に引

き続き取り組み、本市の重点施策の見解と方向性をしっかり示した中で予算編成が行われたと

聞き及んでおります。 
 今後とも、優先課題や重要施策の選択を誤ることなく行政経営を行っていただくとともに、

行財政改革にも積極的に取り組んでいただき、さらなる歳出の抑制をお願いするところであり

ます。 
 笛吹市のさらなる発展を目指し、みんなで奏でるにぎわい・やすらぎ・きらめきのハーモニー

の実現に向けて、マニフェストに掲げる諸施策の実現はもちろんのこと、荻野市長を先頭に職

員一丸となって予算執行に誠心誠意当たられることを期待しまして、平成２４年度笛吹市一般

会計予算につきましては、原案のとおり賛成するものであります。 
〇議長（小林始君） 

 ほかに討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結いたします。 
 これより、議案第１８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 ） 
 起立多数です。 
 よって、議案第１８号は原案のとおり可決されました。 
 ここで、暫時休憩をいたします。 
 再開は４時２５分といたします。 

休憩  午後 ４時１０分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ４時２４分 
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〇議長（小林始君） 
 再開いたします。 
 ただいま、市長より人事案件３件が提出されました。 
 お諮りします。 
 これを日程に追加し、直ちに議題としたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 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（小林始君） 
   これより日程第２４ 議案第４６号から日程第２６ 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、荻野正直君。 

〇市長（荻野正直君） 
 本日、追加提案させていただきます議案および同意案件につきまして、概略のご説明を申し

上げます。 
 まず議案第４６号 「人権擁護委員の候補者の推薦について」。 
 北澤三津子氏を推薦いたしたく、人権擁護委員法第６条第３の規定により議会の意見を求め

るものであります。 
 住所は笛吹市石和町八田４９０の１３番地。生年月日は昭和１７年１月１９日、満７０歳。

再任であります。 
 次に同意第１号 「教育委員会委員の任命について」であります。 
 任期満了に伴う桑原明委員の後任として、石原知江子氏を任命したく地方教育行政の組織及

び運営に関する法律第４条第１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。 
 住所は笛吹市八代町高家７７番地、生年月日は昭和３５年１月７日、満５２歳であります。 
 石原氏は山梨学院短期大学を卒業し、すみよし愛児園保育士、笛吹市浅川中学校ＰＴＡ学年

部長、山梨県女子体育連盟理事を歴任されております。 
 任期は平成２８年３月３１日までの４年間であります。 
 次に副市長の選任について。 
 土屋正文氏を選任いたしたく、地方自治法第１６２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。 
 住所は南アルプス市山寺１０２８の３番地。生年月日は昭和２６年４月１６日生まれ、満６０歳

であります。 
 職歴でありますが、昭和５０年４月に山梨県に採用され、東京事務所長、人事委員会事務局

長などの職を歴任し、平成２２年４月から議会事務局長の職に就いております。 
 就任の日につきましては、平成２４年４月１日を予定いたしております。 
 以上、追加案件の概略の説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決いただき

ますようお願いし、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 
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〇議長（小林始君） 
 市長の説明が終わりました。 
 これより、議案第４６号の質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑を終結いたします。 
 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。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第４６号は委員会付託を省略することに決定いたしました。 
 議案第４６号の討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結いたします。 
 議案第４６号の採決を行います。 
 本案は、原案のとおり承認することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 全 員 ） 
 起立全員です。 
 よって、議案第４６号は原案のとおり承認することに決しました。 
 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 ） 
 質疑を終結いたします。 
 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。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 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いたしました。 
 同意第１号の討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結いたします。 
 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 ） 
 起立全員です。 
 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。 



 ２４８ 

 なお、ただいま同意されました石原新教育委員から議場での発言の申し出がありますので、

これを許可したいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 石原知江子君の入場を許します。 
 （ 入 場 ） 
 石原知江子君の発言を許します。 

〇新教育委員（石原知江子君） 
 ただいま、ご紹介いただきました石原知江子です。 
 任命の同意をいただき、ありがとうございます。 
 保護者として教育行政に携わってこなかったのですが、勉強させていただきながら行政の中

で役割を果たしていこうと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 
〇議長（小林始君） 

 石原知江子君の退場を求めます。 
 （ 退 場 ） 
 続いて、同意第２号の質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑を終結いたします。 
 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。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 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いたしました。 
 同意第２号の討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結いたします。 
 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 ） 
 起立全員です。 
 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。 
 なお、ただいま同意されました土屋新副市長から議場での発言の申し出がありますので、こ

れを許可したいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 



 ２４９ 

 土屋正文君の入場を許します。 
 （ 入 場 ） 
 土屋正文君の発言を許します。 

〇新副市長（土屋正文君） 
 ただいま議長から発言の許可をいただきました土屋正文でございます。どうぞよろしくお願

いいたします。 
 このたび副市長を拝命することとなりました。身の引き締まる思いでいっぱいでございます。

もとより微力ではございますが、市政発展のため、誠心誠意尽くしてまいりたいと思いますの

で、議員各位におかれましてはどうかご指導・ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。

ありがとうございました。 
〇議長（小林始君） 

 土屋正文君の退場を求めます。 
 （ 退 場 ） 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小林始君） 
   日程第２７ 「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。 
 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ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 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、荻野正直君。 

〇市長（荻野正直君） 
 平成２４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２４日から本日までの２２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

３２１億６，３００万円の平成２４年度一般会計予算が成立いたしました。 
 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

ご審議に努めていただき、感謝を申し上げます。 
 ご議決いただきました新年度予算につきましては、砂原橋架け替え事業、石和温泉駅周辺整

備事業、八代ふるさと公園整備事業などの大型プロジェクト事業に加え、東日本大震災の教訓

を踏まえた各種防災対策事業に重点的に配分した積極的な編集とさせていただきました。 
 平成２４年度におきましても、ご議決いただいた予算に基づき、市民第一主義の行政経営を

さらに推し進める中で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。また本

日、追加提案させていただいた人事案件につきましてもすべてご承認を賜り、厚く御礼を申し

上げます。 



 ２５０ 

 なお、健康上の理由から今３月末にて退任されます望月副市長には、新市発足当初から笛吹

市発展の礎を築くにあたり、長らくご尽力をいただいたことに深く感謝と敬意の意を表したい

と存じたいと思います。 
 さて、今議会の会期中に東日本大震災の発生から１周年を迎えました。３月１１日の当日は、

国立劇場で執り行われた政府主催の追悼式をはじめ、被災地を中心として多くの追悼式典が開

催されました。本市におきましても、発災時刻である午後２時４６分にサイレンの吹鳴による

放送を実施し、市民の皆さまとともに黙祷を捧げました。犠牲となられた方々に対する哀悼の

意を表し、心からご冥福をお祈りさせていただき、合わせて被災地の一刻も早い復興を願った

ところであります。 
 また被災者への義援金につきましては、日本赤十字社と共同募金会が現在も多額の募金が寄

せられておる状況から受け付け期間を９月末まで半年間、延長をいたしましたので、本市の受

け付け窓口を同様に延長することといたしました。 
 次に仮称、笛吹スマートインターチェンジについてご報告を申し上げます。 
 過日、国からの指示により３月１日付けで山梨県と連名による実施計画書をネクスコ日本等

に提出をいたしました。今後は国の同意を得たのち、国道交通大臣宛てに高速道路との連結許

可申請を同じく山梨県との連名で提出することとなりますが、スマートインターチェンジの整

備に向け、大いに進展したところであります。 
 次に笛吹市のイメージキャラクターとして、ご承認いただきましたフッキーについてであり

ますが、早速キャラクターの使用に関する要綱などを整備するとともに、今後は市のホームペー

ジや印刷物、観光パンフレットはもとより、さらにはきぐるみやノベルティ等も製作し、さま

ざまな場面に登場させていくこととし、市内外に一層の浸透を図り、市のイメージアップのた

めにも大いに活躍していただきたいと思います。 
 本市はこれから１年で最も美しい季節を迎え、市内一面で柔らかく温かみのあるピンク一色

に染め上がる４月１日から１５日までの桃の花まつりを開催いたします。昨年は震災直後であ

り、国民全体が自粛ムードに包まれ開催を控えさせていただきましたが、今年はその分までよ

り活気に溢れ、皆さまが元気になるようなお祭りにしたいと考えております。 
 桃の花びら舞う中を４千人のランナーが駆け抜ける笛吹市桃の里マラソン、笛吹桃源郷を空

の上から眺める熱気球搭乗体験、戦国時代さながらに再現される川中島合戦戦国絵巻、そのほ

か各地域の会場で趣向を凝らした桃の花祭りイベントが開催されますが、その中で目玉となる

新たな試みをご案内いたします。 
 まず桜・桃の花バスですが、このバスは昨年までの桃の花バスに代わるもので、石和温泉駅

を起点に市内４カ所の花まつり会場、お花見会場を巡る４つのコースを設定し、３月３１日か

ら４月１５日までの延べ１６日運行をいたします。 
 もう１つは４月３日実施いたします石和温泉夜桜祭り、これは芸妓みこしを発展させ、地域

のまつりとして、芸妓みこしに加え青森から譲り受けたねぶたや片肌みこしも華やかに通りを

練り歩きます。この春、笛吹市を訪れる多くのお客さまを市民の皆さまとともにおもてなしの

心と笑顔でお迎えしたいと思います。 
 みんなで奏でるにぎわい・やすらぎ・きらめきのハーモニー、オンリーワン都市実現に向け

て、これからも渾身の力を傾注し、まい進してまいりますので、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。ありがとうございました。 



 ２５１ 

〇議長（小林始君） 
 以上をもちまして、平成２４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４５分 

 



 ２５２ 
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