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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２３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年第２回笛吹市議会定例会を開会いた

します。 
 会議に先立ちまして、去る５月２３日に開催されました第８８回全国市議会議長会定例総会

において、市議会議員として１０年以上在職した龍澤敦君、中村善次君、新田治江君、降矢好

文君の４名が市政の振興に尽力された功績が認められ、表彰を受けられましたのでご報告いた

します。 
 つきましてはこの際、表彰状の伝達を行います。 
 １０年表彰を受けられた４名の議員の方は、前のほうにお進み願います。 
 （表彰状・伝達） 
 開会にあたり、一言ごあいさつを申し上げます。 
 日本一の桃・ぶどうと温泉の郷 笛吹市もいよいよ本日から早生種の桃はなよめが共選開始

となりました。これから１１月の隠れた名産であります石和の富有柿まで、これからが事実上、

笛吹市の開店と考えております。どうか満員御礼で今年もありますことを願うところでありま

す。 
 なお、地球温暖化防止のため冷房の温度を高めに設定してあります。上着を脱いでも結構で

ございます。 
 本日、傍聴および撮影の申請があり、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、また騒ぎ立てることは禁止されておりますので静粛に

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

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 
 議席第１８番 内藤武寛君および 
 議席第１９番 中川秀哉君 
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。 
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 本定例会の会期は、本日から６月２８日までの１１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。 
 したがって、本定例会の会期は本日から２８日までの１１日間と決定しました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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。 

 本日、代表監査委員 飯田三郎君から欠席の届が提出されておりますので、ご報告をいたし

ます。 
 本日までに受理した請願は、お手元にお配りした請願文書表のとおりですので、総務常任委

員会および教育厚生常任委員会に付託いたします。 
 次に監査委員から、平成２４年２月分から平成２４年４月分の例月出納検査の結果について

報告がありました。 
 お手元に配布してあります報告書により、ご了承を願います。 
 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 市長より行政報告ならびに日程第５ 報告第１号から日程第２９ 議案第６０号まで

を一括議題として、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２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行政経営の現状を申し述べ、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、国政におきましては第１８０回通常国会も最終盤を迎え、消費税増税を柱とする社会

保障と税の一体改革関連法案を巡り、大詰めの協議がなされております。急速な少子高齢化の

進展による現役世代の顕著な減少、社会保障費の増大、さらには長引く経済の低迷とデフレに

よる厳しい財政状況の中、社会保障と税の改革は喫緊の課題であります。 
 安心できる社会保障制度の確立、国民生活の安心確保のため、しっかり、かつ真摯に議論を

尽くしていただきたいと考えております。 
 また衆議院の１票の格差是正を含む選挙制度改革につきましても、今国会の成立を目指し、

与野党による協議が進められており、県内選挙区の減少も議論されているところであります。

国民の声が十分に反映される制度改革となることを期待いたしております。 
 いずれも市民および本市に影響のある大きな問題でございますので、その動向に注視しつつ、

本市といたしましては地域主権を担う基礎自治体として、市民の安全・安心な暮らしの実現の

ため市民第一主義の市政経営に取り組んでまいります。 
 続きまして現在、本市で進めております大型施設整備事業につきまして、現在の状況をご報
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告申し上げます。 
 はじめに、石和温泉駅周辺整備事業についてであります。 
 現在、駅舎に関しましてはＪＲとの協定を締結し、南北自由通路も含め実施設計に取り組ん

でおります。また、駅北口の国道１４０号とアクセス道路につきましては下水道工事を進めて

おり、今後は電線共同溝工事等に着手してまいります。 
 次に、バイオマスセンター建設事業についてであります。 
 平成２７年度の供用開始に向け、今年度は施設建設用地の取得、建設・運営事業者の選定に

係る実施方針、要求水準書の公表および建設・運営業者の選定などの取り組みを進めてまいり

ます。 
 次に、砂原橋架け替え周辺整備道路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の下部工につきましては、平成２３年度から

着手いたしました３基のうち２基が完成し、１基の橋脚部の一部を残すだけとなりました。ま

た、上部工製作工事につきましても同様に着手いたしております。本年度は残りの３基の橋台・

橋脚にも着手いたします。 
 また、周辺道路整備につきましては、地権者のご了解をいただきながら橋梁周辺から用地買

収を進めてまいります。 
 次に、多機能アリーナ建設事業についてであります。 
 実施設計につきましては本年２月に発注業務を行い、現在、詳細な設計を進めております。

また、運営管理につきましては、３月に完成いたしました管理運営基本計画をもとに公募によ

り４０人に増員したワークショップでご意見をいただき、具体的な検討を重ねてまいります。

これらの設計や運営につきましては多機能アリーナ建設委員会でご審議いただき、市民の皆さ

まにお知らせしてまいりたいと思います。 
 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。 
 現在、用地買収を終えていない残りの用地につきましては、交渉を継続いたしております。

今後は残りの用地買収に努めるとともに、早期に造成工事等に着手できるよう取り組みを進め

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て、主な事業のご説明をさせていただ

きます。 
 はじめに、デマンド交通運行事業についてであります。 
 市内の公共交通空白地帯における交通弱者等の移動手段の確保を目的として、平成２２年

１０月よりデマンド交通の実証運行を行い、本年４月に本格運行を開始いたしました。 
 今後は利用促進に向けた取り組みおよび利用状況の検証を行い、効果的・効率的で持続可能

な公共交通網の構築に努めてまいります。 
 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、本年４月に国土交

通大臣より連結許可をいただきました。 
 今後は平成２８年３月の供用開始を目標に、山梨県をはじめ関係機関と協議・調整する中で

実施設計・調査測量を進めてまいります。 
 次に、観光イベント事業についてであります。 
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 昨年、震災の影響で自粛した桃の花まつり、各種イベントを２年ぶりに開催いたしました。

半年前から日程を定め、県内外に宣伝活動を行ってまいりましたが、花の開花が大幅に遅れた

ため、各会場での対応は非常に苦慮したものの、フィナーレを飾る川中島合戦戦国絵巻につき

ましては過去最大の集客になるなど、成功裏に終了することができました。 
 また本市の夏の風物詩 石和温泉花火大会を中心とする笛吹市夏まつりもすでに県内外への

宣伝活動を行っております。 
 次に、東日本大震災による被災地への職員派遣についてであります。 
 本年４月から１年間の予定で被災地支援のため福島県南相馬市に職員１名を派遣しており、

現地では下水道施設の復旧業務にあたっているところであります。先般、この職員から被害の

状況などについて報告を受け、改めて被害の甚大さを思い知らされ、被災地の一日も早い復興

をお祈り申し上げるところであります。 
 次に、本庁舎等耐震・改修工事についてであります。 
 災害発生時、災害対策本部を設置し拠点施設となる市役所本庁舎につきましては、市民の皆

さまが安全・安心に来庁していただけるよう、平成２６年の工事完成を目指し、耐震補強・改

修の設計業務を進めております。それに先駆け、総合窓口化を目指す南館および耐震改修工事

中の仮庁舎となる春日居庁舎につきましては、７月に改修工事に着手いたします。工事期間中

は市民の皆さまにご不便、ご迷惑をおかけいたしますがご理解、ご協力をお願いいたします。 
 次に、節電対策事業についてであります。 
 昨年の東日本大震災以来、各施設において節電対策に取り組み、平成２３年度の電力使用量

は対前年比で１６．１５％削減されました。しかしながら、東京電力は原子力発電所の長期停

止に伴い、高圧電力を利用している施設の電力料金単価を４月以降の契約更新時より値上げし、

低圧電力についても７月１日からの値上げを政府に申請しております。そのため、平成２４年

度の節電目標を市全体で昨年同月比３．５％削減と設定し、照明・空調機器を重点とした節電

への取り組みを昨年以上に推進したいと考えております。 
 次に、消防の広域化と消防救急無線のデジタル化についてであります。 
 ５月３０日に第７回山梨県消防広域化推進協議会が開催されたところでありますが、会議で

は消防の広域化についてはいったん凍結し、国の新たな指針が示される１１月ごろ議論を再開

することといたしましたが、懸案である消防本部間の格差解消は難しく、一本化は厳しい状況

にあります。 
 また消防救急無線のデジタル化につきましては、県一消防本部実現が見えない現状にあり、

消防本部ごとに単独で整備することが了承されました。会議では音頭を取って協議会を立ち上

げておきながら、市町村に丸投げした県の責任を追及する場面も見受けられました。 
 次に、緑化推進事業についてであります。 
 ４月２７日、青空が広がる好天のもと、石和町松本の大蔵経寺所有の山林を会場に第６回笛

吹市植樹祭を開催し、市内全域から緑化団体や緑の少年少女隊など約２００人の参加をいただ

く中、参加者全員により山桜・山もみじ等の苗木１，５００本を植樹いたしました。緑や森林

に対する関心が高まる中、緑をつくり・緑を育て・緑を守る意識の啓発に寄与できるものと考

えております。 
 次に、環境への取り組みについてであります。 
 これまで進めてきた環境保全活動を市全体の取り組みに広げ、持続可能な社会の構築を目指
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すため、先月、県内自治体では初めてとなりますが、環境経営システムであるエコアクション

２１の認証取得宣言を行ったところであります。この認証取得を通じ、環境に配慮したまちづ

くりなど環境先進市をアピールしていきたいと考えております。 
 次に、児童手当についてであります。 
 平成２２年度から始まった子ども手当が平成２４年３月で廃止となり、平成２４年４月から

新たな児童手当制度が始まりました。支給額については従来と同額でありますが、平成２４年

６月分からは新たに所得要件が適用されることになります。 
 次に、保育所事業についてであります。 
 石和温泉駅周辺整備事業に伴い、移転建て替えを行っております石和第五保育所につきまし

ては順調に工事が進められており、県産材を多く用いた木造の大変温かみのある素晴らしい施

設が９月には完成いたします。また石和第二保育所や石和第四保育所の改修工事など、保育施

設の整備を進めるとともに、老朽化が進む市内私立保育園の施設建設や石和町地内へ計画をさ

れております新設保育園への支援対策など、安全・安心な保育環境の整備を図ってまいります。 
 次に、子どもの予防接種についてであります。 
 子宮頸ガン、ヒブ、小児用肺炎球菌の３ワクチンの接種は今年度までの３年間、国の助成事

業として市町村と国が折半する形で公費負担を行っております。厚生労働省は去る５月、この

３ワクチンを平成２５年度から定期的予防接種に加える方針を決め、改正法案の今国会提出を

目指すこととし、自治体との財源確保等の協議を行うとの発表をいたしました。 
 また、今まで小児麻痺の予防として集団接種しておりました生ポリオワクチンが、ごくまれ

に副作用の問題があったことから、９月からはウイルスを不活化してつくった不活化ポリオワ

クチンが導入されることになりました。これまでの経口投与から注射による個別接種に移行い

たします。 
 本市としましても円滑な実施に向けて、準備を進めてまいります。 
 次に、国民健康保険についてであります。 
 平成２３年度の医療費総額は、前年度に比べ６．４％増加となりました。国保税につきまし

ては、低迷する経済状況の影響などから収納率の低下が危惧されましたが、現年度分収納率は

前年度を上回るなど、３億円を超える繰越金を計上することができました。 
 平成２４年度の国保税本算定に伴う税率改正につきましては、国保運営協議会に諮問を行っ

たところ、税率の改正は行わないことが適当であるとの答申をいただきました。この答申を尊

重し、税率につきましては据え置くことにいたしました。 
 今後も医療費の適正化や収納率の向上対策など、収支両面における国保財政の安定化に向け

た取り組みを進めてまいりますので、皆さまの国保制度に対するご理解をよろしくお願い申し

上げます。 
 次に、教育施設の整備についてであります。 
 はじめに一宮北小学校プール改修事業についてでありますが、プールサイド、管理棟の改修

工事が５月１８日に完成いたしました。この夏はきれいになったプールで、子どもたちの歓声

が聞かれると思います。 
 また、石和中央テニスコートの日除け設置工事でありますが、老朽化が目立つことや紫外線

対策から改修工事を実施いたしました。この６月には、改修後の快適な環境の中で笛吹市中学

校選手権大会や全国高等学校体育大会県予選大会が行われました。 



 １４ 

 また石和中学校校舎等改築事業でありますが、現在、事業の基本計画とスケジュールを検討

中であります。すでに敷地内の測量調査、地質調査等の業務を委託しており、平成２５年度か

らの施工に向けて準備を進めているところであります。 
 次に、芦川小学校屋内運動場耐震改修事業であります。 
 平成２３年度事業で芦川中学校校舎を解体いたしましたが、校舎裏山が急傾斜地で崩壊危険

区域に指定されていることから、県が本年度実施いたします防災対策工事の完成を待って事業

を進めてまいります。 
 次に、学校教育についてであります。 
 学校教育ビジョンの具現化の１つに、知・徳・体のバランスのとれた学力の向上がございま

すが、昨年度、現場の先生方で組織した学力向上研究委員会で作成した成果物を、今年度は実

際の授業で利用していくもので、すでに各小中学校では利用実践を始めており、児童生徒の学

力向上に役立つものと期待いたしております。また、東日本大震災のような緊急時に学校と保

護者とが連絡を取る方法といたしまして、安全・安心メールを構築いたしました。学校から保

護者にメールにて連絡事項を送信するシステムで、緊急時の措置のほか不審者情報や運動会等

の学校行事の連絡等を想定しており、５月末から運用を開始したところです。 
 次に、生涯学習関係についてであります。 
 ４月１３日に平成２４年度市民大学講座スコレー大学の開学式を、石和図書館視聴覚ホール

において開催いたしました。来年開催されます富士の国やまなし国文祭２０１３のＰＲとなる

講座も設け、気運を高めてまいります。 
 さらに国文祭の１年前プレイベントとして、６月８日、スコレーセンターにおいてＮＨＫ俳

句学園生涯学習フェスティバル、笛吹市俳句大会を開催したところであります。また、昨年の

市民講座受講生と市民講座を機会に、自主グループとして活動している皆さまの学習成果を発

表する作品展示会を５月１８日から２０日まで、さらに初の試みとなる舞台発表を２０日にス

コレーセンターで開催いたしました。 
 次に、スポーツイベントについてであります。 
 ４月４日、５日に第８回笛吹市桃の花まつり全国ゲートボール大会を開催し、全国から

１７５チーム、約１千名の参加をいただき熱戦を繰り広げる中、親睦を深めていただきました。

また８日には第８回笛吹市桃の里マラソン大会を全国から約４千名の方々に参加いただき、開

催いたしました。 
 今年は残念ながら桃の開花が遅く、まだつぼみではありましたが、桃・ぶどう日本一と温泉

の郷を楽しんでいただきました。 
 次に、市民協働の取り組みについてであります。 
 地域振興基金運用益を活用した地域振興促進助成事業につきましては、平成２３年に助成事

業を開始した団体の事業報告会を今月１日に行いました。おおぜいの皆さまにご参加いただく

中で、８団体から活動状況を報告をいただき、１４団体から活動内容の資料展示をしていただ

きました。自主的な市民活動が、年々盛んになっていることを実感したところであります。 
 また、昨年度行いました境川レポーター養成講座の受講生が編集した境川まちづくり新聞が

完成し、全戸配布いたしました。地域の魅力を市民自身が発信する新しい手法として、マスコ

ミにも大きく取り上げられたところであります。 
 次に、住基カード普及促進事業についてであります。 
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 住基カードにつきましては５月の総発行枚数が２万１千枚となり、その普及率は２９．５％

となりました。このペースでいきますと、７月中には県内の市の中ではいち早く普及率３０％

を達成するものと思われます。今後も、引き続き住基カードの普及に努めてまいります。 
 次に、任期満了に伴う笛吹市長選および笛吹市市議会議員選挙についてであります。 
 本年１１月１３日をもって、任期満了を迎える笛吹市長および笛吹市議会議員の選挙の日程

について山梨県選挙管理委員会に確認し、公職選挙法第１１９条を適用すべき山梨県の選挙の

執行予定がないことから、笛吹市の単独執行により行うよう通知がありました。この通知を受

け６月１日に笛吹市選挙管理委員会が開催され、１０月１４日告示、１０月２１日投開票と決

定されました。 
 次に、市税等徴収事業についてであります。 
 市税の徴収率は依然として低い状況にありますが、滞納処分の実績は年々向上しており、平

成２３年度の現年度分徴収率は、昨年実績の９５．８％を上回る見込みであります。平成２０年

度から山梨県地方税滞納整理推進機構に職員を派遣し、徴収率向上に努めているところであり

ますが、本年度は特に市県民税の徴収率向上を図るため、職員１名を７月から半年間、山梨県

総合県税事務所に派遣し、県と協同し市県民税の徴収に取り組むことといたしました。 
 今後も県との協力体制を促進し徴収率を向上させ、税負担の公平性および自主財源の確保に

努めてまいります。 
 次に、暮らしの便利帳作製事業についてであります。 
 行政サービス情報と地域に関する情報を一冊にまとめた、地域情報誌「笛吹市暮らしの便利

帳」を民間業者と協働で本年５月に発行し、全戸配布いたしました。市民の皆さまの日々の生

活を支えるガイドブックとして、有効活用していただけるよう期待をいたしているところであ

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。 
 笛吹市のまちづくりの基本理念や１０年後の将来像および、達成するための方向を定めた第

一次笛吹市総合計画を平成２０年３月に策定し、５年目となる今年度、前期施策の検証を行う

とともに、平成２５年度から５年間の後期施策について検討を行っております。市民の皆さま

の声を取り入れながら、これまでの施策の展開方向を見直すとともに、よりよい将来像の達成

を目指してまいります。 
 続きまして本日、提出いたし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専決処分の承認案件８件、条例２件、補正予算案９件、訴訟上

の和解が１件、その他５件、合わせて２５件となりますが、主なものにつきまして概略を説明

申し上げます。 
 まず専決処分についてでありますが、条例４件、補正予算４件について地方自治法１７９条

第１項の規定により専決処分をさせていただきましたので、ご報告とご承認のお願いを申し上

げるものであります。 
 条例につきましては、笛吹市地下水資源保護審議会条例および笛吹市環境基本条例について、

４月１日から市民環境部ごみ減量課を環境推進課に名称変更いたしましたことに伴い、一部改

正を行う必要が生じたものであります。 
 次に笛吹市税条例、笛吹市都市計画税条例および笛吹市国民健康保険税条例について、地方

税法および国有財産等所在市町村交付金の一部を改正する法律が平成２４年３月３１日公布、
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４月１日から施行されたことに伴い、一部改正を行う必要が生じたものであります。 
 補正予算４件につきましては、平成２３年度の事務事業の終了などに伴う一般会計および特

別会計の歳入歳出予算額の補正であります。 
 平成２３年度笛吹市一般会計補正予算（第７号）でありますが、歳入歳出それぞれ５億３，

２９１万円を追加し、総額を３４２億２千万円とさせていただきました。 
 次に特別会計の補正予算でありますが、国民健康保険特別会計、介護保険特別会計、後期高

齢者医療特別会計、３会計で総額１億２，６９１万円の減額の財源更正を行ったものでありま

す。いずれも緊急的な対応を必要としたものであり、議会を招集する時間的余裕がありません

でしたので、専決処分をさせていただきました。どうかご承認をよろしくお願い申し上げます。 
 続きまして、条例案について概略をご説明申し上げます。 
 まず、笛吹市印鑑条例の一部改正についてであります。 
 住民基本台帳法の一部を改正する法律および出入国管理及び難民認定法および、日本国と平

和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の

法律が施行されることに伴い、所要の改正を行うものであります。 
 次に、笛吹市火災予防条例の一部改正についてであります。 
 危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令が公布されたことに伴い、所要の改正を行

うものであります。 
 続きまして、補正予算案について概略のご説明を申し上げます。 
 平成２４年度笛吹市一般会計補正予算（第１号）でありますが、歳入歳出それぞれ４億９，

２３７万円を追加し、総額を３２６億５千万円とさせていただくものであります。 
 まず歳入の主なものでありますが、県支出金につきましては私立保育所の施設建設に伴いま

す県補助金を主に１億８，５５０万円を増額するものであります。また、合併特例債など市債

として１億５，４９０万円、平成２３年度の収支を見込んだ中で繰越金として１億２，５００万

円の追加を計上するものであります。 
 次に歳出の主なものとしまして、本庁舎等耐震・改修事業の追加費用として５，６０６万円、

私立保育所の建設補助として２億７，７９１万円、消防救急無線デジタル化のための実施設計

費として１，３００万円、石和中学校校舎等の改築費用といたしまして５，２００万円の追加

などをお願いするものであります。 
 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、後期高齢者医療特別会計、公共下水道事業特別

会計、簡易水道事業特別会計、黒駒山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計の６会計で、総

額３，９１０万円の追加と予算の組み替えをお願いするものであります。 
 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補正予算（第１号）につきましては、収益的支出において予算の組み替

え、資本的収入において１，５００万円を追加し、支出につきましても２，２４２万円を追加

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補正予算（第１号）では、

収益的支出において予算の組み替えをお願いするものであります。 
 続きまして、訴訟上の和解についての概略のご説明を申し上げます。 
 固定資産税の滞納に対し、市が実施した差し押さえ処分および公売手続き処分に伴う訴訟に

ついて、高等裁判所の示した和解案に対し双方が合意したため、地方自治法第９６条第１項の
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規定により、本和解について議会のご議決をお願いするものであります。 
 その他の案件につきましては、その末尾に提案理由を付記しておりますので、それによりま

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

した。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明とさせてい

ただきます。 
 以上であります。 

〇議長（小林始君） 
 市長の説明が終わりました。 
 日程第５ 報告第１号から日程第７ 報告第３号を一括議題といたします。 
 本件につきましては、議案書にありますとおり地方自治法施行令に基づく繰越明許費繰越計

算書等の報告ですので、ご了承を願います。 
 次に日程第８ 承認第１号から日程第２９ 議案第６０号までを一括議題といたします。 
 この際、申し上げます。 
 ただいま市長より要旨の説明がありました案件については、了承案件８案件を除き所管の常

任委員会に付託することになっておりますので、これらも含め全案件とも大綱的質疑に留めた

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 ） 
 以上で、質疑を終結いたします。 
 ただいま、議題になっております議案第４７号から議案第６０号までの１４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。 
 続いて日程第８ 承認第１号から日程第１５ 承認第８号までを一括議題といたします。 
 本件については会議規則第３６条第３項の規定により委員会付託を省略し、それぞれ討論・

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。 
 これより、承認第１号について討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 承認第１号について、採決します。 
 本件は、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、本件は承認することに決しました。 
 次に、承認第２号の討論を行います。 
 討論はありませんか。 
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 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 承認第２号について、採決します。 
 本件は、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、本件は承認することに決しました。 
 続いて、承認第３号の討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 承認第３号について、採決します。 
 本件は、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、本件は承認することに決しました。 
 続いて、承認第４号の討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 承認第４号について、採決します。 
 本件は、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、本件は承認することに決しました。 
 続いて、承認第５号の討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 承認第５号について、採決いたします。 
 本件は、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、本件は承認することに決しました。 
 続いて、承認第６号の討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 承認第６号について、採決いたします。 
 本件は、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。 
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 （ 起 立 全 員 ） 
 起立全員です。 
 よって、本件は承認することに決しました。 
 続いて、承認第７号の討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 承認第７号について、採決します。 
 本件は、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、本件は承認することに決しました。 
 続いて、承認第８号の討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 承認第８号について、採決いたします。 
 本件は、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 多 数 ） 
 起立多数です。 
 よって、本件は承認することと決しました。 
 以上で、本日の議事はすべて終了いたしました。 
 本日は、これにて散会いたします。 
 次の本会議は明日１９日、午前１０時から再開いたします。 
 大変、ご苦労さまでした。 

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

散会  午後 ２時２０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。 
 なお、本日も上着を脱いで結構です。 
 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、代表監査委員 飯田三郎君より欠席届が提出されております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、１２名から２０問の通告がありました。 
 質問は通告順に行います。 
 質問については申し合わせ事項を遵守され、簡単明瞭にお願いいたします。 
 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。 
 質問時間については１人１５分以内です。 
 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分間とし、通告者の質問がすべて終

了後となりますので、ご承知願います。 
 それでは１２番、龍澤敦君。 

〇１２番議員（龍澤敦君） 
 おはようございます。笛政クラブの龍澤でございます。議長より許可をいただきましたので、

ただいまより一般質問をさせていただきます。 
 大震災から早１年３カ月が過ぎました。被災された方々には長い月日が経ちました。改めて

お見舞いを申し上げたいと思います。 
 それでは、一般質問に入らせていただきます。 
 合併後８年を迎える中で、今後の市政運営に対する市長の思いを伺いたいと思います。 
 市長はこれまで２期８年間にわたり市民第一主義の行政経営方針に基づき、まちづくりの基

本理念や１０年後の将来像実現のため、笛吹市総合計画を策定するとともに積極的に行財政改

革に取り組み、事業の見直し、職員適正化の推進など市政運営に取り組んできたものと理解を

しております。 
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 笛吹市総合計画前期基本計画期間が今年度で終了し、来年度より後期基本計画期間となるな

ど、笛吹市としての基盤づくりが集大成のときを迎えております。そこで市長の思いを下記の

とおり、お伺いをいたします。 
 １つ目に、この８年間を精査した中で成果と課題は。 
 ２つ目、今後の市のあるべき姿を目指す総合計画の進捗状況は。 
 ３つ目、合併のメリットを十分に生かすための合併特例債活用の考えと財政の見通しは。 
 ４つ目、継続して市政運営に取り組むことを切望する者の一人として、市長の思いをお聞か

せください。 
 以上４点、よろしくお願いします。 

〇議長（小林始君） 
 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、荻野市長。 

〇市長（荻野正直君） 
 龍澤敦議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめにこの８年間を精査した中で成果と課題についてでありますが、笛吹市が誕生してか

ら早くも８年を迎えておりますが、まさに光陰矢のごとしであります。平成１６年１１月、多

くの皆さまからのご信託により初代笛吹市長に就任させていただき、新市建設計画に掲げた活

力ある交流都市の創造・快適な生活都市の創造・個性輝く自立都市の創造の基本理念に基づき

市政経営にあたってまいりました。 
 合併後まもない笛吹市を一つにまとめ上げ、さらに発展させていくという大きな課題に向か

い、まちづくりを進める５つの柱を掲げさせていただきました。 
 その１つ目は市民の知る権利を尊重し、全国トップクラスの情報公開先進都市を目指すとと

もに、市政クイックアンサー制度を実現すること。 
 ２つ目は地方分権に即した自立性の高い行政組織と保養、療養、休養の三養をテ－マに温泉

や医療、地産地消を生かし、果樹農業と融合する観光都市を構築すること。 
 ３つ目は市民参加型の市政経営で、愛される市を目指すこと。 
 ４つ目は、全国屈指の豊富な観光資源を活用した笛吹ブランドを確立するとともに、トップ

セールスマンとして全国や世界に発信すること。 
 そして５つ目が、行政の効率化と公平な市政経営を行うことでありました。 
 そして、それを現実にするために選択と集中、市民第一主義の行政経営方針のもと、自立で

きる地域社会の実現を目指しつつ、にぎわい・やすらぎ・きらめきの創出に向けて取り組んで

まいりました。 
 また、並行して市の総合計画策定にも取り組み、平成２０年３月には新市建設計画のまちづ

くりの理念と施策を継承、発展させた将来に向けた長期ビジョンとして第一次笛吹市総合計画

ふえふき協奏曲第１番を策定し、計画に掲げたまちづくりの基本理念や１０年後の将来像の実

現に向け、議員各位をはじめ多くの市民の皆さまのご協力を得ながら、職員とともに一丸となっ

て今日まで取り組んできております。 
 実り多い産業と人々の集うまちづくり、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、個性輝く人々が育ち活躍するまちづくり、さらにその基盤となる将来像実現に向けた取

り組み、すべての施策において成果が表われており、達成度の度合いには差があるものの将来
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像の実現に向けて着実に前進していると感じております。 
 次に、総合計画の進捗状況についてであります。 
 第一次笛吹市総合計画基本計画策定の進捗状況について、ご報告を申し上げます。 
 平成２０年度から平成２４年度の前期基本計画期間の施策を振り返り、検証について庁内組

織において３月より行っております。また総合計画審議会、後期基本計画策定市民ワークショッ

プなど、５月より検討組織を立ち上げ庁内組織において検討された素案について、市民の皆さ

まのご意見をいただけるよう進めております。 
 現在のところ、後期基本計画の施策の内容について市民の皆さまのご意見をいただきながら

素案づくりを行っている段階であります。施策内容についてお示しできる状況となりましたら、

議会にもご報告をさせていただきます。 
 次に、合併のメリットを十分に生かすための合併特例債活用の考え方と財政の見通しはにつ

いてでありますが、合併特例債は合併した新市の基盤整備を行うために、合併後１０年間に限

り発行できる大変有利な起債であります。 
 町村合併には、さまざまなメリットが考えられるところでありますが、基盤整備の側面にお

いては、広域的な観点に立った道路や公共施設の整備、土地利用の効果的実施ができるほか、

重点的な投資により、グレードの高い施設の整備や大規模なプロジェクトの実施が可能となる

メリットがあると考えております。 
 本市におきましては現在、砂原橋架け替え事業、石和温泉駅周辺整備事業、バイオマスセン

ター建設事業、八代ふるさと公園整備事業、多機能アリーナ建設事業の５つの大型建設事業を

実施しているところでありますが、これらの事業については広域的になり、かつ新市の人口規

模に見合った合併のメリットを生かした基盤整備であると考えております。 
 今後とも事業を精選した上で、新市としての必要な基盤整備やインフラ整備に合併特例債の

有効活用を図ってまいります。 
 次に財政見通しについてでありますが、本年３月に平成２４年度当初予算を基本に平成２８年

度までの中期財政計画を作成し、公表いたしたところであります。本計画では、合併特例債の

総借入金額について、ごみ処理施設建設費を含めまして、３３０億円と推計をいたしていると

ころであります。 
 今後、臨時財政対策債ならびに合併特例債の借入により公債費は増えていくと推計しており

ますが、国や社会情勢の動向を注視し、さらに行財政改革に取り組むとともに毎年、中期財政

計画を見直し、公表することなどにより健全な財政経営を維持してまいります。 
 次にこれからの市政運営への取り組みについてでありますが、合併特例期間の終わりを間近

に控える今、笛吹市の目指す将来像の実現に向け、安全・安心な暮らしの実現、全市的な健康

づくり、未来のための人づくり、そしてそのために必要不可欠な基盤整備である大型施設整備

事業の完遂、さらなる行財政改革による健全な行財政基盤の構築、小さな市役所による行政経

営など、まだまだ取り組むべき多くの課題を抱えていると認識いたしております。このような

中にあって、継続して市政を経営することを切望され、本当にありがたく思っております。 
 引き続き市政の舵取りをすることが市民に対する私の責任であり、かつ使命であると考えて

おります。したがいまして、次期市長選に立候補することをこの場をお借りいたしまして明ら

かにいたします。重要施策や多くの課題につきましては、第一次笛吹市総合計画・ふえふき協

奏曲第１番みんなで奏でる“にぎわい・やすらぎ・きらめき”のハーモニーの中で、着実に推
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進していきたいと考えておりますので、どうか引き続きご支援を賜りたいと存じます。よろし

くお願い申し上げます。 
 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。 
 １２番、龍澤敦君。 

〇１２番議員（龍澤敦君） 
 どうもありがとうございました。ご答弁を受けまして、再質問をさせていただきます。 
 ただいま市長より市政運営への力強い意欲を示していただき、心強い思いがいたしたところ

でございます。 
 さてそこで、これからの市政運営をどのようにしていくのかを伺いたいと思います。よろし

くお願いします。 
〇議長（小林始君） 

 荻野正直君。 
〇市長（荻野正直君） 

 今、ご質問にもお答えさせていただきましたけども、笛吹市の総合計画を中心にこれからも

やっていきたいというふうに考えておりますけども、特に昨年わが国を襲った東日本大震災は

国の根本を見直す契機となりました。経済成長を重視した社会から福祉が宿る社会、地域力の

高い社会の実現を目指し、次の５つの柱を中心に市政経営を行っていきたいというふうに考え

ております。 
 １つ目は、なんと言いましても地域の資源は人材であるというふうに考えております。どの

ような人材を輩出していくか。地域でビジョンを鮮明に打ち出さなければなりません。地方主

権は自己発想・自己判断・自己責任・自己負担であり、人間力に溢れた人材の育成に向けて地

域全体で取り組めるような子育てを支える仕組みづくりを推進していきたいというふうに考え

ております。 
 ２つ目は、地域の農業は人口減少時代の担い手不足やＴＰＰ参加など、さまざまな問題を抱

えております。しかし農業は強い成長産業であると考えております。六次産業化を促す農業企

業化の育成を図り、農業のポテンシャルを下げている農業政策の抜本的見直しに向けた施策を

関係機関とともに推進してまいりたいと思います。 
 ３つ目は、防災のまちづくりを支援するために初動体制の確立、情報インフラの整備、学校

を防災対策の中核に据える等の施策を進めると同時に、市長である私自身が先頭に立って市民

の意識を高めていきたいと考えております。 
 ４つ目は地域を愛する住民の力を結集し、地域の総合力を高めると同時に地域同士の多様な

連携を推進し、これからの新しい観光を創造していきたいというふうに思います。 
 ５つ目は、健康まちづくりの取り組みはであります。総合施策として実践する必要があると

思います。スポーツを基軸に多様な分野の主体が連携し、住民が主体的に関わる健康まちづく

りの実現や地域を元気にしていくための活動を展開していきたいと思います。 
 以上、５つの柱を基本として今後も将来をしっかり見据えた中で、地方分権に即した自立性

の高い足腰の強い自治体を目指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。 
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〇議長（小林始君） 
 龍澤敦君。 

〇１２番議員（龍澤敦君） 
 ご答弁ありがとうございました。 
 ただいま、５つの柱をもって今後やっていくと力強いお言葉をいただきました。そこで新市

建設計画に基づく大型建設事業が進む中、平成２４年度当初予算が３２１億６千万円と従前の

市の予算を大幅に上回る予算規模となっております。市の基盤づくりが山場に差し掛かってい

るんではないかなと、こんなふうにうかがえるところでございます。笛吹市としての基盤づく

りの集大成の期間となることは、市民誰しもが感じているんではないかなと、こんなふうにも

思っているところでございます。 
 市内各種団体からの出馬要請も強いと伺っております。総合計画に掲げた将来像実現のため

に引き続き市政運営を行っていただくことを強く要望いたしまして、私の一般質問を終わらせ

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、龍澤敦君の一般質問を終了いたします。 
 関連質問を許します。 
 （ な し ） 
 関連質問を終わります。 
 一般質問を続けます。 
 ２３番、前島敏彦君。 

〇２３番議員（前島敏彦君） 
 笛政クラブの前島です。議長の許可をいただきましたので、一般質問をさせていただきます。 
 先ほどの笛政クラブ、龍澤会長の質問の中で荻野市長の強い３期目に向けての決意表明をお

聞きし、笛吹市のまちづくりの舵取りとして大いに期待をするところであります。 
 １５３カ国が出場予定の第３０回ロンドンオリンピック開催まであと３８日を迎えており、

日本の選手・役員を合わせ、団体・個人３００名ほどの方々には毎日、勇気や元気をいただい

ており、メダルの獲得が注目されている競泳、卓球、体操をはじめ選手の方々には日ごろの練

習の成果を十二分に発揮し、今回も非常に頑張っていただきたいと思います。このような明る

いニュースが日本全体を明るく、強くしていってくれることを大いに期待をしております。 
 国内外を見ますとヨーロッパ金融危機の恐れ、国内では消費税増税関連法案を巡る国会審議

等、多くの不安要因が今、私たち市民に忍び寄っているといっても過言ではない現状の今日、

山梨の旧上九一色村にサティアンと呼ばれる建物の中で、猛毒のサリンを製造し多くの人々の

尊い命を奪い、まだ多くの後遺症に苦しむオウム犯罪被害者の方々がおられます。先日、この

オウム犯罪特別手配犯の最後の一人、高橋克也容疑者が１７年の時を経て、ようやく司直の手

に落ちました。サリン事件で駅員の夫を亡くした高橋シズヱさんの言葉は鋭く、「一人が逃げ

た月日は万人が泣いた歳月でもある」と新聞に報道されました。高橋容疑者は４つの駅周辺を

中心に逃亡し、防犯カメラという定点監視により追い詰められ逮捕されました。今、笛吹市に

も２つのＪＲの駅があります。そこで１問目の質問を伺います。石和温泉駅前周辺整備事業に

関わる、安心かつ安全な空間の確保の必要性についてであります。 
 いまや防犯カメラは犯罪解決には欠かせないものの１つでもあります。１点目に犯罪抑止、
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解決の観点から石和温泉駅、春日居駅周辺に防犯カメラを設置しましたが、設置前、設置後に

おける駅周辺での犯罪件数の状況をお伺いいたします。 
 次に全国各地の駅での事件、事故、犯罪が年々増している中、特に最近では渋谷駅刺傷事件

のように大きな事件から自転車の窃盗など、さまざまな犯罪が増えてきております。それと児

童生徒を巻き込んだ事件、事故、青少年の犯罪や非行などを事前に防ぐため、また各市民の声

の中には、子どもやお年寄りなどを単独で歩かせることすら危険視されているのが現状で、子

どもたち、お年寄りなどの心の拠りどころ、安らぐ場所として安全な空間の確保が必要であり

ます。そこで駅周辺を整備することにあたり、石和温泉駅前に駅前交番の設置を望みたいが、

市の見解を伺います。 
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） 
 前島敏彦議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに石和温泉駅、春日居町駅周辺の防犯カメラ設置前、設置後における犯罪件数の現況

についてでありますが、駅周辺の防犯カメラにつきましては、石和温泉駅南口周辺から石和橋

までの間に合計１９台、春日居町駅南口、北口周辺に合計９台設置しまして、昨年の１２月１５日

から運用を開始いたしました。 
 カメラ設置前後の犯罪発生件数についてでありますが、笛吹警察署の統計データによります

と、カメラ設置後の平成２４年１月から５月までは、石和地区において刑法犯罪と窃盗犯罪の

合計で２９件減少しており、このうち駅周辺での犯罪が多いと考えられる乗り物の窃盗につき

ましては６７件で、昨年同時期との比較では１６件の減少が見られます。この結果から駅周辺

へのカメラ設置効果につきましては、少なからず表れているものと考えられます。 
 今後につきまして、石和温泉駅北口への設置も計画されていることからカメラの設置をさら

に広く周知していくことで犯罪抑止効果を高め、安全・安心な空間の確保に努めてまいります。 
 続きまして石和温泉駅への駅前交番の設置についてでありますが、石和温泉駅前交番設置に

ついては、平成５年に当時の石和町長から山梨県知事に要望書を提出しまして、検討してきま

した経過がありますが、さまざまな制約の中で協議は中断しておりました。 
 中央線沿線では石和温泉駅など一部の駅を除きまして、駅周辺には必ずと言っていいほど交

番あるいは駐在所が設置されており、駅利用者および周辺住民の安全・安心が保たれていると

ころでございます。また石和温泉駅は、１日平均５千人を超える乗降客があることからも交番

設置の必要性は高いものと考えられます。 
 交番の設置につきましては、地域のコミュニティセンターとしての機能を持たせ、広い駐車

スペースを必要とするなど、このような条件がありますが、駅舎の整備計画が進められる中で

駅周辺における防犯や安全・安心な空間確保の観点からも、県や警察署とさらに協議を進めて

まいりたいと考えております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 再質問を行います。 
 前島敏彦君。 
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〇２３番議員（前島敏彦君） 
 ただいまの答弁の中で、北口のほうにも設置をしていただくというような力強いお言葉あり

がとうございました。こういった防犯カメラ等によりまして、犯罪が１件でも少なくなればと

いうふうにも思っておりますし、特に北口におかれましては今、新しい保育所が建設されてい

るというようなことで、大変こういったところも国道から直接、駅に入ってこられるというよ

うな環境になるわけでございますけども、そういった中でも大変有効ではないかなと思ってお

りますし、ぜひこのへんもお願いしたいと。 
 犯罪抑止という、こういう観点におきましては防犯カメラ、また防犯灯がありますが、最近

では防犯灯が非常になんか計画停電、ないし節電ということも分かりますが、暗いところでの

犯罪という、周辺におきまして、そのようなことから地域の皆さん、また行政区からの要望等

が市のほうに上がっているか、それについてちょっと質問させていただきたいと思います。 
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） 
 防犯灯の、前島議員の再質問につきましてお答えをさせていただきます。 
 節電は、昨年は各家庭、企業、会社等で行われましたが、防犯灯につきましては、やはり防

犯という使命から消灯等は行っていない状況でございます。ただし、今の防犯灯はセンサーが

付いておりますから、やはり暗くならないと点かないということで、そういった意味での節電

はさせていただいております。 
 それから地域での要望でございますが、防犯灯につきましては、電気料を地元負担というこ

とになりますので、どうしても地域から上げていただいて、市のほうで防犯灯については設置

をしていくということにしてございます。 
 件数で申し上げますと、現在の防犯灯は８千近くございます。市内に。毎年８０前後の新規

の設置要望がございまして、それにつきましては、市のほうで防犯灯の設置をしているという

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） 
 前島敏彦君。 

〇２３番議員（前島敏彦君） 
 犯罪抑止という中におきましては、このへんも地域の皆さんの要望に応えるようにぜひ前向

きにお願いしたいと思います。石和温泉駅、春日居駅前の駐輪場がございます。周辺から２０号

線につきまして、複合施設に盗んだ自転車で行ったりというようなこともあるでしょうし、そ

して逆に盗んだ自転車を駅の駐輪場へ置いてということもあるようでございますが、そのへん

があるのか、ないのか。そのへんをお聞かせ願いたいと思います。 
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） 

 前島議員の再質問にお答えをいたします。 
 駅前の駐輪場でございますが、現在、石和温泉駅前と春日居町駅にございます。現在、私ど
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もで把握しております盗難の件数でございますが、石和につきましては防犯カメラを場内に１０台、

設置をしてございまして、２件の盗難がありました。これはすべて警察署に届けているという

ことでございます。 
 それから逆に言いますと、今度は乗ってきて乗り捨てして、いわゆる放置自転車、この数は

結構たくさんございます。放置自転車につきましては、条例によりまして１週間貼り紙いたし

まして、それでも連絡がない場合は６カ月間保管しなければならないということがございます

から、自転車を移動して市のほうで保管しておきます。その期限が過ぎても申し出がない場合

には処分をするということになっております。 
 昨年の状況でございますが、昨年は２回、放置自転車の移動を行いまして、１５０台ほど放

置自転車の移動をした経緯がございます。それからやはり中には新しくて使える自転車がござ

いますので、それは市内の自転車屋さんにご協力をいただいて、直していただいて使えるよう

にしました。昨年は特に震災の、福島のほうから来られた方がおおぜいいたということで、あ

ちらの方にと考えまして、そちらのほうに自転車をレンタルしているというような活用もして

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） 
 前島敏彦君。 

〇２３番議員（前島敏彦君） 
 放置自転車に関しては、市の修理代も加算をしている現状でありますので、防犯カメラを設

置してからは多少、少なくなっているのかなというような感もしておりますけども、いろんな

犯罪にはやはり足というものも必要だと。そういう中で防犯カメラも大変有効的であるという

ふうにも自負しております。 
 こんな中、犯罪の抑止という中におきましては、ぜひ駅前に交番ないし派出所、派出所は警

察法の中で、たしか平成６年に派出所から交番になったというふうにも聞いておりますけども、

もう一度できましたら、これは県警のほうへも強く要望しなければならないと思いますけども、

設置に向けてということでございますので、できましたら答弁をお願いしたいと思いますけど

も。 
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） 

 ご指摘の交番、駐在所の設置の件につきましては、数年前からの懸案の事項でございまして、

署長さん等が代わるたびに申し入れをしながら協議を重ねてきておりました。この間、県、県

警のほうとしても前向きになってきておりまして、設置に向けて具体的な協議ができつつあり

ます。市としましてもさらに一日でも早く実現できますよう、今後とも強力に県警のほうに働

きかけ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） 
 前島敏彦君。 

〇２３番議員（前島敏彦君） 
 起きてはならない事件、事故等が増えている、そのためには抑止という中におきまして、抑
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止力には交番が必要になってくると思います。 
 ２問目に移らせていただきます。甲斐国分寺・国分尼寺跡保存整備事業についてを伺います。 
 ２０１３年に富士の国やまなし国文祭が開催されます。甲斐の国千年の都の文化財巡りの会

場にもなっております。本市においては文芸祭、俳句大会等が行われる予定であります。一人

でも多くの方々に千年の都笛吹市に来ていただき、歴史・文化をはじめ笛吹市の産業でもある

農産物、果物等もたくさん知っていただければと思います。 
 国指定史跡の甲斐国分寺・国分尼寺跡の整備については、旧一宮町時代を含めて長期間にわ

たり実施されておりますが、経済不況、税収の落ち込みなど国や自治体の財政も厳しくなって

いるとは考えますが、現在までの整備の進捗状況、補助金、今後どのように進められていくの

か。最終的にはどのような形になるのか。また、期間はどれくらいを要するかについてを伺い

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） 

 前島敏彦議員の一般質問にお答えいたします。 
 甲斐国分寺・国分尼寺跡保存整備事業についてでありますが、史跡甲斐国分寺・国分尼寺跡

の公有地化は昭和５９年度から旧一宮町により始められました。国８０％、県１０％、市１０％

の費用を負担し、現在まで史跡指定地の７０％以上、約５．５ヘクタールを取得いたしました。

公有地化の目的は史跡を永久保存しながら、歴史学習の場として活用できるよう整備すること

であります。 
 具体的には、史跡の原位置に建物を復元することや出土品、模型・映像・写真などを展示す

るガイダンス施設を設置することなどであります。また市民公園、野外集会場、遊歩道等を整

備した健康づくりの場、子どもたちの野外活動の場などとしての利用が考えられます。しかし、

実際に古代寺院建築を復元するとなりますと建物一棟だけで数億から１０数億円が必要とされ

ております。七重塔などは１００億円以上という試算もあります。先進地を見ますと建物の一

部の復元に留めたところが多く、費用対効果を検討した上で決定しなければなりません。最近

では調査結果に基づき、スマートフォンやタブレット・パソコンを利用し、ＣＧで国分寺の建

物や全体像を見る技術もあります。新たな技術を含めて幅広く検討し、整備を進めたいと思い

ます。 
 本格整備については甲斐の国の特徴を出していきたいと考えますが、どんなことが可能なの

か。学者・研究者からなる専門委員会で学術的検討を加え、市民の希望・意見を取り入れた整

備案を策定したいと考えております。 
 保存整備は今後も継続してまいりますが、費用については国・県の補助金を活用いたします。

昨今その補助金も減額されつつあり、公有地化を含め当初計画より完成が延びると予想されて

おります。国・県はもちろん、市の財政状況も見ながら計画してまいりたいと思います。 
 なお、平成２５年度の国民文化祭では文化財巡りの訪問地として予定されておりますので、

説明板の設置、四季の草花類の植栽など美化にも努めてまいりたいと考えております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 ２問目の再質問。 
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 前島敏彦君。 
〇２３番議員（前島敏彦君） 

 答弁ありがとうございました。 
 先ほどの答弁の中で説明板の設置は考えておるようでございますけども、現地へ行きますと

最も重要な案内板が小さくて、あったりなかったりする。今の時期になりますと草などが繁茂

しておりまして、整備されていない状況で大変その場所が、果たして来年、国民文化祭で来ら

れたお客さま方に市でもおもてなしというものを謳っております。ちょっと寂しい限りのよう

な感じもしておりますけども、このへんの看板につきましては、案内板も同時にお願いをした

いと思いますけども、そのへんちょっといかがでしょうか。 
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） 

 前島議員の再質問でございますけども、案内板が小さいということでございますけども、おっ

しゃるとおり、現在、１つの案内板が設置されておりますけども、案内板自体につきましては

小さいものとなっております。国民文化祭もさることながら地域の皆さま、また訪れる皆さん

も非常に多くなっておりますので、そういった案内板につきましては、歴史学習の場としまし

ても、それなりの案内板の設置も考えております。とは申しましても史跡地内でございますか

ら、基礎工事等を伴うようなものにつきましては、ちょっと検討しなければなりませんけども、

いずれにいたしましても案内板の設置につきましては今後検討していきたいと考えております。 
 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 前島敏彦君。 

〇２３番議員（前島敏彦君） 
 今まで発掘された出土品等々も出ておるかと思います。これは今現在、どのような場所で保

管されているのか。またこういうものは、一般公開はこの時点でされるのかどうか。このへん

をちょっとお聞きしたいと思います。 
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） 

 前島議員の再質問でございますけども、今までの出土品についてということでございますけ

ども、現在、発掘作業を行う中で当時の敷石とか飛段とかそういったものにつきましては、こ

の前の調査で発掘がされております。中でも国分寺の屋根瓦、また軒丸瓦といった貴重なもの

も出土しております。現在、その出土品につきましては春日居郷土館のほうで保管してござい

ます。春日居郷土館のほうで縄文の特別展等、そういった特別展を行うときに公開をさせてい

ただきたいと思います。 
 いずれにいたしましても、出土品等につきましては、パンフレット等で紹介するとともに特

別展での公開を考えております。 
 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 前島敏彦君。 



 ３３ 

〇２３番議員（前島敏彦君） 
 ありがとうございます。 
 来年、国文祭があるということで、現地へ行って見ていただければ分かると思いますけども、

現地の場所にトイレがありまして、通常これは使えないようなトイレでありまして、４月の桃

の花見、観光物産連盟主催の、私ども観光協会でもちょっとその場所をお借りしまして、イベ

ント等も行ったわけでございますけども、使えないようなトイレが、それもプレハブの古ぼけ

たようなものが１棟あるだけですね。ここが大体中心になろうかと思いますけども、そういっ

たトイレなんかも一番肝心の、私は要のものがやっぱりトイレではないかなと思います。来た

お客さんに使っていただくには、やはりある程度のしっかりしたものも必要ではないかなと思

いますけども、このへんのトイレ整備について考えているのかどうか、ちょっとこのへんもお

聞かせ願いたいと思います。 
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） 

 前島議員の再質問、トイレについてでございますけども、議員おっしゃるとおり国分寺の敷

地内におきましては、トイレの整備が現在なされておりません。現在は来訪されましたお客さ

まに対しては金川の森の公園のトイレ、また国分公民館のトイレを利用していただいておりま

す。当然、これから国文祭等も含めまして訪れるお客さまが多くなると思います。また４月に

実施いたしました現地説明会では２００名ほどが、またこの５月には東京の学習院大学の生徒

がバス３台、１００名ほどで現地を見学に来ております。そんなときにも、トイレがなかった

ということにつきましては、大変不便を感じておりました。そういうことに鑑みまして、これ

からトイレの設置につきましては、前向きに検討していかなければならないと考えております。 
 とは申しましても、先ほど看板のときにお話しさせていただきましたように、現地は史跡地

内でございますから、基礎工事等を行うような施設につきましては、文化庁との協議が必要と

なってまいりますので、文化庁との協議を済ませた中で、どういったトイレがよろしいものな

のか検討していきたいと思います。いずれにいたしましても前向きに検討させていただきます。 
 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 前島敏彦君。 

〇２３番議員（前島敏彦君） 
 先ほどの部長の答弁の中で学者、研究者からなる専門委員会で学術的な検討を加えながら市

民の希望、意見を取り入れた整備案を策定したいということでございます。今後の日程等は決

まっているのか、まだそのへんは未定なのか。このへんについて、お聞かせ願いたいと思いま

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） 

 整備計画の日程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、具体的なも

のにつきましてはまだ決まっておりませんけども、甲斐国分寺の国分寺、国分尼寺の整備計画

につきましては、国の補助金等を活用させていただいておりました。それで補助金につきまし
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ては、若干遅れがちだという説明をさせていただきましたけども、専門委員会等を企画した中

で、これから検討していきたいと思っておりますので、具体的な日程につきましては、まだ決

まっておりません。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 前島敏彦君。 

〇２３番議員（前島敏彦君） 
 まだ決まっていないということでございますけども、このへんも文化庁さん、なかなか国と

いうことで難しい問題もあろうかと思いますけども、ぜひ積極的に地区の要望等も勘案した中

で、今後の課題かと思いますけどもお願いしたいと思います。 
 また先ほどの、来年は花を植栽してということでございますけども、植栽については今年、

たしかボランティアの方々が中心のへんに花を植栽していただきました。こういう方に依頼す

るのか、それか専門的な業者さんに依頼するのか、このへんについて聞きたいと思います。 
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） 

 植栽計画等の再質問でございますけども、植栽につきましては、今議会のほうに補正予算を

もって計上して、審議をお願いする予定でございます。専門的な方にはということでございま

すけども、専門的ということではなくて、ボランティアの皆さん、あるいは私ども自分たちで

できるものにつきましては、自分たちで植栽を考えております。シルバー人材センター等にお

願いし、依頼できるものにつきましてはそういったところを活用させていただいて、植栽を計

画しております。 
 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 前島敏彦君。 

〇２３番議員（前島敏彦君） 
 なんせ現地へ行きますと、広い面積の中で本当に時期には草が繁茂してどうなることやらと

いうような現地でございますので、ぜひ予算もこの予算で素晴らしい花が咲きますようお願い

したいと思います。 
 また先般のマニフェストの検証でも部長から説明がございましたけども、三次元測量映像で

すか、３Ｄの活用は今後どのような対応をして、どういう場所で活用されていくのか、このへ

んをお聞かせ願いたいと思います。 
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） 

 ご質問の三次元測量の件でございますけども、三次元測量につきましては平成２３年、昨年

度はじめて実施させていただきました。今までは平面的な画像として、パンフレット等で記載

されておりますけども、今回、三次元測量をさせていただきまして、立体的な画像として映像

を残すような形になります。現在、三次元測量について、これからも引き続き検討していきた

い考えでございますけども、国分寺の金堂、講堂、そういったものをどんな形になるかという
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ものは立体的な画面として皆さんに公開することができるものと考えております。 
 まずは立体的なＣＧで保存しまして、地域の皆さんに見ていただく。あるいは学校の電子黒

板等も設置してございますが、そういったもので映像として学校教育の中に活用できればと考

えております。これからも立体画像として皆さまに分かるような形、どんな形の中の国分寺が

どんな形であったかということを全体像をお示しする、よい機会だと思っておりますから、こ

れからの立体映像に期待し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） 
 前島敏彦君。 

〇２３番議員（前島敏彦君） 
 ただいまの部長の答弁の中で、学校などにということでございますけども、将来の笛吹市を

託す子どもたちには、地元をやっぱり知っていただくというのが一番、大変有意義ではないか

と思います。将来に向けた計画を、大変予算もかかるかと思いますけども、このへんも積極的

に文化庁のほうに申し入れをしていただいて、また部局横断的に進めていただければ幸いかと

思います。 
 以上で私の質問を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。 

〇議長（小林始君） 
 以上で前島敏彦君の一般質問を終了いたします。 
 関連質問を許します。 
 関連質問を、志村直毅君。 

〇２番議員（志村直毅君） 
 それでは前島議員の一般質問に、１問目の部分で関連質問をさせていただきます。 
 石和温泉駅前に交番、駐在所等を設置という、この地域の皆さまを中心にした要望は、もう

何年も前からあることは十分承知をしているところで、私どももそういった方向で進んでいく

ことが非常に待望されているなという思いもあるわけでありますが、その一方で市内には駐在

所がいくつかございます。現在の駐在所の警察官の配置、これを見ますと、ある駐在所に配置

されている警察官が別の駐在所の兼務というような形で、そこにいらっしゃるというような状

況もございます。また数年前には、２名いた警察官が１名になっているというような現状もご

ざいます。こういった意味では、新しい駐在所を設置していただけるというようなことに仮に

進んでいく際には、併せて現在ある駐在所に配置されている警察官、こういった方々にもそう

いった煽りをくうと言うと言いすぎかもしれませんけども、十分その市内各所にある駐在所の

警察官の配置、ここのところを十分、その要望と併せて県のほうでも配慮していただきたいと

いうふうに思うわけですけども、この点についてもその要望と併せて、また市のほうからもそ

のようなお考え等をお持ちであるのか。あるいはまた、県警のほうにもそういったお話もされ

ているのかどうか、そこらへんのところをちょっとお伺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） 

 石和温泉駅へ駐在所等を設置する場合の他の駐在所等への影響、悪い影響が心配されるけど

も、それについてどうなのかというご質問でございますけども、これにつきましては具体的に
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警察署のほうと協議をしているわけではございません。今お聞きしましたので、今後の交番、

駐在所の協議につきましては、その点も加味して悪影響がないような形での要望、それから駅

前への設置について強く働きかけていきたいというよ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） 
 志村直毅君。 

〇２番議員（志村直毅君） 
 ぜひ、そのようにお願いしたいと思います。防犯カメラ等も含めて警察官を地域に、また地

域の事情をよく精通されている警察官の配置も併せて、いろいろな形で市民の皆さまの安全・

安心そういったことを実現していただきたいと、こんなふうに思います。よろしくお願いいた

します。 
 私からは以上です。 

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。 
 国政もいよいよ混迷の度を増し、端的に１７文字で表しますと「会期末 何も決めれぬ 世

紀末」といったところでしょうか。 
 県内の５月の景気動向指数ＤＩ、ディフュージョンインデックスは４月までの５カ月連続の

最下位を脱出したものの５月はブービー、２年前の水準をも下回り、今後も欧州金融危機、電

気料、円高懸念と低水準での停滞が懸念されます。さらに長期経済停滞の根源であるデフレも

まったく改善されておらず、それによる企業心理、消費者心理が表われた事故が高速道路での

ツアーバスの死亡事故、多数の死者を出したホテル火災であり、安全性を無視して企業利益を

追求した企業経営、ものの安さを最優先するがために隠れた危険に気づかぬ消費者心理が露見

されました。 
 さて本市においてもいよいよ農繁期、夏祭りの季節到来、昨年の落ち込みを挽回すべく名実

ともに賑々しいホットな夏が切望される中で、合併後まもなく８年、市長の今後の意欲も伺っ

た中で、その集大成となるべく今までの検証と今後のビジョンの展開について、私ども議会と

しても重い責任を感じるところであります。 
 そこで道路の隠れた危険について伺いますが、児童の安全を守るための集団登校中の児童が

死傷するという、極めて痛ましく理不尽な交通事故が全国で相次ぎました。市内のほとんどの

小学校も新入生を迎えたこの時期、ＰＴＡ等と連携し通学路を点検する一方で交通量の多い交

差点や横断歩道で保護者や教職員が旗振りをし、地域住民が集団登校を見守るなどして安全確

保に努めております。 
 しかし近所を見回しましても、幅員の狭い道路が渋滞の抜け道になっている個所、ガードレー

ルも白線もない危険な個所など、市内あちこちを見回しましても同じくらいの年齢の子どもを
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持つ親としましても、先般の事故が決して他人事とは思えない道路が多数存在しております。

まずは学校において安全だと思われている通学路に隠れた危険がないか、再点検することが急

務と思われます。 
 一方、これらの事故を受けて山梨県も小中学校の通学路に歩道が整備されているか緊急調査

を行い、必要に応じ歩道を整備する方針を示し、市町村教育委員会からの聞き取り、各学校の

通学路の整備状況の確認により危険と判断すれば、歩道の整備を優先的に進めるとしておりま

す。さらに県教委も去る５月８日、市町村教委と県立高校、特別支援学校に対して通学路の安

全確保におけ、交通環境が悪化していないかの現状調査とチェック、安全確保に向けた取り組

みをさらに強化するよう求めた文書が出されました。 
 そこでいくつか伺いますが、市教委の実態調査に対し、すべての小学校で通学路の安全確保

に向けた緊急取り組み報告が提出されましたが、それらに対しどのように現状把握がなされた

のか。またそれらの報告をどのように分析し、緊急性の高いものは優先順位を付けて県道路整

備課に対し、どのような具体策を求めていくつもりなのかお伺いします。 
 さらに登校を見守る保護者や地域住民からも、かねてから歩道をはじめ道路整備に関する地

域要望も数多く出される中で、子どもの安全確保への不安も同様に増幅しております。市も厳

しい財政状況を考えますと、すべてとはいかないまでも市として今回の調査を契機に市教委と

建設部とで調整する中で、どのように優先順位を付けて対応していく予定であるか、お聞かせ

ください。 
 さらに今回の通学路の安全を見直す中で、市全体の道路事情も調査・分析・対応する必要性

も痛感されます。とりわけ本市においても高齢者から子ども、健常者、障害をお持ちの方、観

光客や病院通院される方など、市民および来訪者すべてにわたり安全・安心なまちづくり、安

全・安心な移動には道路・歩道の整備はもとより、段差や歩く上での障壁を取り除くバリアフ

リーチェックと、そのさらなる推進が急務であろうと考えられます。 
 合併の主要施策である第１次笛吹市総合計画において、その中の大きな柱の１つである機能

的で魅力ある市街地づくりを確実に実現するための、市としての今後の見解と具体的取り組み

についてお伺いします。 
〇議長（小林始君） 

 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、仲澤教育部長。 

〇教育部長（仲澤和朗君） 
 大久保俊雄議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに京都府で発生した登校中の事故を受け、市内通学路の安全状況をどのように把握し

ているかについてでありますが、子どもたちを取り巻く環境、とりわけ登下校時における通学

路の安全確保に関しましては、市教育委員会といたしましても交通安全に関わるさまざまな環

境の悪化を大変憂慮しているところでございます。 
 そのような中、本年４月２３日に京都府において、また２７日には千葉県と愛知県において

も登校中の児童等の列に車が突っ込み、死傷者が出る痛ましい事故が相次いで発生したため、

４月２７日には文部科学大臣より、学校の通学の安全に関する文部科学大臣緊急メッセージが

発せられました。また、県教育委員会からも学校の通学路の安全確保についてが発せられ、子

どもたちを取り巻く交通環境の再点検および、通学路の安全確保に向けての取り組みの強化に
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ついて依頼があったところであります。 
 本市ではこの緊急メッセージを受け、５月１日付けで市内の全学校長宛に通学路の安全確保

に向けた緊急取り組みのお願いを通知し、通学路の緊急点検の実施と点検結果の報告を求めた

ところでございます。 
 各学校ではこれまでも毎年、ＰＴＡや保護者等と連携をとりながら、通学路の安全点検を行っ

ておりますが、今回の対応といたしましても危険個所の確認および児童生徒への通学方法の指

導、スクールガードリーダーや通学を見守ってくださるボランティアの方々への要請等を行う

とともに、通学路の変更など必要な措置を講じたところでございます。 
 なお、今回の点検結果によります施設や設備の整備等については、全小中学校から６４件の

要望が寄せられ、その多くは歩道整備や交差点改良、信号機や横断歩道、グリーンベルトの設

置、注意喚起看板の設置等となっております。 
 次に県に対し、どのように具体的な取り組み強化を求め、市としてどのように優先順位を付

けて対応していくのかについてでありますが、先ほど申し上げましたように各学校から上げら

れました施設や設備の要望につきましては現在、教育委員会でとりまとめ作業を行っておりま

す。その中で緊急性や実現性などを踏まえ、学校現場とも綿密に話し合いを進めながら、教育

委員会内だけの対応で実現可能な案件につきましては、早急に対応をしてまいりたいと考えて

おります。 
 また、関係部局あるいは県や警察などの関係機関のご理解とご協力を必要とする案件につき

ましても、早期に実現が図られるよう強く要望していきたいと考えております。 
 学校ではこれまでも保護者やボランティア等の皆さんのご協力をいただく中で、通学路の安

全確保に努めておりますが、これまで以上に立哨個所を増やすなど、地域全体で子どもたちを

守っていこうという機運が高まってまいりました。通学時の安全が確保され、安心できる環境

の中で児童生徒が通学できることは、保護者はもとより地域の願いでもございます。議員各位

におかれましても、児童生徒の通学路の安全が早期に確保されますよう、行政と一体となった

さらなる取り組みをお願い申し上げます。 
 次にバリアフリー化推進に対する市の見解と今後の取り組みについてでありますが、高齢者、

身体障がい者等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。 
 市内道路の歩道整備でありますが、アップダウンがない歩道に改修を行うとともに、観光客

や多くの市民が利用される石和温泉駅周辺の道路につきましては、交通バリアフリー計画をも

とに国道・県道の歩道整備を関係機関にお願いするとともに、市道につきましても区画整理事

業と連携を図るなど計画区域内道路の拡幅整備に併せ歩道整備を行い、移動が円滑に行えるよ

う進めております。 
 今後、全体の道路整備計画と交通バリアフリー計画をもとに地元住民の皆さまの声をお聞き

する中、歩道整備を図っていきたいと考えています。 
 以上で答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 再質問。 
 大久保俊雄君。 
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〇１６番議員（大久保俊雄君） 
 まず答弁で６４件という数字が出たわけですけども、これは道路整備、いろいろ通学路も多

岐にわたる中で、すべてがこの道路に関する膨大な予算という中で、緊急性をどのように、す

ぐにでもしなければならない個所ですとか、具体的な改修の見通し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） 

 大久保議員の再質問でございますけども、具体的な検討でございますけども、先ほど答弁で

も申し上げましたように、すでに６４カ所につきましては報告をいただいております。私ども

教育委員会内でできるものにつきましては、教育委員会で実施を考えています。またそれ以外

の関係部局、市の部局で検討できるものにつきましては関係部長さん、あるいは支所長さんの

ほうに連絡させていただきまして、それなりの対応をお願いしたいと考えています。 
 なお関係機関につきましての要望等につきましては、窓口等を一本にしましてお願いし、実

現に向けて要望を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） 
 大久保俊雄君。 

〇１６番議員（大久保俊雄君） 
 私も近隣の小学校３校ほど、この通学路の安全確保緊急取り組み報告、こういうものを学校

の教頭先生ほかＰＴＡ、また私自身もすべてこの個所を見させていただきまして、当然道路改

修とか緊急となるものも認識されたということで、緊急性、たしかに部局横断的に調整する道

路改修の前に例えば歩道整備とかいう中でグリーンベルトとか、予算を使わないようにする方

策というのも可能だと思いますけども、そこらへんの今の部局横断的に道路改修ではなくても

教育委員会サイドで色を塗る、ペンキを塗ると、お金をかけなくてもできる舗装があると思い

ますけども、そこらへんの部局横断的な調整方法というのを再度、聞かせていただきたいと思

いますけど。 
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） 

 大久保議員の再質問、部局横断的な対応にということでございますけども、先ほどちょっと

申し上げましたように、すでに報告をいただきました部分、施設改良等につきましては、市の

部局長のほうにお願いしてございます。また今回の６４件の案件につきましては、副市長を中

心といたしまして、本年度中にできる案件につきましては実施していこうということで、まと

めてあります。約２５カ所ほどのものにつきましては、本年度中に実現が可能というように考

えております。看板等もございますから、看板等の設置位置につきましては地権者等も発生い

たしますから、そういったことについてはまた協議させていただきたいと思います。 
 またグリーンベルトというお話が出ましたけども、グリーンベルトにつきましては学校周辺

約５００メートル範囲のところに外側線の外側、内側といいますか、外側に緑色を注意喚起の

ために色を付けるということでございますけども、それにつきましては、道路交通法につきま

してはなんの効力も発しないようでございますけども、色を付けるにあたりましても、それな
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りの財源は必要となります。先ほど申しましたように市民環境部が担当しておりますが、そち

らのほうの部長さんとも相談させていただいて、担当課のほうでもすでに現地も確認していた

だいたり、実現に向けて協議を進めております。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 大久保俊雄君。 

〇１６番議員（大久保俊雄君） 
 ハード面、道路整備は２５カ所、積極的に取り組んでいただけるということで安心しました

し、また進捗推移を見守りたいと思います。 
 当然、道路を整備しても次にソフト面といいましょうかね、子どもさんの安全を自分で守る

ですとか、そういった部分がいくつか気になるわけですけども、ソフト面、そこらへんの安全

教育とか地域の皆さま方でサポートする体制について若干お伺いしますけども、まず先ほど話

がありましたスクールガードリーダーですか、見守り隊という話がありましたが、現状をお話

ししていただくとともに、そこらへんの今後、例えば人数を増やすとか、ソフト面での充実策

はお考えでしょうか。 
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） 

 大久保議員の再質問、スクールガードリーダー、またはボランティア等についての現状でご

ざいますけども、スクールガードリーダーでございますけども、スクールガードリーダーにつ

きましては平成１７年に配置いたしまして、当時は２名を配置させていただきました。現在は

３名のスクールガードリーダーの皆さまに委嘱を申し上げまして、３名が小学校くらいを担当

させていただいております。１名が４校から５校を担当してくれまして、各学校の通学路を主

に確認、それから学校の相談等にのっていただいております。もちろん子どもたちの通学に関

する指導を行っておりますし、また不審者等が発生した場合につきましては、警察に配置して

おりますスクールサポーター、あるいは青パト等々の連携を図りまして危険個所、または学校

等への注意の喚起も行っております。 
 また通学路のボランティアでございますけども、通学路のボランティアにつきましては、学

校安全ボランティアというように、名称はまちまちでございます。通学路安全見守り隊とか、

通学路の登下校の安全ボランティア隊というようにまちまちでございますけども、地域の皆さ

まが子どもたちの通学に関しまして賛同を得た皆さま、高齢者を中心に、また保護者、また地

域の皆さんが見守っていただくということで、付き添っていただくことももちろんございます。

そういった方々につきましては帽子、それからベスト等を配布いたしまして、皆さまにご協力

をいただいております。 
 当然、その方々につきましては、登録というようなことがあるわけでございますけども、こ

の安全ボランティア隊につきましては、登録という制度がございません。賛同いただいた地域

の皆さまが自主的に活動していただいております。現在、２７０数名が各学校のほうでご協力

をいただいております。 
 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） 
 いろいろな取り組みがなされていることが分かったわけですけども、もう１点、ソフト面で

の整備ということで、交通安全教育というものもこれは当然、必要かなと思うわけですけども、

交通指導員、警察官、協力を得た中での交通安全の取り組みと今の話にありましたように、通

学路には交通事故だけではなくて、不審者だとか、今年度４月からメール配信ということで、

携帯持っているから安全ではなくて、低学年とかそういった方は不可能かもしれないけども、

自分の身は自分で守る教育というのもある部分、大事ではないかと思いますけども、そこらへ

んはいかがお考えでしょうか。 
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） 

 大久保俊雄議員の再質問でございますけども、交通安全教室等でございますけども、議員おっ

しゃるとおり交通安全教室につきましては、新学期が始まる今の時期、４月から５月にかけま

して、各学校それぞれ行っております。先ほども議員のほうからもお話がございましたように、

地域の交通指導員、あるいは警察官の方々にお願いいたしまして、講師として学校のほうに招

き、新しい自転車の乗り方、または横断歩道、または信号機の使い方、そういったことにつき

ましてそれぞれの学校で実施しております。 
 また防災教育の関係でございますけども、前の議会にも答弁させていただきましたように３．

１１の災害以降、非常に機運が高まりまして、各学校では通告なしの避難訓練、または学校と

保護者との連携を密にするために引き渡し訓練等を実施しております。先ほどお話が出ました

ように３．１１以降につきましては自分の身は自分で守る、教育だけではなくて一人ひとりが

それぞれの危険を感じたら自分で避難する。自分で逃げるという教育が今現在、行われており

ます。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 大久保俊雄君。 

〇１６番議員（大久保俊雄君） 
 続きましてバリアフリーというものについてちょっとお伺いしたいわけですけども、石和町

時代に、平成１３年度に石和町交通バリアフリー基本構想というものがつくられまして、これ

は手元に資料がありますけども、国道が２本、県道３本、町道が６本ということで着手されて、

実現していない未着手という部分もいくつかある中で、例えば具体例を申しますと石和町市部

通り、ともえやパン屋さんのところから郵便局、駅のほうに向かった労報橋の市道について、

こちらのほうも重要な狭い道ということで、歩道の整備も交通バリアフリー基本構想ができて

いる中で、非常にこの現状を見ましても幅員が狭い、公共施設もあったり、すれ違いもできな

いような状況であり、おまけに通学路にもなっている。高齢者も多数存在しているということ

で、こういった部分の拡幅と整備について具体的な方策があるのか、お聞かせください。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、斉藤建設部長。 
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〇建設部長（斉藤寿君） 
 大久保議員の再質問でありますが、ともえやから労報橋までの歩道整備ということでありま

す。そのもとになるものはバリアフリー計画かと思いますけども、現在、市内におきまして道

路、あるいは歩道等の整備につきましては地元の行政区から要望等をいただく中、事業のほう

を進めている状況でございます。今の時点で地元の行政区から要望等もいただいていない中、

市としては取り組んでいないというような状況で今後、地元のほうから要望書等をいただく中、

検討をしていきたいと考えております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 大久保俊雄君。 

〇１６番議員（大久保俊雄君） 
 それであれば今の説明ですと、例えば未着手道路、例えば今、話をしましたが市道７９号線

が今の話ですし、例えば市道２号線、こちらのほうは松本から山崎地内にわたる２５０メート

ルでありますし、市道７８号線、こういったものは八田地内でありますし、未着手部分という

のは県道、国道は主に進んでいますが、市道はなかなか進んでいないということで、地域要望

とかそういったものを出せばすぐにではなくても、優先順位を付けて取り組んでいただけると。

実現に向けて取り組んでいただけるということでよろしいでしょうか、そういう認識で。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、斉藤建設部長。 
〇建設部長（斉藤寿君） 

 大久保議員の再質問で取り組んでいけるかという質問ですけども、地域から要望書をいただ

く中、市内にも数多くの要望が出ております。その中を含めて、なるべく優先順位を上げる中、

バリアフリー計画にあるものについては、取り組んでいきたいというふうに考えております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 大久保俊雄君。 

〇１６番議員（大久保俊雄君） 
 あと総合計画で関連する部分で、総合計画の中の第１節の第３章に機能的で魅力ある市街地

づくりの項目に市街地のバリアフリー化された歩道延長という部分があるんですけども、手元

に。この中にバリアフリー基本構想とサイン計画、今日まさに山日紙上へサイン計画が出てい

たわけですけども、同じ項目の中に関連個別計画、総合計画をより実現するためにこういった

個別計画を立てる中でバリアフリー基本構想、こちらのほうが平成２２年度策定予定というこ

とがありまして、数値目標も例えば平成１９年の１，６７０メートルから２４年には１，９１１メー

トルという部分がありまして、市街地の整備、魅力あるまち並みの形成ということで、当然こ

こらへんの計画の進捗状況はどのようにされているんでしょうか。そこらへんをお伺いします。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、風間経営政策部長。 
〇経営政策部長（風間和仁君） 

 大久保議員のご質問にまずお答えさせていただきたいのは計画でございますが、基本計画に

ございます２３年度１，８００メートル、また２４年度１，９１１メートルということでござ
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いますが、国道１４０号線、北口のところでございます。また市部通り４１１号線でございま

すが、それぞれ１，１３０メートル。また市部通りにつきましては６２０メートル。また石和

温泉停車場線ですか、それにつきましても７５０メートルということで、その３つの道路を合

わせた合計が２，５００メートルということで、目標については達成できているということで

ご報告させていただきたいと思います。 
 また石和町交通バリアフリー基本構想につきましてでございますが、議員のおっしゃるとお

り平成１３年度に策定されております。また平成２２年度にバリアフリー基本構想を総合計画

の中で策定予定ということで掲げさせていただいておりますが、この石和町を含めた交通バリ

アフリー基本構想でございますが、ハートビル法というものと交通バリアフリー法が平成１８年

に統合されました。そしてバリアフリー新法といわれるようなものの中で整備をしていくとい

うようなことが進められているわけでございますが、平成２１年に県の道路整備課のほうへこ

んなふうな計画を立てていく中でいかがなものかということで、ご指導を受けてまいりました。

その中で新法による基本構想について作成の指示は、まだいただいておりません。それはどう

いうことかと言いますと、石和町で構想されました交通バリアフリーについて、まだ生きてい

るということでございます。その中で道路拡幅に伴う歩道整備等を行っていくわけですが、そ

の中におきまして経過措置で対応することも可能だよということをお伺いしております。経過

措置というのはどういうことかと申しますと、先ほど大久保議員のほうからお話がございまし

た石和の郵便局の前の道路でございますね。あそこを拡幅することもできますし、また道路の

交通状況を見ながら、地権者もございますので、道路の幅員を狭めるような方法で、いわゆる

交通弱者の通行の妨げにならないような、道路を通る車の速度を下げるような方法でございま

す。それはハンプ法とか屈曲法というようなことで、甲府のオリオン通りでございますかね、

道路を曲げたり、また車道部分に段差を設けることなどによりまして速度を下げる。それによ

りまして、歩行者の安全を図るようなことも経過措置として認められているような状況でござ

いますので、状況に応じた判断をしながら道路拡幅等を進めていければと思っております。 
 またバリアフリーに則った歩道等が整備できることが望ましいわけですが、道路拡張につき

ましては非常に多額のお金がかかるわけですので、状況を見ながら進めさせていただければと

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） 
 大久保俊雄君。 

〇１６番議員（大久保俊雄君） 
 今の答弁にも道路整備、歩道整備、多額の予算がかかるということで、市単独の予算もかか

る中で、こういったものは国ですとか県、いろいろなこの補助金ですとか交付金を活用される

中で旧石和から使われています。例えば、効果がある日本中央競馬会環境整備事業というもの

がありまして、競馬場が出てから２８年間で１８億円という整備費がきている中で、これはい

ろいろ使い道がありまして、半径２キロ以内のそういったインフラ整備ですとか、歩道の整備

ということで、これは細かく見ますとやはり市道ですとか町道、消防団の待機所整備というも

のに使われている中で、こういったものの活用策、また地域要望がある中で周知徹底といいま

しょうか、地域の方もなかなか周知されていない部分でこういった部分をまた建設部と経営政

策部のすり合わせ、これは部局横断的で、調整によって知らしめて、また有効活用というもの
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が望まれるわけですけども、これはウインズ、ＪＲＡとの話でありましょうけども、がくんと

減ることも考えられませんから、ここらへんの有効活用策、地域要望を反映させた中での実現

という部分をどのようにお考えでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、風間経営政策部長。 
〇経営政策部長（風間和仁君） 

 ＪＲＡの環境整備事業のことだと思います。これにつきましては、場外馬券場から半径２キ

ロ以内ということで規定されております。今、道路拡幅が行われた際につきましては、特定財

源ということで充てさせていただいております。議員ご指摘のとおり多額な資金をいただいて

おりますので、その整備が完了するということが何年後ということはまだ言えません。されど、

やはり本来の趣旨でございますように、２キロ以内の整備が終わりましたら、また考えさせて

いただきたいと思っております。 
 またせっかくいただいた財源でございますので、立看板と工事中の看板等につきましても、

この道路はＪＲＡのご厚意により拡幅しておりますということを掲示させていただいていると

思いますし、また落ちがありましたら徹底していきたいと思います。またホームページや広報

にもその状況について、周知させていただ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） 
 大久保俊雄君。 

〇１６番議員（大久保俊雄君） 
 バリアフリー、説明までいただきましたが、現実、例えばバリアフリー、策定する前に例え

ば道路が市部通りもそうですけども、こういった歩道が陥没しているとか、そういった要望も

多いわけで、緊急性はないけれども段差があってケガをされたとか、こういった実例が耳へ入っ

てきているわけですけども、なかなか県道は県のほうに話をしなければならない。県と話をす

れば、ある程度、予算を使ってしまったからできないとかそういった部分、市道なんかもそう

いう要望とかクレーム対応、これはなかなか進まない。ケガをされてからでは遅いと。ケガを

した事実もある中で、こちらのほうの対応というのはいかがでしょうか。今後の取り組みとい

いましょうかね。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、斉藤建設部長。 
〇建設部長（斉藤寿君） 

 大久保議員の再質問で道路の陥没、あるいは段差等の対応についてということでありますけ

ども、現在、市におきましては臨時職員２名のパトロール員を配置しまして、緊急性が高いと

ころについては、一両日中にできるよう対応をしているところであります。それにつきまして

は、要望書等もなく電話等で連絡をもらう中、対応をとらせていただいておるところでありま

す。今後についても、そのような形で続け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） 
 大久保俊雄君。 
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〇１６番議員（大久保俊雄君） 
 それでは最後に、当然、市長がさっきからおっしゃっているように総合計画、総合計画とい

うものは基本構想、基本計画、実施計画、またその他の達成目標で成り立っておりまして、基

本構想というのは、これは今まで議会の議決案件でありました。しかし昨年の５月から地方分

権改革推進計画に基づき議決案件でもなんでもなくなるということで、今つくってあるこの総

合計画はその議案案件に基づいて審議するわけです。４年後の先にはなろうかと思いますが、

これからは総合計画をつくっても議決案件でなくなるということで、議会と執行部とも密な数

値目標を立てた中での市民の暮らしやすさのアップというのにはこれは欠かせないわけで、い

ろいろこれをつくった中で、個別関連計画ですとか、今回もさっき話をしたようなことですと

か、達成目標の数値が出ている中で、今後、今日はそのことではありませんけども、そこらへ

んの議会と、やはりすり合わせをした中で、当然この実現というのが一番の目標であるわけで

すから、大きく例えば２年、３年会議すれば見直す必要もある中で、今後の執行部の議決案件

がなくなる中で、われわれはやはり１つでも多くの基本構想から基本計画、そこらへんまでい

ろいろ精査する必要がある中で、市のお考えを１点お伺いして最後の質問にしますけども、こ

れはいかがでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、風間経営政策部長。 
〇経営政策部長（風間和仁君） 

 ご質問の関係でございますが、ことあるごとに開示させていただきたいと思っております。

全員協議会とかそういったところもございますので、そういった折々、毎月しておるところも

ございますので、開示させていただければと思います。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 大久保俊雄君。 

〇１６番議員（大久保俊雄君） 
 多岐にわたりまして前向きな答弁をいただきましたので、これをもって終了させていただき

ます。ご清聴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。 
 関連質問を、上野稔君。 

〇１７番議員（上野稔君） 
 通学路の関連でお尋ねしたいと思います。 
 本当に個別な、細かな部分でありますけども、ただいま万年橋の西詰におきまして、県の工

事でありますけど、右折レーンの設置工事をしておりまして、ほぼ完成に近いのかなというそ

ういう部分があります。そういう中で県がすごく、気を使ってくれたのか知らないですけど、

素晴らしい歩道を造ってあります。ただ、万年橋の下り坂の途中までしか歩道がなくて、それ

から尻切れトンボで、本当にもっとほしいようなところが県は関係ないという、そんな部分だ

ろうと思うんですけど、歩道がない状態に今現在なっております。まだ歩道は使っていないん

ですけども、当然、子どもたちが学校へ行く時間帯は通勤の車も多いし、非常に危険性の多い
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ところですので、先ほど教育部長のほうからも学校からの要望はたぶんきているのかなという

ふうに思いますけども、そのへん建設部長、２５カ所と先ほど言っていましたけど、そのへん

今年度中に、私の考えではもう早急にやってほしいというような感じがあるんですけど、考え

を教えてください。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、斉藤建設部長。 
〇建設部長（斉藤寿君） 

 上野議員からの関連質問でありますが、万年橋西詰工事につきましては今月いっぱいをもち

まして終了することとなっております。その終了をもちまして、現地を確認しながら今後どの

ような歩道整備をしていったらよいかということで、今後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） 
 関連質問、上野稔君。 

〇１７番議員（上野稔君） 
 検討していただくという今のお答えなんですけど、教育委員会ではそのへんは中学校から当

然、強い要望がきているかなというふうに思いますけども、そのへん教育委員会はどうなんで

すか。 
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） 

 上野議員の関連質問でございますけども、石和中学校の通学路となっております。当然、議

員おっしゃるとおり、土手敷きの部分までは歩道があって、それ以降につきましては若干細く

なってございます。学校の要望等も踏まえまして、先ほど私どものほうで要望個所２５カ所、

これは看板等も含めましての２５カ所でございますけども、そういったハード的なものにつき

ましても、建設部とも十分協議していただき、県のほうにも要望を出していきたいと考えてお

りますので、当然、学校からの要望もいただいています。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 関連質問を続けます。 
 関連質問、寳修君。 

〇１４番議員（寳修君） 
 大久保議員の関連質問をさせていただきます。 
 数多くの事件、事故が報道される中で、本市においても川中島の湯けむり通りというところ

で観光客、あるいは幼い子どもの死亡事故等が２件続けて何年か前にありまして、地域の人た

ちが募金までして、その道路に歩道を付けてもらいたいという運動もあったわけですけども、

その中で現在は湯けむり通り、歩道を造るために水路を埋めて蓋をして、グリーンベルト等で

もって工事をしていただいているわけですけども、そういう中で観光客なんかも通ったり、通

学路として位置づけられているわけです。その中でちょっと耳にしたわけですけど、コミュニ

ティ道路というのがありまして、そういうふうな位置づけでもって歩行者の優先する道路とい
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うことで、車も通りますけども、歩行者優先という道路で、警察等も何か考えているようなこ

とを聞きました。そのコミュニティ道路、コミュニティゾーンの考え方ですか、そういうもの

をちょっとお聞きしたいなというふうに思いますけども。 
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） 

 寳議員の関連質問でございますが、たぶんゾーン３０のことだろうと思いますが、まず警察

署のほうから私のほうに正式な話もきていないわけです。考え方としては簡単に申し上げます

と、子どもの通学路については今も議論されていますように、歩道がほとんどない道路が多い

ということで、住宅地のある一定のゾーンを定めまして、その中の道路について、ちょうど子

どもの通学時間帯、それから車の通勤時間帯が重なるということで危険だということで、車の

速度を３０キロ規制にするというような考え方のようでございます。これについてはそうは申

しましても地元の理解をいただかなければならないし、いろんなこともありますので、今後ま

たお話がありましたら、それにつきましては地元とも協議をしながら検討をしていきたいと考

えております。よろしくお願いいたします。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 寳修君。 

〇１４番議員（寳修君） 
 ぜひ地元と協議して、しっかりとした道路というんですかね、そういうものもお願いしたい

というようなことと、また観光に来られる方々の安全・安心というものも確保していかなけれ

ばならないということで、このゾーン３０という計画をぜひ笛吹市に、いろんなところでもっ

て活用していただければと思うので、よろしくお願いいたします。 
 以上で終わります。 

〇議長（小林始君） 
 関連質問を続けます。 
 関連質問を、志村直毅君。 

〇２番議員（志村直毅君） 
 では私のほうから大久保議員の一般質問に対する関連質問として１点、先ほど風間部長のほ

うから、旧石和町時代のバリアフリーの指針でも経過措置で対応が可能だというような県の見

解もいただいているという中で、対応を図っていきたいというお考えもあるというご答弁だっ

たわけですけども、やはり合併して８年、笛吹市も大きな１つの市になりまして、これはバリ

アフリーの対応についても、その基本となる指針を新たに笛吹市として、とりまとめていくと

いうようなことをぜひ、考えていただきたいと思うわけです。再度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） 

 答弁を、風間経営政策部長。 
〇経営政策部長（風間和仁君） 

 志村議員の再質問でございますが、関係機関と調整する中で、また実現性も含めた中で検討

していきたいと思っております。よろしくお願いいたします。 
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〇議長（小林始君） 
 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。 
 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。 
 まず１問目としまして、東日本大震災の発生から１年３カ月が経ちました。昨年６月議会で

の防災対応について一般質問もさせていただいたわけですが、今回は防災力の強化、災害時の

減災も含め、本市の防災、災害対策について伺います。 
 まず、笛吹市地域防災計画の見直し作業が進んでいることと思われます。避難所等となる施

設等の運営の想定や当事者・関係者からの意見等も聴取しながら、実効性のある防災計画の策

定が急務であると考えます。進捗状況および今後のスケジュールについて、お伺いいたします。 
 次に災害に強いまちづくりへの対応として防災拠点施設、消防施設等の整備という観点から、

本市消防本部の消防署３出張所、春日居、東部、中部について施設も老朽化してきております

が、今後の更新等の考え方についてお尋ねします。立地や規模も含めて検討し、強化していく

必要があると考えていますが、ご見解をお伺いします。 
 次に本市では行財政改革にも取り組む中で、消防本部には限られた人員で消防本部体制を維

持しながら業務に取り組まれ、消防サービスを提供していることに敬意を表する次第でありま

す。こうした中、県内１０消防本部の中でも国の基準に基づく統一基準、消防力の整備指針に

基づく統一基準でありますが、これにおける充足率は県内の平均をやや下回る状況にあります。

職員配置において、増員等を含めた具体的な対応や工夫も必要と考えますが、ご見解をお伺い

します。 
 次に防災対策は実際の災害を想定した対応を検討し備えておくことが不可欠であり、自助・

共助・公助それぞれに相互の役割分担や指示系統、行動等を理解していることが大切でありま

す。さらに障がい者や高齢者のほか、特に外国人等も含めた市民の防災意識の向上を図り、有

事の十分な対応を可能とするために、今後新たな訓練や啓発活動の実施を求めるものですが、

お考えを伺います。 
 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、山下総務部長。 

〇総務部長（山下真弥君） 
 志村直毅議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに地域防災計画の見直しの進捗状況と今後のスケジュールについてでありますが、地

域防災計画の見直しは、これまでの防災計画の中で見直しをする項目や今回の新たに加える項

目について資料や情報の収集を現在、行っております。 
 今後の予定につきましては、６月から１０月にかけまして警察、消防などの関係機関や庁内
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での協議・調整作業を行いまして、また国・県防災計画を反映させた修正案をつくり、防災会

議において協議・決定をしたのちに１２月にパブリックコメントの実施、県への報告を経まし

て３月の完成を予定しております。その後は市ホームページで公表しまして、広く周知してま

いりたいと考えております。 
 次に今後の新たな訓練や啓発活動についてでありますが、障がい者や高齢者への防災意識の

啓発につきましては、本人はもとより支援者や周囲の方など多くの方々にその災害対策・対応

方法を知っていただき、一緒に事前対策から取り組んでいただきたいと考えております。この

たび各戸に配布させていただきました暮らしの便利帳に、その対策や対応を掲載するなどして

啓発を行っております。また、外国人等を含めた避難訓練につきましては、山梨県国際交流協

会主催の外国人避難訓練の市内での実施に向けて、検討していきたいと考えております。 
 以上、答弁といたします。 
 なお、消防署３出張所と消防本部の職員配置についてのご質問につきましては、消防長より

答弁をさせていただきます。 
〇議長（小林始君） 

 続いての答弁を、中込消防長。 
〇消防長（中込富美雄君） 

 志村直毅議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに消防署３出張所の今後の更新等の考え方についてでありますが、３出張所とも築

３５年以上で、昭和５６年の新耐震基準以前の建物であること。また、監査委員からの指摘も

あり、個々には防災上危険性のある敷地であることや形状が悪く狭小のため、災害時の利便性

が悪いこと等、早期の更新計画作成の必要性は十分に認識はしておりましたが、消防の広域化

が極めて不透明な状況等を考慮していたところ、平成２３年の市議会第２回定例会での志村直

毅議員の一般質問、公共施設の整備、運営の考え方についてに答弁いたしました３．１１東日

本大震災の教訓として、災害発生時の対策拠点となり得る市庁舎の重要性を考え、耐震化を検

討するを受けまして３出張所の整備の検討を始めるため、昨年９月に署長以下１１名の職員を

もって笛吹市消防本部出張所庁舎整備庁内検討委員会を立ち上げ、３回の協議を行ってまいり

ました。 
 他庁舎とのかね合いもありますので、現時点でいつまでにとのお答えはできませんが、耐震

改修も含め、議員指摘のとおり建設場所の検討や規模についても協議しているところでござい

ます。 
 次に消防職員の充足率と職員配置について、増員等を含めた具体的な対応と工夫についてで

ありますが、ご承知のとおり消防が火災の予防および鎮圧、救急業務ならびに人命救助等を行

うために必要な施設、人員の水準を示すものが充足率であります。 
 当本部におきましては施設、車両についての充足率が１００％である一方で、この施設、車

両を運用する人員につきましては、当本部職員８４名の充足率は５１．８％で、県下１０消防

本部平均の充足率５６．６％を下回っている状況であります。しかしながら、多発する救急事

案に対しましては現場到着時間や病院到着時間、さらには防火対象物への立ち入り検査数等に

おいては、いずれも県下で高い数値を示しており、国の基準である１６４名の約半分の職員数

で県下トップクラスの成果を収めているところであります。 
 幸いに本市には１，７００名を超える県下トップクラスの消防団員がおり、日ごろから連携
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訓練を重ねることにより平時はもとより災害時の大きな力となっております。さらに東山梨消

防本部、若彦トンネルの開通に伴う富士五湖消防本部との消防相互応援協定により、より一層

の消防力の補完を行っているなど、現有の組織、人員の中で最大限の効果を発揮するべく取り

組んでいるところでございます。 
 年々、市民の消防に対する安全・安心のニーズは多種多様化している今、笛吹市に一番適し

た知恵を出し合い、適正な消防力の実現に努めてまいりたいと考えております。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 再質問、志村直毅君。 

〇２番議員（志村直毅君） 
 それではまず防災計画の見直し作業について、再質問させていただきます。 
 県の防災計画ができまして、これに対応するような形でということでありますが、防災計画

の見直しを進めていくスケジュールもお聞きする中で、市民の方々、実際に現場で避難あるい

は避難所等の運営等にもあたるというような地域の方々も含めて、その自助・共助・公助とい

う考え方からも防災計画にそういった方々のご意見、ご意向等も反映するような、そういった

こともお考えになっていらっしゃるのか、そこのところをまずお伺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） 

 志村議員の再質問にお答えします。 
 先ほどお答えしましたとおり、現段階ではパブリックコメントを実施する中で市民の方々の

貴重なご意見を反映していきたいと考えております。ただ、できる限り市民のご意見、現場の

ご意見を反映することがより実践的な計画になりますので、今後、夏ごろに予定されておりま

す各地区で行われる区長会など、市民の方々のご意見を伺う場所がございますので、そういう

ところで伺えることができましたら、ぜひお伺いしてパブリックコメント、ほかにも反映でき

る形をとっ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） 
 志村直毅君。 

〇２番議員（志村直毅君） 
 ぜひそういったアナウンスをしていただきながら、市も防災計画を見直し作業をやっている

と。そういう中でさまざまな事業ではワーキンググループがあったり、ワークショップがあっ

たりということもあるわけですけども、なかなかそういうわけにはいかないとは思いますが、

やはり市民の防災意識を向上していくという、積極的なアプローチという意味において取り組

んでいただきたいと思います。 
 そして防災の対応として高齢の方、障害者の方、外国人等を含めた新たな訓練や啓発もぜひ

取り組んでいただきたいと思うわけですけども、この点について高齢者の場合にはふれあいペ

ンダントというものがございます。これについて昨年度、通報の件数、またその中に誤って操

作してしまったというような誤報も含めて、そのふれあいペンダントの利用状況をお聞かせい

ただきたいと思います。 
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〇議長（小林始君） 
 答弁を、中込消防長。 

〇消防長（中込富美雄君） 
 志村議員の再質問、ふれあいペンダントの利用状況ということでありますが、ふれあいペン

ダントにつきましての通報状況のうち、おおむね４割程度が本当に具合が悪かったというふう

な通報になっております。残りの６割が誤報、間違いで押してしまったという形になっており

ます。これが大体、近年３年間の通報の内容でありますが、昨年の通報状況につきましては１０２件

の通報のうち４０件が本当に具合が悪かった、救急車が必要とした事案でありまして、６２件

が誤報でありました。このような状況で推移しております。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 志村直毅君。 

〇２番議員（志村直毅君） 
 消防本部に直結している、このふれあいペンダントでありますが、現在ふれあいペンダント、

笛吹市内においては２５０から２６０件の設置がなされているというふうに認識しております。

そういった中で通報件数が１００件前後ということになりますと、かなり利用される方につい

ても笛吹市として、他市と比較してもふれあいペンダントの設置にも待機者がそんなにいませ

んし、大いに利用されているんだなというふうに感じております。 
 その一方で笛吹市消防本部におかれましては、年間に出動件数が３千件を超すというような

状況になってきております。ここ５年ぐらいで３千件平均ぐらいでしたものが３，１００件、

３，２００件と近年は増えてきていると。そういう中で、また防火対象物件も市内に１，８００件

以上あると。出場あるいは予防、いろいろな消防活動の消防行政を行っていただく中で、やは

り防災という意味ではその拠点となる施設、出張所の再配置も含めた更新が急務であるという

ふうに考えております。ぜひ３回程度、検討もされているということですので、どの時点でと

いうことはなかなか難しいのかもしれませんが、そこでの協議を踏まえて、今後方向性を打ち

出していくというようなスケジュール的なもの、あるいはまた考え方を今一度お示ししていた

だければと思います。お願いいたします。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、中込消防長。 
〇消防長（中込富美雄君） 

 志村議員の再質問、消防庁舎のスケジュール的なものをということでございますけども、先

ほども答弁の中で申し上げたとおり、現在、耐震改修を含め、その設置場所についても検討し

ているところでございますので、現時点でいつまでにということは答弁できませんので非常に

申し訳ありません。 
 ただ、消防の広域化等は今、一時中断しておるんですが、無線につきましてはこの前の協議

会で単独整備と決まっております。そうしますと無線を単独整備した場合には、一般的に大き

なお金がかかったものは、更新するのにおおむね１０年ぐらいというのが一般的な目安です。

ということは今から１０年以内に、また広域再編の話が出てくる可能性も非常に増えておりま

すから、その間までには絶対的にしっかりしたものを立てていかなければいけないなと考えて

おります。 
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 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） 

 まだおぼろげな状況でもありますが、やはり出張所とはいえ、そこから出動していただく消

防職員の方々が万全な体制で業務にあたっていただけるように、今後ともぜひ前向きに検討を

進めていっていただきたいというふうに思います。 
 あともう１点、防災の関係の再質問ということで、外国人の方も含めた防災意識の向上とい

う点では来年度、そういった国際交流協会と提携する中で取り組んでいただけるというような

方向性もお聞きすることができました。またここで外国人登録の関係の法改正等もありまして、

やはり外国人の市内に在住している方の把握ということも含めて、少し前に抹消の手続きがな

されていないために手当の支給があったとか、その外国人住民の方に対する問題点や課題も浮

き彫りになっている状況かと思います。防災という点で、その外国人の方も含めた防災の対応

を、特にその住民の把握という面では、どんなふうに具体的に取り組んでいかれるのかという

ところを１問目の再質問の最後に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） 

 外国人の把握を含めたですね、外国人を含めた防災についての再質問でございますけども、

ご指摘のとおり今回、法改正がありまして、７月からですか、外国人登録について外国人の皆

さんも日本人と同じように戸籍法が適用されるということになりまして、把握につきましては、

より簡便になろうかと思いますけども、把握ができない外国人につきましては非常に対応が難

しいかなというように考えております。今以上に地域の中における外国人の方とのお付き合い、

関連を密にしていくことが地域での防災力を高めていく大きな考え方かなと考えております。 
 そういう意味では、防災マップの取り組みを新しく予算化を増やしまして２４年度、取り組

もうとしておりますので、各地域におきまして防災マップづくりを通して外国人の方の把握、

さらには災害弱者と言われる障害者、ご老人の方々等も含めまして把握をしていただいて、そ

ういう方も含めた防災マップづくりから、実践的な訓練へとつなげていきたいなというふうに

考えておりますので、議員の方々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） 
 志村直毅君。 

〇２番議員（志村直毅君） 
 ９００人以上、１千人近い外国人住民の方が市内にもいらっしゃるということでありますか

ら、例えば広報等のアプローチも含めて、やはりかなり地域の市民生活に密接しているポジショ

ンに限らず、さまざまな市の部署等を通じて、市民の皆さまと同じようにこういった防災に対

する対応も具体的に、また来年度の事業も含めて進めていっていただきたいということを申し

上げながら、２問目の質問に移ります。 
〇議長（小林始君） 

 志村議員、ここで暫時休憩いたします。 
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 ２問目については、休憩後ということでよろしくお願いいたします。 
 暫時休憩いたします。 
 再開は午後１時３０分といたします。 

休憩  午後１２時１２分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 １時２７分 
〇議長（小林始君） 

 再開いたします。 
 なお、ただいま山梨県内に大雨・洪水・強風および雷注意報が発令されております。本会議

中に警報等に変わりました場合は、会議を延会とする場合がありますのでご了承ください。 
 一般質問を続けます。 
 志村議員、２問目の質問をお願いいたします。 

〇２番議員（志村直毅君） 
 それでは、午前に引き続きまして２問目の質問をさせていただきます。 
 本市の下水道整備の課題について、お尋ねいたします。 
 笛吹市総合計画実現のため下水道整備も大きな課題でありますが、今後の下水道事業の取り

組みにかかる考え方について、お伺いいたします。 
 石和中建て替え改修について、まずお伺いします。 
 生徒や保護者、学校関係者の方々など多くの皆さまの念願であった石和中学校北館と給食棟

の建て替えが事業化され、設計業務が進行しております。石和中学校周辺にはスコレーセンター

やテニスコート、近隣には保育園や住宅等もあり、学校教育や生涯学習等のエリアとなってい

ます。石和中の建て替えを機に、かねてより切望されています下水道の整備も実現を図るお考

えはあるでしょうか、お伺いいたします。 
 次に多機能アリーナ建設事業にかかる実施設計が進んでおりますが、本市の拠点的な体育･

文化施設への期待感もある一方で、十分な説明や管理運営コストの想定などを求める意見もご

ざいます。こうした中、施設整備による施設周辺を含めた下水道の整備への期待もあり、大規

模施設の整備にあたっては必須の事業でもありますが、下水道整備に関して市の対応を伺いま

す。 
 次に八千蔵・高家の災害ストックヤードの整備も検討されている甲府、山梨、甲州、笛吹の

４市でのこの用地について、下水道整備の観点から用地利用にかかるコストや効果に鑑み、さ

まざまな利用可能性の検討を図ることも必要と考えます。本市の下水道施設の状況、用地から

の排水等の環境も考えての多用途の用地利用の方法、例として挙げれば農業公園等の整備など

も検討されていますでしょうか、お伺いいたします。 
〇議長（小林始君） 

 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、松岡公営企業部長。 

〇公営企業部長（松岡利明君） 
 志村直毅議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに石和中学校周辺の下水道整備についてでありますが、石和中学校周辺、スコレーセ

ンター、テニスコートまでの下水道整備につきましては、今議会に４，５００万円計上させて
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いただき、２４年度で設計業務を行い、２５年度、２６年３月３１日までには石和中学校周辺

などに下水道公共枡の設置を完了する予定です。 
 周辺の公共施設利用者数は２３年度、スコレーセンター７万５千人、図書館４万人、テニス

コート２万５千人、柔剣弓場２万９千人、石和中学校１４万６千人であり、年間約３１万５千

人が活用しております。 
 近隣の保育園・住宅を含む計画区域面積は５８．８３ヘクタールで、計画区域内人口は１，

８５０人で順次工事を進め、平成３２年度までに区域内の完了を目指してまいります。 
 次に多機能アリーナへの下水道整備についてでありますが、アリーナ施設の設計業務につき

ましては昨年１０月に基本設計が完了し、現在、実施設計に取り組んでいるところであり、管

理運営に関します計画につきましても、平成２４年３月に作成しました笛吹市多機能アリーナ

管理運営基本計画を基本とし、詳細な利用や運営に関します計画を現在策定中であります。下

水道への接続につきましては、この計画の策定に合わせ検討していくこととしております。 
 次に八千蔵・高家の災害ストックヤードの下水道整備についてでありますが、ご承知のとお

り、昨年、大規模災害のストックヤードとしての活用について検討を進めることで４市の合意

に至り、各市および当該地区への概要説明資料の作成を行ってきたところです。 
 今後はこの資料に基づき、４市で構成しております八千蔵地域等対策協議会において協議し、

共通理解を得る中で、関係機関への対応を含め事業の推進を進めてまいりたいと考えておりま

す。 
 議員ご質問の農業公園等の整備等検討につきましては、現在４市の合意がストックヤードと

しての活用に限定されたものであることから、現段階では検討に至っておりません。現在の下

水道の整備状況につきましては県道白井・甲州線、八千蔵交差点まで下水道管が布設されてお

りますので、今後、関係市での下水道事業の必要性を踏まえた協議が進み、事業が本格化する

中で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） 
 ２問目、再質問、志村直毅君。 

〇２番議員（志村直毅君） 
 それではまず、最後のところから再質問をさせていただきます。 
 ４市の合意がストックヤードのみに限定されているということは承知をして、認識をしてい

るわけでありますが、やはりそういった対応も当然これは必要なことですし、また現実的にそ

うした場合にどうなるかということを考えたときには、そこから流れ出る水分等を処理して、

そして必要なものは河川に流すなり、下水に流すなりという対応をしなければならないという

ふうにも思います。そういう意味では、ここのところのストックヤードというところを整備し

た場合と、あるいは別なものをそこに整備した場合も含めて、本市においてはぜひシミュレー

ション等もしていただきたいなと、こんなふうに思っています。そういった下水、あるいはそ

こから排出されるもの、それをどうするか。あるいは代わりになるストックヤード的なものも、

例えばほかに代替できるところがないのかどうか。そんなふうな検討もしていただきたいと考

えますが、こちらのほうはもし、経営政策のほうでお答えいただければと思いますが、いかが

ですか。 
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〇議長（小林始君） 
 答弁を、風間経営政策部長。 

〇経営政策部長（風間和仁君） 
 まず、ストックヤードということでお話をさせていただければと思います。 
 ストックヤードに降った雨は、雨水が主になると思います。雨水は下水には入れることがで

きないということで、ストックヤードの中でそういった災害の廃棄物が出た場合につきまして

は防水シート等を講じる中、また調整池等の池を設ける中で対応していければと思っておりま

す。それもまだはっきり計画が確定しておりませんので、今、どんなふうな使い方でどんなふ

うな面積がかかるかというようなことを今、まさに検討している状況でございます。関係の事

務局が集まる幹事会、また各市町村の首長さんが集まる協議会がございまして、先般、幹事会

を催したところでございまして、今後どのようなことをクリアしながらストックヤードに向け

整備していくかということがまだ固まっておりませんので、今現在といたしましては途中経過

的なお話として、そういったことで説明させていただければと思います。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 志村直毅君。 

〇２番議員（志村直毅君） 
 用地についても下水道の認可エリアになっているということもありまして、前提としてはた

しかにストックヤードということもあろうかと思いますが、また下水道利用という観点から考

えれば、別な用途の施設ということも比較検討材料にぜひしていただければというふうに思い

ます。 
 もう１点、アリーナの部分、９４０号、下水道、また整備をしていくわけでありますけども、

周辺の将来的な利活用、あるいは周辺整備というような、周辺の住民の方の下水利用も含めて

対応を念頭に考えてもいいのではないかなと。ましてや今の状態でいきますと、御坂の湯も近

隣にございますし、浅川幹線のほうに流していくのかなということになりますと、流量的な心

配もなくはないだろうと。金川幹線のほうにつないでいくという考え方もあるのかなと思いま

すが、この点についてお伺いをしたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、松岡公営企業部長。 
〇公営企業部長（松岡利明君） 

 志村議員の再質問にお答えします。 
 ご指摘のとおり近隣に浅川幹線、金川幹線があります。ついてはアリーナの規模等を含めた

中で、当然、近隣の住宅等も踏まえて最大有効に排出できるような形でもって検討してまいり

ますので、よろしくお願いします。 
 以上、答弁とします。 

〇議長（小林始君） 
 志村直毅君。 

〇２番議員（志村直毅君） 
 公共施設のファシリティマネジメント、以前にも一般質問でご提案を申し上げたわけですけ

ども、とりあえず庁舎や教育文化施設など、いわゆる建築物をまずは対象としています。ただ
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道路や橋梁、生活インフラである上下水道なども含めて、行政財産全体の管理運営、維持更新

などのマネジメントということが重要であろうと思っています。下水道事業についても、大規

模施設整備といった場面に限らず、投資効果や市民の便益、必要な行政サービスの優先順位を

見極めながら、これは市の下水道整備の方向性を見直しに向け、よく検討していく必要がある

んではないかなというふうに考えています。 
 市民の皆さんとともに十分、下水道のあり方を議論しながら１つの笛吹市としての下水道の

あり方を示す中で選択と集中、また財源の手当と継続的な事業進捗による全体計画の早期実現

を願いご提案をするものでありますけども、この点についてご所見をいただければと思います。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、松岡公営企業部長。 
〇公営企業部長（松岡利明君） 

 志村議員の再質問にお答えします。 
 まさしく議員のおっしゃるとおりでありまして、ただいま下水道においては平成３２年度ま

での認可区域をもつ中でもって、粛々と事業を進めてまいっております。２３年度に布設が終

わったところが１，９４５ヘクタールとなっておりますので、まだまだ十分ではありません。

まだ５９％の実施率でございますので、３２年までの認可区域について完全に完成を目指して

いくということでもって努力してまいりますので、よろしくお願いいたします。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 志村直毅君。 

〇２番議員（志村直毅君） 
 ぜひ石和中の周辺の下水道整備も含め、取り組み対応をよろしくお願いしたいと思います。 
 以上、終わります。 

〇議長（小林始君） 
 以上で、志村直毅君の一般質問を終了いたします。 
 関連質問を許します。 
 関連質問、網倉正治君。 

〇１番議員（網倉正治君） 
 午前中の志村議員の質問の中で、災害を想定した自助・共助・公助について関連質問をいた

します。 
 高齢者などの安全で安心な暮らしを守る目的で、専用の容器にかかりつけの病院や薬内容な

ど医療情報、家族等の緊急連絡先などを記入する用紙を自宅の冷蔵庫に保管しておき、万一の

救急時、救急隊員などがその情報を活用して迅速な救命活動を行うことができるために、平成

２３年度から導入され、もうすぐ１年を迎える救急医療情報キットについて、これまでの設置

状況はどのようになっているのか。また活用された状況については、どのようになっているの

か。そして今後、災害時、地域自主防災での活用も含めて今後の復旧への取り組みについて、

お伺いをいたしたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、荻原保健福祉部長。 
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〇保健福祉部長（荻原明人君） 
 網倉正治議員の関連質問にお答えいたします。 
 救急医療情報キット配布事業につきましてのご質問でありますけども、７５歳以上の一人暮

らしの高齢者、また高齢者のみの世帯を対象といたしまして、急病やあるいは事故等、また災

害時等に迅速に情報を伝えることができる手段ということで、昨年度導入した事業でございま

して、準備期間等もございました。地域の民生委員さんのご協力をいただく中で、手挙げ方式

によりまして必要な対象世帯に配布をさせていただきました。 
 昨年の１１月から配布を開始いたしまして、年度末までに約２００世帯に配布済みでありま

す。そして今年度に入りまして、すでに約５０世帯に配布をしておりますので、合わせまして

約２５０世帯に配布済みであります。７５歳以上の高齢者のみの世帯というのが約２，２００世

帯ございますので、１割以上の必要な方にはすでに届いているという状況であります。 
 それから活用の状況はどうかということでございますけども、救急車が駆けつけた際、ある

いは近隣の皆さんが何か対応をする場合といった際に活用されるわけでありますが、まだ活用

状況の件数とかまではちょっと把握しかねておりますので、今後そのへんも把握できるよう努

めていきたいと思います。 
 それから自主防災組織等を含めた今後の取り組みということでありますけども、まだ周知が

十分であるとは思っておりませんので、個人情報を取り扱う救急キットの事業でありますので、

本人のご了承ということも必要なわけでありますけども、今後、広報また自主防災組織等へＰ

Ｒをさせていただき、また先ごろ作成いたしました高齢者福祉ガイドマップ等へも掲載をさせ

ていただいておりますので、いろんな機会を見つけまして、また周知、また配布の拡大に努め

てまいりたいと思います。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（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。 
 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。

１９番、中川秀哉でございます。 
 さて本定例会には、先進自治体に学ぶ笛吹市の防災・減災対策はについて質問をさせていた

だきます。 
 まず今後、３０年以内に約７０％から８０％の確率で首都直下地震や東海・東南海・南海の

３連動地震の発生が懸念されている今、地域の防災力をどう高めるかが大きな課題となってお

ります。この防災力の強化については自助・共助・公助の取り組みが重要でございます。 
 去る９５年の阪神・淡路大震災における火災に関する日本火災学会の調査報告では、生き埋

めや閉じ込められた際に自力や家族によって助かった、いわゆる自助が６６．８％と全体の３分

の２を占め、さらに友人や隣人、通行人に助けられた共助が３０．７％と、まさに自助と共助

で合わせて９割を占めていたと。最後に救助隊などに助けられたという公助は、わずか１．７％
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でございました。 
 そこで公明党では２００７年、新潟県中越沖地震や昨年の東日本大震災を教訓といたしまし

て、防災・減災に対するＤＶＤとまた防災ブックレット、さらに災害時安心シートを本年３月

に作成。翌４月から５月にかけ、自助・共助・公助の連携を基本とする中でとりわけ自助の能

力を強化することがご自身と家族を守るため、最も重要との意識啓発に取り組んでまいりまし

た。今回は市民の皆さまとの対話の中から寄せられたご意見やご要望など、笛吹市の取り組み

に対して必要と思われる事項について、お伺いいたします。 
 （１）笛吹市内の空き家対策等に対する見守り体制の強化について。 
 （２）防災教育と避難経路の再点検について。 
 （３）高齢者世帯および低所得者世帯向けの、家具の転倒防止器具やガラスの飛散防止等に

かかる費用の公費負担について。 
 （４）防災士資格取得費用の公費助成について。 
 （５）笛吹市版防災ブックレット・災害時安心シートの発行について。 
 以上５件について、市当局のご見解をお伺いいたします。 

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） 
 中川秀哉議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに市内の空き家等に対する見守り体制の強化についてでありますが、空気の乾燥する

冬季を中心に地区の消防団には毎晩のように、防火・防犯のため警ら活動をしていただいてお

りますが、空き家の所有者や管理者におきましては戸締まりを適切に行うなど、防犯・防災の

観点から責任を持った、十分な管理をしていただけるようにお願いしたいと思います。併せま

して、市といたしまして防火・防犯の面で管理の啓発について、引き続き行っていきたいと考

えております。 
 次に防災教育と避難経路の再点検についてでありますが、東日本大災害以降、改めて地域の

絆である地域のコミュニティの必要性が再認識されており、市といたしましても地域防災マッ

プ作成に対する支援など、各地区の自主防災組織の防災力の充実を促進していきたいと考えて

おります。 
 今年も峡東地域の自主防災組織リーダー研修が予定されておりますので、多くの方に参加し

ていただき、防災知識の習得と地域内への防災対応の普及をしていただきたいと考えています。 
 避難経路につきましては、自宅ばかりでなく、出先や仕事先からなど常日ごろから時刻と場

所ごとに避難所や避難経路の確認を心がけていただきたいと思います。また地区においては、

ご近所の方々と一緒に避難経路の選定、危険個所の把握などを実際に歩いて確認をしていただ

くことが必要であります。地区における防災訓練の１つとして、取り組んでいただきたいと思

います。 
 次に高齢者世帯および低所得者世帯向け、家具の転倒防止器具やガラスの飛散防止等にかか

る費用の公費負担についてでありますが、地震による負傷の原因の４割が家具の転倒によるも

のと報告されているように、家具の転倒防止対策は家庭で行う重要な防災対策であります。就

寝位置と家具や家電製品の配置を工夫していただくことなど、家庭での防災対策を繰り返し広
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報してまいりたいと考えます。また、高齢者世帯や低所得者世帯への対策費用の公費負担につ

いては今後、検討させていただきます。 
 続きまして防災士資格取得費用の公費助成についてでありますが、ＮＰＯ法人日本防災士機

構が防災意識・知識・技能を認定する防災士は、本市内には現在３７名おります。防災士は災

害時には被災者支援や被害軽減活動を、平常時には家庭や職場や地域での防災訓練や防災意識

啓発の活動が期待されています。資格取得費用の助成につきましては、山梨県が本年度から３年

間に限り実施しておりますが、県の実施状況や防災士の活動状況などを調査した上で、検討を

進めてまいりたいと思います。 
 次に笛吹市版防災ブックレット、災害時安心シートの発行についてでありますが、防災ブッ

クレットは防災に関する日ごろからの心構えや備えるべきもののリストなどの情報を小冊子と

して提供するものですが、市から市民の方への各種の防災に関する情報提供につきましては、

広報に掲載をしてまいりたいと考えております。 
 防災に関する情報は多岐にわたりボリュームがありますので、平常時の事前対策や災害の基

礎知識、災害時の応急対応などを繰り返し広報に掲載して、お読みいただくことから防災の行

動に移していただきたいと思います。 
 ６月に各世帯へ配布いたしました暮らしの便利帳にも、消防・防災のページとして防災情報

を掲載したところであります。また災害時安心シートですが、福祉関係で作成しているひとり

暮らし高齢者や高齢者世帯のための救急医療情報シートなどを参考として、今後の活用を検討

させていただきたいと思います。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（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。それでは、各個に入らせていただきます。 
 まず（１）番につきまして、昨年の３月の定例議会におきまして、私もこの空き家対策につ

きまして質問をさせていただいたところでございます。その会期中３．１１に東日本大震災が

発生いたしました。今後３０年以内にこの笛吹市を取り巻く山梨の近隣におきましても直下型

地震、また東海・東南海・南海の３連動地震、かなり大きな地震が予想されている今、この市

街地を中心とする空き家対策について、どのように防災力を高めていくかということが問題と

なると思います。また先進自治体に学ぶ中で、この空き家等の対策について、所有者の責務、

空き家等の適正な管理、さらには実態調査および適正管理措置、助言、指導、勧告、命令、公

表、警察その他の関係機関との連携など、笛吹市独自の要綱を早急に設けて防犯や防災の観点

から条例化すべきと考えますが、市当局のご見解をお伺いいたします。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、雨宮総務課長。 
〇総務課長（雨宮寿男君） 

 中川議員の再質問にお答えをいたします。 
 笛吹市内の空き家等に対する見回り体制の強化についての再質問についてでございますけど

も、空き家の管理につきましては、あくまでも所有者、あるいは管理者の責任のもとで行って

いただくことが原則であると考えております。しかしながら防火・防犯の観点から見ますと、
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市としても行政区などの地域との連携を図る中で、管理等に対する普及啓発の徹底を続けてい

かなければならないというふうに考えております。 
 また全国的には空き家の適正管理に関する条例化につきまして、条例化をしている自治体も

何例かございます。雪国等におきましては倒壊防止対策として、また都会等の住宅密集地につ

きましては防火対策というような地域の実情に応じまして、条例化をしているのではないかと

いうふうに考えられております。 
 本市といたしましても、他市の状況等を調査・研究する中で笛吹市の実情に合った空き家の

防犯対策の強化につなげていくために条文化も含めまして、今後検討をさせていただきたいと

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） 

 よろしくお願いいたします。 
 続きまして（２）につきまして、東日本大震災では岩手県の釜石の奇跡ということで有名に

なりました危機管理アドバイザーとして津波を防災教育に取り組み、たくさんの命を救った群

馬大学院の片田教授の新聞の対談がございました。その中では東日本大震災を経験して、防災

意識が高い今だからこそ、自身の姿勢の防災教育の普及が必要であると、こういうふうに言わ

れております。笛吹市に置き換えました場合、まずお子さまたちのこの災害に備えるという意

味での、自身を守るために防災力の強化としてどのような取り組みが今、されているのかとい

うことを１つお伺いしたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、山田教育長。 
〇教育長（山田武人君） 

 中川議員の再質問にお答えをいたします。 
 昨年度から小学校で実施しております学習指導要領では、防災安全教育に関する指導は学校

教育全体の中で行うと。生活科とか体育とか特別活動だとか、そういう中で行う。その狙いと

いうのは午前中の部長の答弁にもありましたように、自分自身で危険を回避し、的確な判断の

もとに行動できる、そういう子どもの育成を目指すというふうになっております。今、学校の

ほうでは、そういう意味合いのもとに防災安全教育が行われております。 
 それから東日本大震災の折に先ほども議員のほうにお話がありましたように、釜石のてんで

ばらばらになって逃げろという、そういう教えで多くの命が助かったという、そういう東日本

大震災の教訓やさまざまな経験を生かしながら、特に笛吹市の地域の実態に合わせた防災マニュ

アルをつくり、そしてその訓練をしていくということで、昨年度の４月ですか、取り組んでお

ります。そういう中から前にもこの議会の中で紹介しましたように、富士見小学校のＰＴＡと

先生方等でつくった防災マニュアル、それはもし途中で地震が起きたらどうしたらいいかとい

うようなことまで含めた防災マニュアルとか、あるいは先日、新聞等に出ましたけども、御坂

東小学校のほうでは備蓄を、子どもたちが自分たちで備蓄をしている。あそこは震度５になっ

たら学校に留め置くということになっておりますから、そのときに間に合うように、各子ども

たちが学校のロッカーの中に置いておくというような独自な取り組みが出てきております。そ

んな形で実態に即した形の中で、各学校のマニュアルづくりをしていこうという、そういう取
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り組みをしております。 
 以上で終わります。 

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。さらにこの（２）の中で、一般的にコンクリートの耐用年数は５０年

か６０年といわれておりますけども、今、日本では１９６０年代の高度経済成長期に整備され

た橋や道路などの、いわゆる社会基盤であるインフラのうち、今後２９年までに耐用年数を迎

えるインフラは全体的に５１％を迎えるといわれております。今、市内におきましても市が管

轄する橋や道路などの長寿命化が必要な橋や道路など、いわゆる社会インフラが現在どのくら

いあるのか。またはそのような道路、また橋に対しまして整備計画をどのようにされているの

か、当局にお伺いいたします。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、斉藤建設部長。 
〇建設部長（斉藤寿君） 

 中川議員の再質問にお答えします。 
 現在、市におきましては橋、橋梁でございますが、平成２２年度から長寿命化に取り組んで

おります。本年度２５年度におきましては点検修繕計画を策定する中、２５年度におきまして

実施のための計画書を作成し、２６年度より修繕工事のほうを実施していく計画となっており

ます。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 中川秀哉君。 

〇１９番議員（中川秀哉君） 
 続きまして（３）番につきまして、２００７年の新潟県中越沖地震や昨年の東日本大震災を

教訓といたしまして、先進自治体では転倒防止器具やガラスの飛散防止フィルムなどを希望す

る高齢者や障害者世帯および低所得者世帯向けに、現物の無料配布や取り付けサービスなど、

さまざまな支援が行われております。ぜひ笛吹市でも年金暮らしの高齢者や低所得者向けに対

しまして、また現物支給、さらには取り付けに不自由な障害者の世帯もいらっしゃいますので、

ぜひそういう部分でのサービスの充実を求めますが、市当局のご見解をお伺いいたします。 
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） 

 再質問にお答えします。 
 高齢者世帯および低所得者世帯等向けの、家具の転倒防止の器具の整備等についてというご

質問でございますけども、全国の先進自治体の調査等をするとともに、その必要性について福

祉担当部局とも協議しながら、検討をさせていただきたいというふうに考えます。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 中川秀哉君。 
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〇１９番議員（中川秀哉君） 
 ぜひ、よろしくお願いいたします。 
 続きまして４番目でございますが、先ほどの答弁にもございました、山梨県では今年２月の

県議会の中で、市町村を対象に防災士養成事業費補助金交付要綱が３月２３日に策定をされた

ところでございます。本年から３カ年の限定ということでございまして、防災士資格取得費用

としまして、２万５千円を上限に補助金を交付するものと伺っております。先ほど答弁の中で

は市内３７名の防災士が誕生されているということでございますが、全部で１３０を超える自

治会を含めまして、全地域の自主防災の機能からすると、まだ足りない部分もあると思います

し、１回のこの取得費用についても６万円を超えるものとお伺いしているところでもございま

す。ぜひ笛吹市にもこの養成の指導をお願いするとともに、できましたらこの市単独の公費助

成も求めたいと思いますが、市当局のご見解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） 

 中川議員の防災士に関する再質問にお答えをします。 
 ３７名の防災士が市内にはおりますけども、その大半が消防署の職員でございます。民間の

方は自主的に取られた数名というふうに把握をしております。防災士が市内に多ければ多いほ

どいいわけでございますけども、現在、本市では県と協力をしながら、先ほど答弁でも答えさ

せていただきましたけども、自主防災組織のリーダーの養成に力を入れております。これは毎

年、県の事務所で行われておりまして、市内では各区長さま、それから区の役員さま、自主防

災組織の役員等に呼びかけて、できるだけ積極的に参加していただきたい。１日の講習で終わ

りますので、参加してくださいということで呼びかけております。防災士の資格取得に比べま

すと、格段に簡単に手軽に取れるわけでございますけども、この自主防災リーダーの養成講座

につきましてもなかなか市民の皆さん忙しいようで、まだまだ参加が少ないようでございます。 
 したがいまして、本市におきましては、当面はこの自主防災リーダーの養成に力を入れなが

ら、ご指摘の防災士の資格取得の公費負担につきましては、検討をさせていただくということ

でご了解を願いたいと思います。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 中川秀哉君。 

〇１９番議員（中川秀哉君） 
 次に第５番目といたしまして、笛吹市版の防災ブックレット、安心シートの件についてでご

ざいますけども、本年３月に公明党が作成しましたこの防災ブックレットと災害時の安心シー

トにつきまして、大変な反響をいただいております。過日、県内の事例ではございますが、救

急搬送をされた方がこの災害時安心シートをカバンにたまたま入れられており、救急隊員がこ

の中身を確認して病歴やかかりつけ医などの情報を確認したところ、早急な対応ができ一命を

取り留めたということでございました。 
 緊急時の初期対応に有効なこのブックレット、また災害時安心シート、特に安心シートにつ

きましては個人情報にかかるところでございますが、個人のそれぞれの皆さまの了解のもと、

この救急医療情報キットということも先ほど答弁の中にございましたとおり、７５歳以上の一
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人暮らし、またはその世帯、障害者の世帯ということで限定されるということでございまして、

それ以外の方もやはり１人１枚ほしいということもいわれております。家族４人いれば４枚と

いうことがございます。ぜひそういう部分でも笛吹版といたしまして、このシートの発行、ま

た普及のほうをお願いしたいと思いますが、ぜひご見解をお伺いいたします。 
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） 

 ご指摘の防災時の安心シート等、ご指摘の点でございますけども、先ほど答弁の中でありま

したとおり、救急医療の情報キット、これについて現在、取り組んでいるところでございます。

ご指摘の安心シートにつきましては福祉、それから消防等と担当部局とで協議を進めながら検

討させていただきたいと思います。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 中川秀哉君。 

〇１９番議員（中川秀哉君） 
 それでは最後になりますが、公明党では先ごろ政策提言といたしまして防災減災ニューディー

ル政策を発表いたしました。これは１０年間で約１００兆円の集中投資をすることにおきまし

て、長引く不況から脱却すること。また災害に強い国づくりで景気を刺激して１００万人の雇

用を創出するということを訴えております。すなわち、今の現政権ではコンクリートから人へ

という政策もございましたが、やはり私はコンクリートも人も大事という視点から、この重要

性を考えております。 
 公明党の政策といたしましては、コンクリートも人もセットで防災力を強化するというもの

でございます。笛吹市におきましても公共投資イコール無駄づかいではなく、命を守る災害に

強いまちづくりを考えるために、選択と集中で公共施設の整備を集中投資していくことも重要

と考えますけども、最後に荻野市長にご見解をお伺いいたしまして、私の質問を終わりたいと

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） 

 中川議員のご指摘、十分その内容につきましては理解しているつもりでございます。ただた

だ予算につきましては限りのあるものでございますので、今後、十分財政当局とも検討する中

で総合的に判断をさせていただきたいと存じます。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 よろしいですか。 
 （はい。の声） 
 以上で、中川秀哉君の一般質問を終了いたします。 
 関連質問を許します。 
 （ な し ） 
 関連質問を終わります。 
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 一般質問を続けます。 
 ７番、渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 議長の許可をいただきましたので、一般質問をさせていただきます。共産党の渡辺正秀でご

ざいます。 
 財政に関しては、例えば多機能アリーナを建設するというときには財政は非常に堅調で心配

ないというお話ですし、また行革大綱ではこの先、大変な財政状況になるという趣旨のことが

載っております。一体どういうふうに理解していいのか、市民は大変悩むところでございます。 
 まず行財政改革大綱では、行財政改革実施後の財政シミュレーションおよび、さらなる改革

の必要性という項について、平成３２年度以降は基金の減額幅が拡大していくことが予測され

るためという説明が付いておりますが、これに基づきますと平成３２年度以降の財政状況を試

算すると、平成３３年度には基金が底をついて財政破綻に陥ることになります。 
 一方、好調だった平成２１年以降の財政状況や平成２３年度決算見込み、平成２４年度の予

算を反映した中期財政計画によりますと、計画最終年の平成２８年度基金残高は１１５億円と

財政シミュレーションより２２億円多く基金が貯まるということになっております。これをもっ

て笛吹市の財政は安全だという向きもございます。この件について、以下伺いたいと思います。 
 まず平成２１年度以降の決算の好調の理由について、市は地方交付税の予想以上の増額、そ

して多額な経済対策の交付金を挙げております。こうした国の対策は今後も期待できると考え

ているかどうか、まず伺います。 
 そして次に、平成２８年度に財政シミュレーションより２２億円多く基金が貯まる計画でご

ざいますが、２２億円という金額は平成３２年度以降の単年度赤字程度であり、基金の枯渇を

１年先延ばしにする金額に過ぎないと思いますが、この点についてはそのような理解でよろし

いでしょうか。 
 ３つ目に、行革大綱はさらに平成２６年度以降、扶助費の節減等の改革に取り組むとしてお

りますが、どのような扶助費の節減を行う考えか。またその節減で財政破綻回避にどの程度、

貢献できると考えているのか、伺います。 
 そして４つ目に今後の事業は必要性や効果および将来の経費等、これまで以上に精査して行

わなければならないと考えております。この間の事業や計画を含め、この問題についての考え

を伺いたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、風間経営政策部長。 

〇経営政策部長（風間和仁君） 
 渡辺正秀議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに、国の対策は今後も期待できるかについてであります。 
 国においては、東日本大震災の被災地の復興と国自体の財政健全化を優先課題としているこ

とから、現状以上の地方への財政支援等は厳しいと思われるところであります。しかしながら、

国の示した中期財政フレームにおいて平成２６年度までの間、地方の一般財源総額を確保する

としております。このことから本市においても当面、現状の財政規模が維持できるものと考え

ております。 
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 次に２２億円は単年度の赤字程度であり、基金の枯渇を１年先延ばしにする金額に過ぎない

のではないかについてでありますが、中期財政計画の計画策定につきましては、当該年度の当

初予算をベースに作成しており、作成時点において制度改正が見込まれるものは反映し、その

ほかについては現行制度が継続すると見込んで策定しております。しかし実際には、社会情勢

の変化等による補正予算の編成および、法ならびに制度改正が幾度となく行われ、平成２１年

度末に行政改革大綱で公表いたしました１０年間の財政シミュレーションと比較しても、２年

を経過した現時点ですでに大きな乖離を生じております。今後の社会情勢の変化等に鑑みます

と、７年後の平成３１年度の基金繰入額および基金残高の正確な数値の把握は、困難な状況で

ございます。 
 よって、渡辺議員のご質問にありました平成３１年度において、単年度赤字２２億円という

金額につきましても現時点では予測が非常に難しいところでもありますが、市の健全財政を維

持していくため、今後も社会情勢の変化に注意し、毎年、計画の修正と見直しを行っていかな

ければならないと考えております。 
 次に、扶助費の節減についてであります。 
 ご承知のとおり、扶助費は社会保障制度の一環として各種法令に基づき支出する経費など地

方自治体の住民福祉の根幹を占める事業が多種多様に含まれており、単一的な削減を図ること

は非常に困難な状況であります。このことから行政改革大綱に記載している扶助費の節減につ

いては、膨らみ続けている経費を間接的に抑制できるような事業の推進を図り、扶助費の適正

化を図っていきたいと考えております。 
 次に今後の事業については必要性や効果、経費等を精査すべきについてでありますが、各種

事業の執行にあたっては、計画段階から必要性や効果などを精査する中で進めてきたものであ

り、これからもその考えは変わらないものであります。 
 また、８００を超える各種事務事業につきましては目的の妥当性や有効性、効率性、公平性

などについて毎年度検証し、今後の方向性などを示すことのできるシステムに現在、取り組ん

でいるところでもございます。 
 いずれにいたしましても、事業の計画および執行にあたっては、十分に検討しながら進めて

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） 
 再質問、渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 今の答弁で、第１問目でこうした国の対策は今後は期待できないと、基本的には見るという

ことでございます。そうであるならば、この２８年まではこの数字でも結構でございますが、

見通しで。その先、よりよくなるということは考えられないというのが今の課長の答弁から出

てくる答えではないかと思います。ですから、この間は国の対策等もあって堅調にきたと。非

常に歳入が多くて堅調にきて基金も積み上げられたと。しかしこの先は大変厳しいというのが

基本的な認識になるべきだろうと思うんですが、この点について再度、答弁を求めたいと思い

ます。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、成島財政課長。 
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〇財政課長（成島敦志君） 
 渡辺議員の再質問でありますけども、国の対策については今後さらに非常に厳しいんではな

いかというようなご質問でございますけども、国の動向、非常に現在、混沌としている状況で

ありますので、この大綱の中のシミュレーションというもの以外に現状としての国の動向とい

うものから見ますと、経済情勢が現状の中ではまだ十分、これ以上進む、高まる状況では、見

えない状況ではありますけども、今後については先ほど部長の答弁のほうでさせていただきま

したように、２８年度までの数字についてはこのような状況でありますけども、非常にそこの

見通しについては図ることができないというようなことで、この先の見通しも今、立っていな

いというようなところでございます。 
 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） 
 図れないということで済まされないと。そして予算の保守主義と同じように、やはり保守主

義でなくてもこの数字を見れば、平成３３年には基金を使い果たして、赤字に転落するという

数字が出ているわけなんです。これで一般論としてお伺いしたいわけですが、この基金を使い

果たして、経費も節減し切れないという、いわゆる赤字状態になったときにどういう対策を市

というのはとれるんでしょうか。赤字地方債というものは発行できるんでしょうか。どんな手

立てを行うか、伺いたいと思います。 
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） 

 再質問でありますけども、現在のところ、この赤字ということは想定をしておりません。さ

らに行革を進めて、赤字ということで赤字対策をしていかなければならないということは考え

ずに、さらに事務事業の精査等を進めていくということで考えております。 
 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） 
 もう一度、答弁をお願いします。 
 一般論として、そうした場合にはどうなるかということをお教えいただきたいという質問で

ございます。 
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） 

 再質問でございますけども、赤字対策債というようなものに対する考えはできません。 
 以上でございます。 

〇議長（小林始君） 
 渡辺正秀君。 
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〇７番議員（渡辺正秀君） 
 大変、厳しい将来のシミュレーションが出ているわけでございます。そして扶助費について

はあの中で大変、私は無責任だと思いますが扶助費の節減という表現を直接使っております。

できるわけもないし、また扶助費を節減しようとすること自体がこの高齢化社会の中でまった

く認識を欠いた、常識を欠いたものではないかと思います。 
 そして事業を精査するということでお聞きしたいわけですが、多機能アリーナ建設に伴う年

間のコスト、どの程度と見積もられるか。通常経費は８千万円とか、大型修繕が年平均で大体

４，８００万円という数字が出ておりますが、減価償却あるいは利子、そして主催事業費等に

ついてどういう数字が出るか、お伺いします。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、風間経営政策部長。 
〇経営政策部長（風間和仁君） 

 渡辺議員の関連質問でございますが、議員のおっしゃられたとおり維持管理費につきまして

は８千万円ということで、これも試算している状況でございますが、まだ管理運営の実施計画

がまだ出ておりませんので、はっきりした数字については今ここで申し上げることはできませ

ん。 
 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） 
 この財政の先行きが大変難しい状況の中で、前々から要請されている、一体どの程度、経費、

そしてコストがかかるかということについて、今もって概数も出ていないということについて

驚きを禁じ得ません。 
 それから八千蔵のストックヤード構想というのがございますが、これは５００万円かけて調

査をしているんですが、この結果はいつ出ますか。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、風間経営政策部長。 
〇経営政策部長（風間和仁君） 

 八千蔵の結果でございますが、つい先日、検査・検証させていただきました。内容につきま

しては、精査したのち全員協議会の近いところで、またご提案させていただければと思ってお

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） 
 渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 建設費は、どの程度かかるということになっておりますでしょうか。 

〇議長（小林始君） 
 答弁を、風間経営政策部長。 

〇経営政策部長（風間和仁君） 
 渡辺議員の建設費についてでございますが、まだどのような形でするかということが確定し
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ておりませんので、今ここで数字を申し上げことはできません。 
 方法としては破砕施設を持ったもの、または破砕施設を持たないでストックヤードとして使

う場合が想定されておりますので、またそのへんも関係４市とこの事業で進めていいか。また

関係機関と許認可等について話を進めていく中でお話しできるようになりましたら、させてい

ただきたいと思います。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 公共事業単価というものがあるかどうかというのは私も知りませんけども、太陽光発電装置

について、ほかの公共事業を見てもやはりキロワット当たり１２０万円程度、１１０万円、１２０万

円という数字が出ておりますが、それに比べると当市の学校の屋上に造ったものは高いとは言

えないわけなんですけども・・・。 
〇議長（小林始君） 

 渡辺議員、財政シミュレーションの中で全部含んでいいのか。この質問に対して、再質問で

すけども。 
〇７番議員（渡辺正秀君） 

 注意して発言します。 
 それでそういうことでありますが、実は南アルプス市で６０キロワットの施設を３千万円と

いうことで１キロワット当たり５０万円、それからＮＴＴファシリティーズがこの間、新聞に

載っているのを見ましたら６万キロワット１５０億円という投資をするということで、２５万

ということでみますと１１０万円というのは非常に高いわけなんですが、私、提案いたしたい

んですけども、公共事業単価というものをそのまま放置するんではなくて、何がそういう違い

を生んでいるのか。しっかり検証して、そして今後の公共事業に役立てていただきたいと思う

んですが、この点について提案したいと思うんですがいかがでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 渡辺議員、この質問に関しましては通告と、また財政シミュレーションの部分とちょっと逸

脱している部分があると思いますけども。 
〇７番議員（渡辺正秀君） 

 ４番の事業の精査ということで非常に大事な点だと思いますが、これを参考にするか、しな

いかという話だけですので答弁をいただきたいのですが、議長の指示ですのでそれに従いたい

と思います。 
 それでは２問目に移りたいと思うんですが、リニア中央新幹線建設促進の撤回と被害対策強

化を求めるという内容でございます。 
 リニア駅の笛吹市境川町への誘致案は潰えたわけでございます。トンネル工事による水の枯

渇、明かり部分の日陰問題、景観の破壊も著しいと思います。さらにフードで覆ったリニア新

幹線は、リニア見物で観光名所になるなどという話もございましたけども、とんでもないこと

となっております。桃の里笛吹の景観を台無しにするものではないでしょうか。 
 今、一時のリニア待望論の熱は冷めて、リニア建設について冷静な検討が可能な時期に入っ

たと思います。そもそもリニア中央新幹線建設について、その必要性、効果、信頼性、時代適
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合性など納得できる説明は皆無といっても過言ではございません。 
 例えば当初の東海道新幹線の輸送能力の不足解消という説明。不足どころか座席利用率は

２００１年の６７．７％から２０１１年の５８．５％へと下がっており、さらにリニア完成予

定の２０４５年には日本の人口が３千万人近く減少するといわれ、輸送能力の不足の懸念は今、

皆無でございます。 
 次に東海道新幹線の老朽化・地震対策として、バイパスが必要と言い始めたことについてで

す。これは、リニアは１カ所でも被害を受ければ、他の線路へ乗り換えることもできません。

東北のあの大震災では列車も遠回りをして、被災地の近くまで物資を輸送できたというふうに

聞いております。まったくバイパス機能は果たせなくなるのがリニアでございます。必要なこ

とは東海道新幹線の耐震、津波対策等の強化と相互乗り入れ可能な鉄道のネットワークの強化

だというふうに思います。 
 そして高速化の必要性を言いますが、リニアは東京・名古屋・大阪を短時間で結ぶことが目

的で、異常な大都市集中と地方におけるストロー現象を生み出すものではないかということが

懸念されております。問題はこれ以外にも山積みです。需要見通しが立たず、最後は公的資金

の投入に頼る恐れもあります。全国鉄道網、ネットワーク充実の障害にもなります。原発依存、

環境破壊等々もございます。 
 そこで伺いたいのでございますが、笛吹市がリニア建設に加担する理由はないのではないか。

そしてその大義がないのではないかと思いますが、いかがでしょうか。 
 ２つ目に徹底した被害対策を求めるべきだと思いますが、いかがでしょうか。 
 ３つ目に、リニア建設から相互乗り入れ可能な鉄道網の充実への転換を国およびＪＲ東海に

求めるべきだと思いますが、いかがでしょうか。 
 以上、質問いたします。 

〇議長（小林始君） 
 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、斉藤建設部長。 

〇建設部長（斉藤寿君） 
 渡辺正秀議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに、笛吹市がリニア建設に加担する理由はないと考えるがどうかについてであります

が、リニア建設は昭和５５年２月にリニア中央新幹線建設促進山梨県期成同盟会が設立され、

笛吹市も関係自冶体として会員となって、営業線への早期整備を求め活動をしてきたところで

あります。また、駅の誘致活動にも取り組んでまいりました。 
 リニアの整備効果につきましては移動時間の短縮により日常生活圏、経済交流圏の拡大が図

られ、地元への経済効果が期待できるとともに多重型交通ネットワークが構築されることによ

り、東海地震等の災害時の代替機能の役割も果たされると想定されるところであります。 
 このような中、平成２３年６月、事業主体のＪＲ東海は東京・名古屋間の大まかなルートと

中間駅の候補地を発表しました。ルートは幅３キロメートルで示し、駅候補地は直径５キロメー

トルで甲府市、中央市を含むエリアが提示されました。 
 今後は駅を利用した周辺地域の活性化、市民の利便性向上等のため、市として要望、意見等

を述べる機会を求めていきたいと考えております。 
 次に徹底した被害対策を求めるべきだと思うがどうかについてでありますが、リニア建設に
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伴う被害は現時点で渇水等の問題が生じておりますが、市といたしましては建設部土木課に担

当を配置し、地元住民の問題等を的確に判断し、迅速な対応を行っております。 
 被害等の対策のうち緊急応急的なものについてはその都度、事業主体である鉄道運輸機構へ

申し入れ、随時対応しております。また、恒久対策については現在、地元と事業主体で解決に

向けて協議・調整を進めております。 
 今後は工事の進捗を踏まえ、このような問題点につきましては、市といたしましても地域の

皆さまと一体となり、生活環境への影響を最小限に食い止め、安全・安心な生活が送られます

よう、事業主体であります鉄道運輸機構と協議・調整を重ね、発生した問題について機能回復

を原則として、恒久的な補償等の対策について適切な対応を行っていきたいと考えております。 
 次に、リニア建設から相互乗り入れ可能な鉄道網の充実への転換を国およびＪＲ東海に求め

るべきについてでありますが、本市といたしましては、当建設事業は事業主体こそＪＲ東海で

ありますが国家的大プロジェクトであると認識しており、すでに膨大な費用を投資し動き出し

ております。また先ほども述べましたとおり、これまで周辺自治体とともに長い年月を経て事

業に関わり推進に取り組んできた経緯もございます。 
 残念ながら本市境川町地内への中間駅誘致は実現しなかったものの、今後は中間駅の設置を

周辺地域の活性化につなげ、本市にも経済効果がもたらされるように取り組んでいるところで

ありますので、今のところ相互乗り入れ可能な鉄道網への充実への転換を国等に要望すること

は考えておりません。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 ２問目、再質問、渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 この間の経過というものが足かせになっているかなとも思うわけなんですけども、こういう

ふうにこのリニア新幹線というもの、大義というものが次々と崩れている。特にこの原発の事

故以来、電力をどうするかという点からもそういうことが言えるのではないかと思うわけなん

です。 
 それで再質問ですが、フードを全部付けるということですが、景観的にはどのようにお考え

でしょうか。そして今からの農業というのはやはり、景観条例も出ましたけども、産業にとっ

てもこの景観というものは非常に大きな資源になるわけなんですが、どのようにこのフード付

きの長いものを感じていらっしゃるか。そしてどういう対策をとるおつもりか、お考えを伺い

ます。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、斉藤建設部長。 
〇建設部長（斉藤寿君） 

 渡辺議員の再質問でありますが、フードがかかると景観上よろしくないというご指摘だと思

いますけども、今現在、このリニア営業線につきましては、環境評価調査等を行っている段階

でございます。市におきましても、なるべく影響が出ないよう配慮をしてくださいという形の

中で申し込み、県のほうへ環境影響評価書の中へ意見を求めていっているところであります。 
 今後は施工主体でありますＪＲ東海のほうからも回答がくるかと思いますけども、市といた

しましては、環境影響評価調査の中でそのへんの、フードを入れることによって景観が悪くな
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るということに対しまして、解消をお願い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） 
 渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 水脈を切るという問題について、トンネルですね。当初、聞いた話ではこれは万が一切れた

場合はどうするかと。万が一という話だったというふうに思うわけなんです。現在、このトン

ネルの中で水脈を切ったり、そういう水の流れに問題を起こさなかったトンネルというのは、

どの部分にあたるでしょうか。ほとんどが結局、水脈を切って影響を受けているというふうに

私は認識しておりますが、いかがでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、斉藤建設部長。 
〇建設部長（斉藤寿君） 

 渡辺議員の再質問であります水脈を、トンネルができることによって切れたんではないかと

いうご指摘でありますけども、現在、その影響で付近一帯が枯渇等を、あるいは減水をしてい

るところでありまして、なかったと言えば嘘になりますけども、影響が出ているためにそのへ

んで恒久対策を含める中、現在、事業主体であります運輸機構と地元関係者と協議する中、対

策について進めているところであります。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 この問題について、基本的に大義は必ずしもないということを改めて認識していただきたい

ということと、それからもう１点は日照権の問題、それから水の問題、それから道路、ダンプ

は非常に静かに走っていただいておりますけども、今度、コンクリートを運ぶ車等はその規制

外で農道等を風を巻き起こして走っております。そしてそうした中で、桃の葉ずれやナスへ傷

が付くというような問題も起こっております。そういう点についても、やっぱり万全の対策を

とっていただくことをお願いいたしまして、質問を終わらせていただきます。 
〇議長（小林始君） 

 以上で、渡辺正秀君の一般質問を終了いたします。 
 関連質問を許します。 
 亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 渡辺議員の質問のうち１問目のところで、扶助費の節減のところで答弁がありましたけども、

そこに関連して質問いたします。 
 先ほど部長の答弁にもありましたように、この扶助費というのは市民の毎日の暮らしとか福

祉に本当に密接に関わるものであります。この節減というのは即刻市民の暮らし、福祉を直撃

するということになるわけですけども、そこで伺いたいんですが、この２６年以降、扶助費の

節減という計画を立てたとき、どのような扶助費を節減する予定なのか。また、どのような事

業を縮小する予定なのか。何か具体的なイメージがあっての計画だったんでしょうか。 
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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） 
 亀山議員の関連質問で、第２次行財政改革大綱に記載されています扶助費の節減という部分

についてのご質問でございますけども、この大綱の中にもありますように、検証の段階で扶助

費につきましては、その内容からして削減することが非常に困難なものであると。非常に大幅

に増加しているものであるけども、増加率の高い歳出項目であるというふうな検証の状況があ

るわけですけども、先ほど部長が答弁させていただきましたように、扶助費自体はそういう状

況の中ではありますけども、節減という内容で抑制をしていきたいというような状況での発言、

意味合いを持った答弁をさせていただいたところですけども、具体的に大綱をつくる段階でそ

れぞれの事業の中で削減する項目をどれにするとかそういうものの検討結果ではございません。 
 間接的に抑制するという部分でございますけども、伸びを抑える取り組みといたしましては、

いろいろな生活習慣病とか、いろいろな検診等をすることによって早期発見等につなげるとか、

あとは介護予防等を充実させていく中で障害者になる方とか、また高齢者の健康管理、そうい

うものをしっかりしていくことによって、医療費も抑制され、扶助費としての節減が図れるん

ではないかというような意味合いに現在のところ捉えているということでございます。 
 以上で、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 関連質問、亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 今、課長のほうから具体的なイメージをお聞きしましたけども、やはり２６年度以降という

とわずか１、２年先のことであります。やっぱり１、２年先のことが具体的なイメージとして

計画として示せないということは、計画自体がすごく説得力の弱いものになってしまうという

ことで、もう少しこのことについてはやっぱりどういうふうにしたら節減するのか。節減とい

うことは、私は絶対許してはならないことだというふうに私自身、思っています。もう少し具

体的なところで計画を立てるべきだったというふうに思いますし、そういうふうな具体的に示

せないようでは、大変残念な計画だというふうに考えております。 
 そこで再度、部長の答弁を求めたいんですが、扶助費のことについては自然増ということは

あり得てもやっぱり自然減ということはないんではないかなと、扶助費に関しては。ですから、

この扶助費に関しては節減ということではなくて、従来どおりの事業を継続していく。そうい

う決意を再度示していただきたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、荻野市長。 
〇市長（荻野正直君） 

 財政シミュレーションの中で、扶助費の削減という言葉を使わせていただきました。これは

今、行っております行財政改革をどう進めていくかという大きな根幹になると思います。私ど

もは毎年毎年、一つひとつの事業を検証させていただいております。その中でこの事業はもっ

と膨らますべきか、あるいはもっとどこが節約できるか、そういったことを一つひとつの事業

について、しっかり検証してその効果を図っていく。こういうことがいわゆる大きなテーマだ

と思います。したがって、行財政改革の中で大きなテーマとして挙げられたのは、伸び続ける
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扶助費をどう効果的に活用していくかと、こういうふうに私は考えております。 
 したがいまして、一つひとつの事業がこのまま続けていっていいものかどうか。例えば今、

大きな問題になっております生活保護の問題についてもそうですし、あるいは健康の問題につ

きましても、もっともっと角度を変えて市民一人ひとりがもっと健康になることによって、扶

助費のいわゆる健康に関する予算が節減できないだろうかと。そういう覚悟で一つひとつを検

証しながら進めていくと、こういうことであります。したがって、今発言がありましたように、

まったく計画のないものを出したというふうな発言がありましたけども、もちろん一つひとつ

をそういう形で本当に、爪で米を拾うような形で一つひとつ検証をしながら節減をする。ある

いは増やすものは増やしていくと、こういう形でないとこれからの財政は続いていかないんで

はないかというふうに思います。 
 ここまで合併をしてから、比較的順調に財政状況については続いてきているというふうに思

います。これについてもその努力をしている結果だというふうに私は思っております。ぜひそ

のへんを見ていただきたいというふうにお願いを申し上げます。 
〇議長（小林始君） 

 亀山和子君。 
〇８番議員（亀山和子君） 

 さまざまな方法とか、さまざまな形で扶助費の節減ができるのかどうかということはいろい

ろ検証してみなくては分からないことですけども、しかし市民の暮らしや市民の福祉が犠牲に

なる形での節減はもう絶対やめてほしいと思いますし、今の市民の暮らしや福祉を絶対守って

いくんだという決意を私はお伺いしたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 答弁はいりますか。 
 （はい。の声） 
 答弁を、風間経営政策部長。 

〇経営政策部長（風間和仁君） 
 亀山議員のご質問にお答えさせていただきたいと思います。 
 ご承知のとおり、小中学校におきましては就学援助費とか、また生活保護費という名目で扶

助をさせていただいております。やはりこれは低迷する社会の中において所得が上がらない人、

いかんせん扶助費として支給する額が多くなっております。ここで節減という言葉をとらせて

いただきましたのは、削減ではなく、言葉尻で非常に適切であったかどうかということも今、

考えているところでございますが、適正なる支払い、扶助をしていきたいということでぜひお

捉えいただければと思います。 
 また被災された児童生徒さんがおいでになったときも、笛吹市においては就学援助費を教育

長の定めるところということで、被災された方につきましても扶助をさせていただいたような

経過もございますので、ぜひそのへんはご理解をいただければと思います。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 関連質問を続けます。 
 （ な し ） 
 関連質問を終わります。 
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 ここで、暫時休憩いたします。 
 再開を３時１０分といたします。 

休憩  午後 ２時５３分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ３時１０分 
〇議長（小林始君） 

 一般質問を続けます。 
 ６番、風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 正正会の風間好美です。通告に従い、一般質問を行います。 
 多機能アリーナ建設事業について、市の見解をお伺いします。 
 まず平成２１年１１月に、市が実施した多目的ホール計画の賛否を問うアンケート調査の結

果では、約６０％の過半数の市民が多目的ホールに対して反対、ノーを突きつけました。さら

に平成２３年１０月には住民直接請求、住民投票を求めて１万２，４２４名の署名が提出され、

平成２３年１１月の臨時議会で条例制定を提案しましたが、結果、賛成７名、反対１５名で退

けたことはご承知のとおりであります。これを一言で言えば地域主権、住民本位、市民第一主

義に逆行した計画であり、これをこのまま強行するとすれば最後まで市民の共感、理解の得ら

れない不幸な施設と言わざるを得ません。しかも多くの市民に夢と希望を与えた多目的ホール

から多機能アリーナと本計画はスポーツ施設が主軸であり、このようなアンフェア、強行策で

できたとすれば、使用者側も使用をためらわざるを得ない施設、いわゆる箱物になり、のちの

ちこの汚名は拭いさることのできない笛吹市にとっては屈辱の施設になることを危惧せざるを

得ません。 
 市としては本計画を進めるためには、なんとしても土地収用法に基づく事業認定を受けなけ

ればなりません。この事業認定さえもいくつかの厳しいハードルを越えなければならないこと

は承知のことと存じます。 
 本計画の予定地内の用水路、道、国有地等々の存在があり、いずれも公共性の高い施設があ

ること。これらを付け替えするのか、廃滅するのか、国有地は払い下げを受けるのか、いずれ

にせよ利害関係人の同意はもちろん、仮に水路の付け替えにせよ、水量、水質、水勢の変化は

利害関係人にとって重大な問題と捉えております。本市にとって、このような開発行為はおそ

らく初めての経験だろうし、いまや過半数の市民の反対の目がある中で、このハードルを乗り

越えられるだろうか。市民の反発を買い、不信を招き共感を呼ばない計画はそれなりの大きな

理由があるからで、その理由を突き止めないで、ただ進め進めでは市民の気持ちは離反するば

かりです。 
 今日のように市民との対決姿勢では、笛吹市全体にとって誠に不幸なことと捉えます。本計

画にまつわる住民間の亀裂もあちこちで生じており、不協和音は増幅するばかりです。人づく

り、健康づくり、交流づくりどころではないんです。これは一体、誰の責任だと思いますか。

絶対に避けなければなりません。 
 昨年の１１月７日、９日の両日にわたって市民ミーティングと称して説明会が行われました。

説明会とは計画の資料を配布して、計画の理念、実務や段取り等々を説明し、住民の理解を求

めると同時に住民の意見に耳を傾け、計画に反映させるのが本来の目的であります。 
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 ところが当日、参加者に配布した資料ではどこを探しても立面図、建築面積、延べ床面積も

示されず、これでは説明会資料とはほど遠く、市側の説明はただただ言葉の羅列ばかりと、ま

るで説得力がありませんでした。基本設計の段階とはいえ、建物の模型もなく、とにかくアリー

ナの全体像、また将来像が見えてきません。ただただ推進論、反対諭を述べ、なお一層、市民

を二分にしただけだと感じました。これでは所期の目的の説明会の体は成していません。以下、

質問に移ります。 
 １．工期・スケジュールの遅れについて。 
 ２．維持管理費について。 
 ３．建設後の本市への経済波及効果について。 
 ４．建設総事業費について。 
 ５．市民ニーズに合った施設内容になっているのか、お伺いします。 
 ６．真に市民の合意形成がなされているのか、お伺いします。 
 よろしく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、風間経営政策部長。 

〇経営政策部長（風間和仁君） 
 風間好美議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに工期・スケジュールの遅れについてでありますが、施設の設計業務につきましては

昨年１０月に基本設計が完成し、本年２月に実施設計の業務委託契約を締結し、本年９月末を

目途に施設内容を固めております。おおむね計画どおりに進捗しているものと考えております。 
 こうした中、事業認定の協議につきましては、県の担当部署と事前の相談を行ったところ、

施設規模が大きいことなどにより、外構および建築物の実施設計内容が固まったのちに協議を

行うとのことでありますので、詳細な協議は１０月からとなる見込みでございます。 
 当初計画から見ますと、この部分の遅延はございますが、協議が順調に進捗いたしますよう

事前相談を十分に行い、対処してまいります。 
 次に維持管理費についてでございますが、維持管理費につきましては、従前からご説明申し

上げておりますとおり、８千万円を上限とする中で検討しております。先般、ご説明申し上げ

ました経済波及効果調査におきましても、市内の既存施設の維持管理費を参考に経費を想定し、

約８千万円として算定いたしております。 
 次に建設後の本市への経済波及効果についてでありますが、昨年お示ししました経済波及効

果は山梨県の産業連関表を用い、一定のルールのもと試算をいたしました。産業連関表は一定

の期間に一定の地域で行われた生産等について、産業相互間の取り引きなどを数値化したもの

であり、山梨県では５年ごとに作成されています。本市では、市の産業連関表がございません

ので、本市のみの経済波及効果の算定は困難であると考えております。 
 建設後の県内への経済波及効果といたしましては、毎年繰り返される来場者消費などであり

まして、単年度で約３億２千万円と試算しております。 
 次に建設総事業費についてでありますが、総事業費につきましては、構想段階より４５億円

を目途として考えております。現在進めております、実施設計や詳細な管理運営の計画策定に

あたりましても、この金額を念頭に進めております。 
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 次に市民ニーズに合った施設内容になっているのかについてでありますが、多機能アリーナ

建設事業につきましては、構想段階より市民の皆さまに考えをお示しし、多くのご意見を伺う

中で進めてまいりました。 
 施設内容につきましてもワークショップなどのご意見を伺う上で、建設委員会でご審議いた

だき検討を重ねております。また市民ニーズという意味では、今後どのように施設を活用する

かが重要になってまいります。このため、従前より施設内容や規模を中心にご協議いただいて

おりましたワークショップのメンバーをさらに募集し、昨年度からのメンバーと合わせ４０名

を超える方々にご参加いただく中で、年代別、事業別などさまざまな切り口でご意見を伺いた

いと考えております。 
 次に、真に市民の合意形成がなされているかについてでありますが、多機能アリーナ建設事

業にかかわらず、どのような事業であっても１００％の市民の方々の合意を得ることは大変難

しいことですが、事業を進めるにあたって、多くの市民の方々にご理解をいただくことは欠か

せないことでございます。 
 このため本市では、市民ミーティングをはじめ、クイックアンサー制度や行政・議会のスト

リーミング配信などの取り組みを進めているところでもあります。 
 多機能アリーナにつきましても、延べ１５回の市民ミーティングをはじめ、多くの機会にご

説明申し上げてまいりました。今後もより多くの皆さまのご理解をいただけるよう、努力して

まいりたいと思います。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 再質問、風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 １として、工期・スケジュールの遅れについての再質問をさせていただきます。 
 事業認定が１０月からのことですが、それ以降、用地買収、文化財調査、建築工事、竣工と

なっておりますが、このような遅れが生じて２６年度内に竣工ができなかった場合は、どのよ

うな措置を考えているのか、市の見解をお伺いいたします。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、風間経営政策部長。 
〇経営政策部長（風間和仁君） 

 風間議員の関連質問にお答えさせていただきたいと思います。 
 ２６年度にもし完成できなかったらということでございますが、事業が完了しない場合につ

きましては、明許繰越等の繰越措置が講じられておるところでございます。そのような形で対

応させていただければと思っております。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 次に、用地買収費は今年度予算に載っていないのでまだまだと思われますが、仮に予定の土

地が一部でも取得できなければ自主設計の変更も考えるんでしょうか、お伺いいたします。 
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〇議長（小林始君） 
 答弁を、風間経営政策部長。 

〇経営政策部長（風間和仁君） 
 風間議員の再質問にお答えさせていただきます。 
 一部の地域の買収が済まないということでございますが、ただ、そのようなことは想定され

ていないのかなと思っております。それも用地交渉をする中で実際出てくるかと思いますので、

そのへんの条件をそろえながら、用地買収についてあたって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たいと思います。 

〇議長（小林始君） 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 ２として、維持管理費についてお伺いいたします。 
 当初は約４千万円、事業費、人件費は含まないとのことでした。過日いただいた資料により

ますと約１３万８千円。また先ほどの答弁で約８千万円を上限とするといっておりました。本

計画は相当なスタッフの配置を必要と考えますが、人件費を含めた管理費はどのくらいを想定

しているのか、お伺いいたします。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、風間経営政策部長。 
〇経営政策部長（風間和仁君） 

 風間議員の再質問にお答えさせていただきます。 
 今現在、管理運営の実施計画を策定しております。管理運営の実施計画ができませんと何名

ぐらいの職員を配置するか、また指定管理に配置するか、そのへんもまだ決まっておりません

ので、具体的な維持費については先般、お話させていただきました８千万円を限度に取り組ん

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） 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 次に私たちが議員全員で、岐阜県の中津川の施設を視察しました。維持管理費が約１億５千

万円、人件費が含まれていました。また埼玉県和光市の施設、１，２００人収容のホールで年

間２億５千万円で、イベントがたくさんあるときは３億円を超すとの説明を伺ってきました。

本市も数字を小さめに言って、市民の感情を和らげるための経費計上としか言えません。この

件について、お伺いいたします。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、風間経営政策部長。 
〇経営政策部長（風間和仁君） 

 先ほど説明させていただきましたように管理運営の実施計画、詳細な計画が出てまいりませ

んと詳しい数字については申し上げることができませんが、一応、目安として８千万円という

ことを計上させていただいておりますので、その範囲内で努力していきたいと思っております。 
 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） 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 ３としまして、建設後の本市への経済波及効果について再質問させていただきます。 
 今年の１月の全協資料によると建設における試算として、総合的な波及効果は５３億６千万

円と示されました。この建設に関わる業者は県内のみの波及効果と考えるが、市の見解をお伺

いいたします。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、風間経営政策部長。 
〇経営政策部長（風間和仁君） 

 風間議員の再質問にお答えさせていただきます。 
 一般競争入札でたぶん行うと思いますので、県内に本支店があるということの中で、すべて

が県内でおさまるということは、今ここでは申し上げることができません。 
 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） 
 ２０年間における経済波及効果について県内で約１２６億円、施設完成後２０年で約７２億

円の波及効果、全員協議会で試算結果を私たちに報告した際、市独自の指標がないとのことで

したが、ではこの経済波及効果、１２６億円が本市にとってどのような意味があるのか、お伺

いします。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、風間経営政策部長。 
〇経営政策部長（風間和仁君） 

 風間議員の再質問にお答えさせていただきたいと思います。 
 全体につきまして、はっきり申し上げることはできませんが、おおむねそんなようなことに

なろうかと思います。ただ、これも実際、事業を行っていく途中ではっきりしてくるかと思い

ますが、そんなことで答弁とさせていただきたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 風間好美君。 
〇６番議員（風間好美君） 

 アリーナ建設後、大会やイベントなどを開催することによって、観光宿泊客の増加が見込ま

れるとの説明を繰り返してきました。ではアリーナ稼働による単年度３億２千万円の波及効果

があり、市税収入の増加額はどの程度、見込んでいるのかお伺いいたします。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、風間経営政策部長。 
〇経営政策部長（風間和仁君） 

 風間議員の再質問にお答えさせていただきます。 
 今のところ見込めておりません。 
 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） 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 経済波及効果１２６億円という試算が出たので、財政シミュレーションの内容について見直

す考えはないでしょうか、お伺いいたします。また見直す考えがあるなら、いつ見直すのかお

聞きします。 
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） 

 風間議員の再質問でございますけども、経済波及効果をもって財政シミュレーションのほう

へ反映していくかというようなことでございますけども、現在、出しております中期財政計画

につきましては、まだそのへんの波及効果は直接、市税へつながる部分、そのへんについては

出てきませんので、そこにつきましての財政計画への反映はしていく考えはございません。 
 なお、今後、行革大綱等の作成を２年後ぐらいにしていく計画がございますので、その際に

は長期的な計画等も踏まえた中で、そのへんの数字的なものも検討してまいりたいと考えてお

ります。 
 以上でございます。 

〇議長（小林始君） 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 笛吹市多機能アリーナ経済波及効果調査結果は市民にどのような方法でお知らせするのか、

お伺いいたします。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、風間経営政策部長。 
〇経営政策部長（風間和仁君） 

 風間議員の再質問にお答えさせていただきたいと思います。 
 今現在もホームページで閲覧できるようになっております。また広報等、機会があるときに

公表していければと思っております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（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として建設総事業費についての再質問を行います。 
 マックス４５億円の内訳はどのように分かれているのか、市の見解をお伺いいたします。 

〇議長（小林始君） 
 答弁を、風間経営政策部長。 

〇経営政策部長（風間和仁君） 
 風間議員の再質問にお答えさせていただきたいと思います。 
 ４５億円という言葉が先に出ておりまして、私どもが考える４５億円ですが、実施設計、そ

れが建築と外構でございます。そして建築、外構や建物の建築でございます。そして用地買収
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を考えております。 
 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） 
 われわれがよく資料に、私も見たような気がするんですけども、用地買収代が１０億円、建

物が３５億円ということで４５億円を考えているということなんですけど、そこらへんはいか

がでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、風間経営政策部長。 
〇経営政策部長（風間和仁君） 

 風間好美議員の再質問にお答えさせていただきます。 
 工事で３６億円、また用地買収で約９億円、それで約４５億円というようなことで考えてお

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） 
 建物一式には、これもたしか資料に載っておりました。造成工事、給配水工事がセットとし

て含まれていると認識しているが、今でも変わりないでしょうか、お伺いいたします。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、風間経営政策部長。 
〇経営政策部長（風間和仁君） 

 風間好美議員の再質問にお答えさせていただきます。 
 そのように考えていただいて、よろしいと思います。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 マックス４５億円、過日の全協でいただいた総合計画の平成２４年度から３年間の実施計画

書によると、これまでの設計費を加えると４６億５千万円超になる。事業費を含むとのことで

すが、何かの計算間違いではないでしょうか、お伺いいたします。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、風間経営政策部長。 
〇経営政策部長（風間和仁君） 

 風間議員の再質問にお答えさせていただきます。 
 われわれが事業を行っている中で、予算また設計額、また決算額ということがございます。

ある時点においては予算額であり、事業また契約が進みますとそれが支払い額というような形

で決算額に結びついていくと思います。多少なりとも誤差はあるわけですが、やはり決算額で

最終的には目指していきたいと思っております。 
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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） 

 風間好美君。 
〇６番議員（風間好美君） 

 そうやってみますと常々マックス４５億円ということですから、もう１円たりとも上へいか

ないということなんですよ。ですからこうやってみると契約とか決算額とかいろいろ出てきて、

４５億円を超すという今の説明なんですけど、そういうふうにとってよろしいんでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、風間経営政策部長。 
〇経営政策部長（風間和仁君） 

 風間好美議員の再質問にお答えさせていただきます。 
 ４５億円を目途にということで、お話しをさせていただいております。われわれが先ほど説

明しましたように、事業を行う中で予算額があり、設計額があり、契約額がございます。やは

り設計をいたしましても入札等による差金も出てまいります。そういった中でマックス４５億

円を目途にこの事業を進めていきたいと思っております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 ５として、市民ニーズに合った施設内容になっているのかの再質問をさせていただきます。 
 当初、平成２１年度出発時には多目的ホール建設ではじまり、多目的施設建設に関わる経済

団体からの要望書として、収容人員２千人超を有する多目的ホールの早期建設をと多くの団体

からの要望がありました。しかし今は多機能アリーナとして１，２００人の席で進んでおりま

す。このような大勢の方々が希望した団体のニーズとマッチしているのでしょうか。市として

はどのような方法で、団体の方々に説明・理解を示したのでしょうか、見解をお伺いいたしま

す。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、風間経営政策部長。 
〇経営政策部長（風間和仁君） 

 風間好美議員の再質問にお答えさせていただきます。 
 まさに今、実施計画をつくっているところでございます。９月末を目途に実施計画があがっ

てまいりますので、それをもってご説明をさせていただきたいと思っております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 今の答弁ですけど、そうやって夢と希望があった、そういう各種団体の、今ここにも要望書

がありますけど、そういうつもりで造ろうということだったんです。そういう要望書なんです、

よく見ると。ですけど今は１，２００人のそういう大小のアリーナ、要するに体育館なんです

ね。そういうことで、その団体の人たちにはどういう説明をして、ご理解を得たかという私の
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質問なんですけど。もう一度、そこをお願いいたします。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、風間経営政策部長。 
〇経営政策部長（風間和仁君） 

 各種団体にご理解を得られたかということでございますが、市民ミーティングの折に説明を

させていただいております。その会に出向いてということでは、まだ説明はしていないわけで

ございますが、市民ミーティングでご理解はいただけたのではないかと思いますし、またワー

クショップ等でご意見をいただく中で、１００％実現できたわけではございませんが、市民の

方々、その要望された団体の方々の意見を取り入れながら実施計画を今つくっているところと

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） 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 当初は市民の求める文化、音楽、スポーツが叶えられるような多目的施設の構想であったが、

今、市で進めているアリーナを見ると大小の体育館に過ぎないと思います。本当の市民の求め

る施設内容なのか、疑問を感じます。建設を急ぐ余りに市民ニーズを置き去りにした単なる箱

物にならないでしょうね。市の見解をお伺いいたします。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、風間経営政策部長。 
〇経営政策部長（風間和仁君） 

 風間好美議員の再質問にお答えさせていただきます。 
 大アリーナ、小アリーナ、いずれも体育施設に基軸を置きながら、さらに小アリーナにつき

ましては、文化面に少しウエイトを占めたような形になっております。そういった中で、説明

をさせていただく中で、市民ニーズに合ったものにしていきたいと思っております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 ６として、真に市民の合意形成がなされているのかの再質問をさせていただきます。 
 多目的ホール建設に関わるアンケートは反対、どちらかといえば反対が合わせて６０％でし

た。市ではどのような見解を示したのか、改めてお聞きしたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、風間経営政策部長。 
〇経営政策部長（風間和仁君） 

 風間好美議員の再質問にお答えさせていただきます。 
 直接民主主義と二元代表制の民主主義の中で、議会のご理解を得る中で認められたというふ

うに判断をしております。市民の方からのアンケートも非常に重く感じる中で、この事業を進

めていきたいと思っております。 
 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） 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 では、検討委員会が出した両論併記はどのように市として見解を示したのか、お伺いいたし

ます。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、風間経営政策部長。 
〇経営政策部長（風間和仁君） 

 風間好美議員の再質問にお答えさせていただきます。 
 両論併記ということで、基軸を変えた経過がございます。全体に、最初は多目的というよう

な言い方をしたと思います。途中、答申を受けた中で多機能というふうな形で、文化施設も小

アリーナでできるような形でやっていこうという形で、検討をさせていただいたと思っており

ます。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 合併特例債が５年間、延長になるということをよく伺っております。いったん立ち止まり、

市民の声に耳を傾けてはいかがでしょうか。その件について、市の見解を伺いたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、風間経営政策部長。 
〇経営政策部長（風間和仁君） 

 風間好美議員の再質問にお答えさせていただきます。 
 議員ご説明のとおり、合併特例債も５年伸びそうな気配でございます。衆議院を通過して参

議院が送られるということですので、近いうちには５年延長になろうかと思います。今現在、

実施計画を待って、また県と事業認定等を行う中で予定どおり進めていければと思っておりま

す。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 先ほど答弁にありました市民ミーティング１５回におけると先ほど答弁にありましたけど、

この１５回における市当局の見解はどのように考えているのか、お聞きします。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、風間経営政策部長。 
〇経営政策部長（風間和仁君） 

 風間好美議員の再質問にお答えさせていただきます。 
 どのような見解ということでちょっと抽象的で分かりづらいんですが、市民に対して説明を

するという中で市民ミーティングを開かせていただき、市民の声を聞かせていただき、実施設

計や基本設計の中へ取り入れていっていると思っております。 
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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） 

 風間好美君。 
〇６番議員（風間好美君） 

 １５回という、たくさんやったわけなんですけど、今それを反映しているというようなこと

なんだけど、一言でいえばどのように反映させているのかをお聞きします。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、風間経営政策部長。 
〇経営政策部長（風間和仁君） 

 先ほども説明させていただきましたように、両論併記の中で基軸をどこに置くか。また多目

的から多機能へ変わる中において、市民の要望を取り入れた中でそれぞれ設計にあたっている

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） 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 次に２０１０年９月２１日の読売新聞の記事に当時建設委員、学識経験者の２人のコメント

が載っておりました。日高昭夫法学部長は建設が最優先の政策課題なのか。市民間で合意形成

する必要がある。場合によっては、住民投票で決することもやむを得ないと指摘。一方、安達

義通准教授は建設の効果と併せ、長年の維持管理費が重荷にならないのか細かく検討する必要

があり、市の人口から見て収容人数は１千人規模で十分。現状の計画には反対だと語っており

ます。市当局ももう一度、市民の合意形成をなさり再考できないか、市当局の見解をお伺いい

たします。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、風間経営政策部長。 
〇経営政策部長（風間和仁君） 

 風間好美議員の再質問にお答えさせていただきます。 
 ２人の教授さんがおっしゃったこと、内容は理解しているつもりでございます。議会制民主

主義の中で、議員の皆さまの賛同を得ながら、市当局といたしましては事業執行にあたりまし

て順当な手順を踏んでこの事業を計画し、また実行に移しているところでございます。直接民

主主義によるいろいろなこともございますが、１００％の市民の方にご理解いただくことは非

常に難しいということは、先ほどの答弁の中で説明させていただきました。されどワークショッ

プとか、そういった市民が直接、その会議や決めることに参加できるようなものを設けながら

進めておりますので、ぜひその点でご理解いただければと思います。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 市民ミーティングで、石和会場で住民投票条例制定に向けておおぜいの人手を借り１万２，

４２４名が署名をしてくださいました。しかし当日、たったそれだけか、あとは全部賛成だと
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言い会場をあとにしました。それだけ自信があるんだったら、堂々と住民投票で決着をつけれ

ば、市長をはじめ市民も納得すると思います。改めて住民投票で行うことを考えませんか。市

の見解をお伺いいたします。 
〇議長（小林始君） 

 風間好美議員、今の質問の中でたったそれだけの部分は、要するに執行側が言ったというこ

とですか。 
〇６番議員（風間好美君） 

 いいえ、参加者です。 
〇議長（小林始君） 

 参加者がですか。それを執行側が今、答弁するんですか。 
〇６番議員（風間好美君） 

 そういうことを参加者の人が言ったものですから、われわれとすれば、たったという言葉を

すごく重く感じているんです。怒りを感じました、私も。あとの人は全部賛成だそうです。だっ

たらやってくださいと。 
〇議長（小林始君） 

 それをこの本会議場で、執行側が答弁するんですか。 
〇６番議員（風間好美君） 

 してもらいたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 暫時休憩いたします。 
 ３時５５分に再開いたします。 

休憩  午後 ３時４８分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ３時５５分 
〇議長（小林始君） 

 再開いたします。 
 先ほどの風間議員の質問に対しては、却下をいたします。よろしいですね。 
 市長のほうから関係して答弁があるそうです。 
 荻野市長。 

〇市長（荻野正直君） 
 先ほどの住民投票をするか、しないかということでありますけども、これにつきましては議

会でご決定いただいたとおり、そのようにさせていただきますのでご理解をいただきたいと思

います。 
〇議長（小林始君） 

 風間好美君。 
〇６番議員（風間好美君） 

 最後に多くの市民が望んでいないアリーナを、巨額な費用をかけて建設を進めることは笛吹

市のためになるとは思えません。私は建設に反対です。市長は日ごろから市民第一主義を掲げ

ており、その趣旨に則り市民の声を聞くべきであると考え、私の多機能アリーナについての質

問は終わります。 
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 以上。 
〇議長（小林始君） 

 以上で、風間好美君の一般質問を終了いたします。 
 関連質問を許します。 
 （ な し ） 
 関連質問を終わります。 
 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。 
 まず、消費税増税に関する質問を行います。 
 民主・自民・公明の３党は密室での談合を重ねて消費税を２０１４年に８％、２０１５年に

は１０％に引き上げることに合意しました。社会保障の改悪と一体であります。そもそも国政

のこのような大変重要な課題については国会の場で堂々と論議を重ね、国民にも審議内容を知

らせ、徹底的に議論しなければならないはずです。消費税を払うのは私たち国民です。すべて

の国民の毎日の暮らしに関わる重大問題を一部の政党が、その審議内容を一切国民には知らせ

ず、談合で合意して国会に押し付ける。このような国民無視、国会軽視の３党のやり方に憤り

を覚えるのは私一人だけではないはずです。 
 さまざまな世論調査を見ても、国民の５０数％から６０％は消費税増税に反対しています。

消費税は今日、生まれた赤ちゃんから高齢者まで、そして低所得の方もすべての人にかかって

くる最悪の逆進税であります。５％の増税分だけで私たち国民の負担増は１３兆５千億円にも

なる予定になっております。民主党は、これまで消費税増税か社会保障の削減かというような

二者択一論を振りまいてきました。増税が嫌なら社会保障を我慢しろということでしょうか。

本当に消費税を増税しなければ、私たちは介護も年金も医療も我慢しなければならないのでしょ

うか。真に国民一人ひとりのこれからの暮らし向きを考えるならば、増税に頼らない別の道を

模索するのが政治家の仕事であります。 
 例えば大型公共事業や無駄なダム建設などの無駄を一掃するとか、外国では今、当たり前に

なっている大金持ちへの相応の課税や大企業への行き過ぎた減税の見直し、年間３２０億円も

の政党助成金の廃止、完成もしていないＦ３５戦闘機を１兆６千億円もかけて購入するなどの

軍事費の削減とか、条約にもないアメリカ軍への思いやり予算をやめるとか、さまざまな提案

を私たちは、日本共産党は行っているところです。増税は７万余の市民に大きな痛手を与え、

本市の基幹産業である農業や観光事業にも影響を及ぼし、本市経済に深刻な打撃を与えるもの

と考えます。 
 以下、質問します。 
 １つ目として地方自治体の本旨は住民の福祉の向上、住民の暮らしを守ることにあります。

今、市長がなすべきことは国政の様子眺めではなく、地方自治の本旨に沿って国に対して増税

反対の声を挙げ、住民、本市経済を守ることに全力を挙げるべきではないでしょうか。増税反

対の意思を国に対して示すべきと考えますが、いかがでしょうか。 
 ２つ目に、５％の増税で市民の暮らしや本市経済の今後にどれほどの影響があると考えるの

か、伺います。 
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 ３つ目に５％の増税によって、市の財政にはどのような影響があるのか伺います。 
〇議長（小林始君） 

 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、風間経営政策部長。 

〇経営政策部長（風間和仁君） 
 亀山和子議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに、消費税増税に反対の意思を国に対し示すべきと考えるがどうかについてでありま

すが、消費税の税率が現行の５％から１０％に引き上げられることは、たしかに国民生活に負

担が増えるばかりでなく、国内の経済活動においても大きな影響を及ぼすものと考えられます。

本市においてもご指摘のとおり、市民生活や基幹産業において影響を及ぼすものと考えます。 
 しかしながら国の財政は逼迫しており、現在の国税収入では、現行の社会保障の水準維持は

非常に困難な状況といえます。わが国の高齢化は急速に進んでおり、社会保障にかかる経費は

年々増加の一途を推移しているところでもあります。消費税増税により大きな負担も多々考え

られるところですが、国・県や自治体の各種社会保障を受けなければ、日々の生活に支障をき

たす市民も少なくないわけであります。 
 また、国は消費税の増税分は、すべて年金や医療費・介護給付等の社会保障費の財源とする

としていることから、本市といたしましても本増税案に一概に反対とは言えないところであり

ます。 
 次に本市の経済活動や市民の暮らしに、どれほどの影響があると考えるかについてでありま

すが、具体的にどの程度影響があるのか、現在のところ試算等をいたしておりませんので、明

確な回答はできません。しかし消費税率の改正直後は、一時的に経済活動の落ち込みにより景

気が悪化するものの、次第に安定化していくものとされております。 
 次に市の財政への影響についてでありますが、国の示す増税分の内訳案を見ますと、本市に

おいては、地方交付税と地方消費税が増額されると見込んでおります。地方交付税は消費税換

算率で０．３４％増加すると示されておりますが、臨時財政対策債への振り替え等も考慮する

と大幅な増額は期待できません。一方、地方消費税交付金につきましては現行の２．２倍とな

るため、７億円以上の増額になると見込んでおります。また、消費税の増額分における歳入財

源は自治体においても全額、社会保障に関わる事業に充当されることとなっております。 
 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、亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 今、部長の消費税に対する縷々の見解、社会保障に対する見解を述べていただきましたが、

ここでそれを議論する時間も余地もありませんので、そのことについてはまたの機会にしたい

と思います。 
 ただ本市は桃・ぶどう日本一を標榜して、大変農業が盛んな市であるとともに温泉観光地と

しても有名なところです。農業と観光が市の経済を支えているといっても、ある程度過言では

ないというふうに考えています。その中で５％の増税というのは、農業経営や観光産業に大き

な打撃を与えるということは、もう明らかなことであります。これは試算していただいた例を

申し上げますと、桃を１．５ヘクタールつくっている一宮の農家の方ですけども、農薬とか肥
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料とか袋とかかさとか、あとそれから出荷するときにダンボールとか、いろんな農業資材を購

入するわけですよね。その農業資材にも５％の増税がかかってくるということです。そうする

と、大体試算してもらいましたが、もし５％に増税するならば、今よりも大体１６万円から１８万

円の増になるだろうという試算でありました。しかし、農業者の方は価格には転嫁できません。

となると、全部それをやっぱり自己犠牲でやるとなるわけですよね。それはやっぱり、観光の

方もまったく同じだと思います。そういうことで、その５％増税というのは消費者だけではな

くて、そういう農業生産者、観光事業の方に、中小企業もそうですけども、大変な痛手になる

という認識をどの程度、持っていらっしゃるか、お伺いします。 
 あと、それからこのことは当事者のことでもありますので、産業観光部長にもそのへんの見

解を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） 

 産業観光部としての意見になりますが、われわれ笛吹の基幹産業であります農業、それから

観光も含めてになりますが、先ほど議員のおっしゃられたとおり、農家については農業資材の

購入等々、すべてに消費税がかかるということになりますと、それなりの販売価格の安定化が

必要になってくると思います。販売についてはわれわれいい品質、いいブランドものをつくる

ことによって、農協等々のタイアップによって販売促進、あるいは販売に向けての広報宣伝を

行っておりますが、そのへんも含めた中で今後の検討材料と考えています。 
 観光につきましても同じことが言えると思いますが、やはり仕入れ価格等の増税分について

は、それなりの利益率が下がるわけです。それについても、よりよいサービスをすることによっ

て、そのへんがカバーできるような、行政と事業者が一体的な取り組みの中でその穴埋め的な

ものが埋まればと思っていますので、今後とも関係機関と協議する中で前向きに進めてまいり

たいと、こんな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。一問一答ですから。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 さまざまな工夫によって、５％の打撃が最小限に抑えられるようにという答弁だと思います

けども、しかしなかなかそうはいかないだろうという面もあるかというふうに思います。 
 先ほど５％の増税によって、市の財政にどのような影響があるか伺いました。答弁の中で地

方交付税が０．３４％のプラス、地方消費税交付金が７億円、これは２４年度の予算に対して

このくらい、７億円増えるということでよろしいんでしょうか。あとそれと入るだけではなく

て、やっぱり消費税が５％かかる、増税になるわけですから出るのも増えると思います。その

出る分について、２４年度の予算に照らしてみると、出る分についてはどのくらい増えるんで

しょうか。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、風間経営政策部長。 
〇経営政策部長（風間和仁君） 

 亀山議員の再質問に答弁させていただきたいと思います。 
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 ご指摘のとおり、出るほうもやはり５％かかります。ただ、一般会計においては出てしまい

ますが、企業会計においては、消費税の申告によって起債や補助金でいただいたものについて

は控除される、賦課税であったり非課税であったりする部分もございますので、一律に増える

というようなことはございません。 
 また、先ほどの中で１５万円が農家の方に増えるということでございましたが、先ほど産業

観光部長からもございましたように、利益率が上がる。いわゆる経費でもってみれるわけです

が、利益が下がるというようなことは想定されておりますので、個人的な見解であれば個人と

すれば増えないほうがいいんですが、市役所という立場で申し上げしますと、やはり社会保障

費に充てられるということがありますので、一概に先ほどの答弁で申し上げましたとおり反対

とは言えないような立場でございます。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 私は最初の質問の中でも、再質問の中でも出る分についてはどのくらいなのかということを

伺いました。このように通告で市の財政にどのような影響があるのかということを通告してあ

るわけですから、入る分だけではなく、出る分もしっかりと私は答弁していただきたかったと

思います。そのへんをお願いします。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、風間経営政策部長。 
〇経営政策部長（風間和仁君） 

 亀山議員の再質問でございますが、出る部分につきまして、委員会が開催される中、今議会

中に出せるところがございましたら、ご提示させていただければと思います。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 その点に関してもう１回、質問いたします。 
 地方交付税が０．３４％、地方消費税交付金が７億円ということであります。この７億円と

試算したときに、例えば５％消費税が上がっても、今の景気がこのまま続くという仮定の中で

試算した７億円でしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、風間経営政策部長。 
〇経営政策部長（風間和仁君） 

 亀山議員の再質問にお答えさせていただきます。 
 ２４年度を想定しております。今現在のものということでお考えいただければと思います。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 亀山和子君。 
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〇８番議員（亀山和子君） 
 今の景気がこのまま続くという仮定で試算した７億円ならば、私は大変甘い試算だというふ

うに思っています。およそ１４年前ですか、橋本内閣のときに消費税３％から５％に上がりま

した。そのときも大変な不景気が襲って、予定していた消費税が、資料を持っていないので分

かりませんが、かなり予定した消費税が減ったと思います。ですからこの７億円というのも今

の景気をそのまま判断しながらの試算であるならば、私は大変甘い試算ではないかというふう

に思っていますので、そのへんのことももう少し考慮に入れていただきたかったというふうに

思っております。 
 時間がありませんので、次の質問に移ります。 
 国保の広域化のことについて、伺います。 
 今年４月に成立した国民健康保険法の改定の内容、これは第一に保険財政共同安定化事業、

高額医療費共同事業、保険者支援制度のこの３つの制度の恒久化が決まったということ。第２に

定率国庫負担を現在の３４％から３２％に削減したこと。３つ目に市町村国保が保険財源から

拠出金を出し合って、１件３０万円以上の高額医療費について給付を交付していく保険財政共

同安定化事業の対象が３０万円以上ではなく、すべての医療費に拡大されたこと。これはすな

わち国保の広域化、この内容とした会計であります。もし、この広域化の改定が施行されます

と国保財政の流れは次のようになるものと考えます。 
 まず、都道府県の国保連合会が事業に必要な費用を各市町村国保に割り当てる。市は割り当

てに応じて、住民に国保税を賦課して徴収する。市の国保から国保連合会に拠出金を出す。国

保連合会は医療給付費に必要な費用を市に交付すると、このような流れになっていくものと思

われます。 
 これまでの事業運営とは、かなり異なる運営になるのではないでしょうか。もし給付財政が

県単位になることで、今は給付費が少なくて、保険税を安く抑えている市町村というのは給付

費が多い、ほかの市町村の犠牲になる形で保険税引き上げを余儀なくされるということも起こ

り得ますし、他方で給付費が多額になっている市町村は、ほかの市町村には迷惑はかけられな

いとして、徹底した給付の削減を迫られることにもなるかと思います。 
 広域化は、このような新たな矛盾を生み出すだけではないでしょうか。本市の国保事業、今

でも払いたくても払えない高い国保税であるとか、保険税滞納に対する差し押さえや短期証、

資格証の発行、上がり続ける医療費など本市でもこのような運営にさまざまな課題を抱えてお

ります。広域化で本市の国保運営の課題は解決するのでしょうか。国保の財政難と国保税高騰

を招いた原因は、これまでも何度も述べてきましたけども、相次ぐ国庫負担の削減にあります。

公費化ではなく、国庫負担を元に戻すことこそ何より大事なものと考えて、以下質問します。 
 １つは、広域化で国や県から新たな財源がおりるわけではありません。県の資料によります

と、平成２１年度国保の赤字自治体は２７保険者のうち２４保険者が赤字というふうになって

おります。そのような中で公費化になっても、多額の赤字を抱えた大きな赤字組織をつくるだ

けだと県も指摘しております。広域化で市が抱える国保問題の何が解決できるのでしょうか。

そして今でも高すぎると実感する国保税の市民負担は、これからどうなるのか。そしてこれま

での給付はどうなるのか、まず伺います。 
 ２つ目として、県の広域化等支援方針が第１次と第１次の補訂が出されております。その内

容を見ますと医療費適正化で歳出の削減に努めろとか、一般会計からの法定外繰入ではなく、
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保険税の値上げで収入を確保しなさいとか、応益割を上げることなどを掲げています。このよ

うな県の支援方針が市町村に対して、どのような拘束力を持つものになるのか伺います。 
 ３つ目として広域化になったとしても国保の保険者は市であると考えます。これまでのよう

に一般会計からの法定外繰入やさまざまな独自策は継続可能と考えますが、いかがでしょうか。 
 今回の法改定で市町村国保に対する定率国庫負担が３４％から３２％に削減されました。こ

れによる本市の国保財政への影響はどのようなものか、伺います。 
 最後に市町村国保が保険財源から拠出金を出し合って、１件３０万円以上の高額医療費につ

いて、給付を交付している保険財政共同安定化事業ですけども、これについては国も県も１円

以上、すなわちすべての事業を対象とするようにしておりますけども、こうすれば本市の拠出

はどのようになるのか、伺います。 
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） 
 亀山和子議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに広域化で国保問題の何が解決できるのか、市民の負担、給付はどうなるのかについ

てでありますが、市町村が運営する国保について、国は都道府県単位の運営に移行する広域化

を表明し、これを受け県において山梨県国民健康保険広域化等支援方針が平成２２年１２月に

策定されました。 
 広域化の主な目的としては国保財政の安定化が挙げられますが、減額されました国庫支出金

等の公費負担の復活を見込むことは困難で、県内の約９割の保険者の実質単年度収支が赤字と

いう現状のまま広域化をしても、財政運営の改善にはなお一層の努力と工夫が必要であると考

えています。 
 このため、当面は各保険者がそれぞれの赤字解消に向け、引き続き医療費の適正化や収納率

の向上に取り組んでいくことが必要と考えております。市民の負担、給付につきましては、こ

うした取り組みの中で検討されるものと考えています。 
 次に県の広域化等支援方針は、各市町村に対しどのような拘束力を持つのかについてであり

ますが、県は過日の担当者会議において、市町村、国保連合会等と連携して、広域化等支援方

針の目標に向け、今後も引き続き国の動向を踏まえ、広域化の調整、財政運営の広域化の企画

立案、県内の標準設定などを通して市町村国保の広域化を支援していく立場であるとの見解を

示しています。 
 次に広域化になったとしても保険者は市である、一般会計からの繰り入れや独自策をするこ

とは可能と考えるがどうかについてでありますが、国保の広域化の事業主体、運営主体を都道

府県とするのか、広域連合とするのか、あるいは市町村とするのかは現在、未定でございます。 
 国民皆保険の最後の砦は国保であることから、当面、各保険者は健診や健康づくりをはじめ

とする保健事業などを展開し、その健全性を確保していく必要があると考えています。 
 次に定率国庫負担の削減による本市への影響はについてでありますが、本年４月から定率国

庫負担金が２％引き下げられることとなりましたが、替わって県調整交付金が２％引き上げと

なっております。市への配分は県サイドから明確に示されていないため、現段階では国保会計

への影響は不透明であります。 
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 次に保険財政共同安定化事業について国は１円以上を対象事業としているが、本市の拠出は

どうなるかについてでありますが、保険財政共同安定化事業については、国民健康保険法の改

正により、これまでの１件３０万円を超えるものから、平成２７年度より１件１円以上のすべ

ての医療費を対象とすることとなりました。 
 拠出金については、県内全保険者の変動する医療費や被保険者数等により算定するため、市

の拠出金額がどのようになるのかは、現段階では不明であります。 
 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） 
 国庫負担の２％削減のことについて、再質問いたします。 
 ２３年度の会計が締められていると思いますけども、その２３年度の予定の決算ということ

になりますけども、その２３年度の予算の決算に照らすとどのくらいの金額になるのか、伺い

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） 

 減額されます定率国庫負担金の影響額ということだと思いますけども、実は私も簡単に計算

できるものかなと思っていたんですが、単純に３４％を３２％に置き換えれば計算ができると

いうものでもないようでございまして、医療費あるいは被保険者数、前期高齢者交付金とか納

付金、あるいは保険基盤安定収入繰入金等の係数というのがございまして、これをもとに算出

されるそうでございます。非常に複雑な計算と、まず申し上げておきます。 
 それで２３年度でございますが、実は２３年度につきましては、確定といっても概算の確定

ということで、これは２４年度に精算をされるということになりますので、２２年度の数字で

申し上げます。その計算、確実な数値というわけにはいきません。今言ったようにそういう複

雑な計算式がありますから、これで申し上げますと約１億円前後ではないかというふうに見て

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） 
 亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 ありがとうございました。 
 先ほどの答弁の中でその定率国庫負担が２％削減になっても、県の調整交付金が２％増える

んだというような答弁ですけども、しかし定率国庫負担というのはどんな自治体にも平等にお

りてくる国庫金です。しかし調整交付金というのはあくまでも交付金でありまして、いくらに

なるのかというのは、まったく未確定なものであるわけです。ですから２％削減した部分が県

の調整交付金で２％増えるということは、簡単には言えないんではないか、ただのそういう置

き換えはやっぱり違うんではないかと思いますけども、部長の見解を求めます。 
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） 
 ２％の削減でございますが、私どもとしましても定率国庫負担から、それが県に振り向けら

れた、その金額が振り向けられたというふうに理解しておりまして、私どもはその額を確保で

きるように努力していくつもりであります。 
 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） 
 １問目の中で負担がどうなるのか、給付がどうなるのか、未確定だとおっしゃいましたけど

も、しかし２７保険者が一緒になるわけです。やっぱり今まで給付が少なかったところは、一

緒になるとまた保険税が上がるのかなというふうに思いますし、今まで給付が多かったところ

については、やっぱりほかの市町村には、先ほども言いましたように迷惑にならないように給

付が抑えられるんではないかなということも生まれてくるというふうに思います。ですので部

長の答弁のようにまったく不確定ということではないと思いますけども、そのことに対して、

笛吹市の今までの給付の実態、それから税の実態から見てどのように推移すると考えておりま

すか。 
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） 

 たしかにおっしゃるとおり、保険給付の高い保険者もあれば、給付費の低い保険者もござい

ます。特に県内を見ますと、実は翌年度予算を繰上充用しているということで、国保財政を運

営している保険者もあります。また大きく、一般会計からの繰入金に頼っている保険者もある

ようには見ております。いずれにいたしましても、そういった状況ですぐに広域化というのは、

これは難しいだろうというふうに思います。しかしながら保険者が赤字を解消するための努力

をしていくために保険給付費の抑制、適正化、それから税の税収の向上、収納率の向上、これ

らに取り組んだ中でまた広域化ということを進めていくということも、これは１つの選択肢だ

ろう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） 
 亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 １件３０万円以上の事業について、埼玉県では１０万円以下に・・・。 

〇議長（小林始君） 
 これは答弁ができませんけど、いいですね。 
 （はい。の声） 
 以上で、亀山和子君の一般質問を終わります。 
 関連質問を許します。 
 関連質問、渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 関連質問をいたします。 
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 風間経営政策部長のお話では、やむを得ない消費税容認というより、むしろ必要であり容認

というふうにも聞こえたわけでございます。そうした中で、本当にどうなのかということで考

えますと、私どももそうですし、もっと低い給料の人も含めて大体、税と社会保険料で所得の

２０％以上を納めているわけなんです。それに対して大資産家、これは１つの例ですけども、

株式の配当については現在１０％です。本則は２０％だけども、まけてやっているという状態

がずっと続いているわけなんです。それ以外にも法人税もどんどん下げて、所得があったとこ

ろだけにかかるし、法人もどんどん下げてきている。こういう問題をやはり見ていただきたい

ということをお願いしたいと思いますが、それで質問ですが本市の経済活動にどういう影響を

与えるかということでございますが、今、本市の課税業者、農業も含めてですね。どのくらい

あるかと。その規模は、もし統計をとってあれば、その分け方はそちらの数字で結構ですが、

教えていただきたいと思います。 
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） 

 課税業者の数というご質問ですけども、現在、資料を持っておりませんので、次回、用意を

させていただきます。 
 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） 
 経済活動について、どういう影響があるか聞いているものですから、質問通告しているもの

ですから、そういう資料はぜひ用意していただきたいというふうに思います。 
 それでいずれにしても、ほとんどは中小企業です。中小企業はこの１０％になったら半数以

上がこの税金は転嫁できず、そして払いきれないと言っているわけなんです。だから廃業も考

えなければならないと。こういう深刻な統計が各種商工団体から出ているわけなんです。笛吹

市についての影響はどういうふうになると考えているか、こうした状況の中で。もし調査があ

れば調査に基づいて、そうでなかったならば所感を伺いたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、風間経営政策部長。 
〇経営政策部長（風間和仁君） 

 渡辺議員の関連質問にお答えさせていただきたいと思います。 
 数字は持っておりません。されど市内の中小企業が多いことは十分承知しております。やは

り税の改革がはっきり、まだ見えてきておりません。優遇策があったり、諸施策があったり、

そうする中でどのような結果になるということは、おおむね先ほど答弁させていただいたよう

に、経済活動は停滞すると思います。されとずっと停滞ではないかと思います。またわれわれ

職員も、やはり税負担というものが増えてきております。やはり逆進課税的な面もございます

ので、はっきりと税制度が出たところでまた答弁させていただければと思います。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 渡辺正秀君。 
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〇７番議員（渡辺正秀君） 
 逆進税に対する対策というのは再就職者に対してはありますけども、事業者に対して、では

払いきれなかったらどうするかというような話というのは、現在ないということは承知してい

ると思います。 
 いずれにしてみても業者が廃業していくということは、なくなるということなんです。景気

がよくなっても、それは大きなところがよくなるということで、真剣にやはり笛吹の業者のこ

とを考えていったならば、もしかしたら市の財政に対する交付金は増えるかもしれないなんて

喜んでいられる状態ではないということだけを、しっかり抑えていただきたいというふうに思

います。 
〇議長（小林始君） 

 答弁はいりますか。 
 （はい。の声） 
 答弁を、成島財政課長。 

〇財政課長（成島敦志君） 
 渡辺議員の関連質問ですけども、しっかり市税、法人税とか、また個人的な税収等にも、さ

らに負担にも影響する部分もございますので、しっかりそのへんは今後の状況を十分精査しな

がら、真剣に取り組んでまいりたいと思っています。 
 ただ税収の部分では、先ほど答弁の中で申し上げましたとおり、あくまでも２４年度に盛っ

ています分につきまして、単純計算した中では７億円というような数字でございますけども、

それがそのまま当てはまるかという部分での答弁ではないことを申し添えておきます。 
 以上でございます。 

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。 
 ２１番、川村惠子君。 

〇２１番議員（川村惠子君） 
 通告に従い、一般質問をさせていただきます。 
 まずはじめに、福祉総合相談窓口の設置について伺います。 
 日々、多岐にわたる福祉に関する市民相談が多く寄せられておりますが、福祉制度が複雑に

細分化する中で、市民にとってどこに相談に行けばいいか分からないという声をよく耳にしま

す。市民の立場に立ってワンストップで相談をすることができ、その人にとってどんな支援が

必要かを総合的に検討し、解決に結びつけることができるような福祉総合相談窓口といったよ

うなものを設置する必要があると思います。 
 また、そこには専任の専門的な資格を持った相談員を配置することが必要だと思います。福

祉の分野だけでなく、医療や教育など全庁的にまたがる相談もあります。市民にとってよりス

ピーディーに１つの窓口で対応できる福祉総合相談窓口の設置を提案いたしますが、市の考え

を伺います。 
〇議長（小林始君） 

 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、荻原保健福祉部長。 
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〇保健福祉部長（荻原明人君） 
 川村惠子議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに福祉の制度が複雑・細分化する中で、市民の皆さまがどこに相談に行けばよいのか

分からないとのご指摘についてでありますが、笛吹市におきましては平成１６年の合併以来、

保健福祉部を石和保健福祉センター内に配置し、福祉全体の連携を図りますとともに市民の皆

さまに福祉窓口を分かりやすくするよう努めてまいりました。しかし、現状の相談ケースの中

には相談内容が多岐にわたっており、相談解決のためにはその世帯が抱えている、さまざまな

問題に目を向けた支援・対応が必要な場合もあります。このため、相談の聞き取りから支援と

対応につなげるルートの確立に努めてまいります。 
 こうした中でワンストップで相談ができ、専門的相談員の配置により必要な支援を総合的に

検討し、解決に結びつける福祉総合相談窓口の設置についてでありますが、保健福祉部が配置

されております石和保健福祉センターは本庁舎および南館改修に併せまして、現在南館にあり

ます児童課、保育課も加え保健福祉部全体を同じ建物内に配置するよう、今年度改修を行いま

す。また、今回の改修では障害福祉担当を玄関脇に配置するとともに、総合相談案内窓口を設

置することによりセンターに来庁された市民の皆さまの利便性を向上できるものと考えており

ます。 
 ご質問のワンストップ相談窓口の体制づくりにつきまして、保健福祉部内の検討会において、

相談窓口の総合案内制、相談支援体制をどうつくっていくかを検討した結果、総合案内の設置

の取り組み、相談支援の流れや体制のあり方など、さまざまな課題が浮き彫りになりました。 
 今回の施設改修の中では、相談室スペースの確保や福祉総合案内の機能につきましては実現

し、相談しやすい環境を整えてまいります。一方、多様化する相談に対しては、物理的なワン

ストップだけを実現させても支援対応の質の向上、組織の意識醸成が図られなければ十分な対

応ができません。 
 また保健師、社会福祉士などの保健福祉専門職の設置につきましては現在、保健師、社会福

祉士のほか家庭相談員、手話通訳士などを必要部署に配置しておりますが、専門職の配置だけ

では市民の皆さまの相談しやすい体制はできません。そのため専門職だけでなく、一般職員の

相談支援の資質向上を図るため、相談面接のスキルアップ研修を開催するとともに個別の相談

だけでなく、潜在する世帯の問題を理解し支援できるよう職員の意識改革を図り、複合課題に

対応できるチーム体制づくりに取り組んでまいります。 
 なお、相談支援におきましてはケースの特性に合わせ、教育委員会や市民環境部など関係課、

また支所窓口など庁内での連携、さらに社会福祉協議会など関係機関や民生児童委員などの相

談関係者、地域の方々とも支援のネットワークとして連携を図る必要があると考えております。 
 今後もこうした社会的支援ネットワークのあり方も含めまして、充実した福祉総合相談窓口

の研究・検討をしてまいります。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 再質問、川村惠子君。 

〇２１番議員（川村惠子君） 
 前向きな答弁をいただいて、ありがとうございます。 
 今年度というか、南館を改修して新たに本庁舎を耐震しながら市民の皆さんが利用しやすい、
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相談しやすい窓口になると思っております。そういった中で実際に先ほども申し上げましたよ

うに、やっぱり１人の方が抱えている問題が、大変、課、部がまたがっておりまして、１つ解

決しても縦割り行政ですので、なかなか横のつながりもされていると思うんですが、部署によっ

てはまた一から、その方が説明して新たに相談にのってもらうという形で、なかなかそういっ

たところへは、市民の方々も１回行くだけでも勇気を持って相談に行っているわけです。そう

いった中で、それぞれがスキルアップという言葉もありましたけども、部長の答弁の中で前向

きに、とにかく総合窓口を設置していただけるというふうにとってよろしいんでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、荻原保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（荻原明人君） 

 川村惠子議員の再質問にお答えいたします。 
 福祉総合相談窓口の設置実現についてのご質問でございますけども、センターの改修工事を

本年の秋ごろから年明けにかけて改修を行います。その後は南館内に今、配置しております児

童課、保育課もセンター内に入りまして、保健福祉部全体が１つの建物の中におさまりますの

で、総合相談窓口のほうも２月の末から３月のはじめごろには設置したいと。ただ、職員配置

等の関係もございますので本格稼働は２５年の４月からになるか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） 
 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。 
 それからみずから相談できない人や周囲から見ても、この人、気になるなという方もたくさ

んいらっしゃいます。また、そういった方の支援を今後どうやってつなげていくのか。またみ

ずから解決しようとする自助であったり、地域で支え合う共助であったり、専門的に支援を行

う公助でバランスよく相談業務ができることを望まれるんですが、地域力の向上を図るとか、

また民生委員さん、それから社会福祉協議会との連携を今後もどのようにとっていくのか、教

えてください。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、荻原保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（荻原明人君） 

 川村惠子議員の再質問にお答えいたします。 
 相談者もいろいろな方が相談にお見えになりますので、必要なときに必要な情報が得られる。

また気軽に相談できるような相談窓口、そういったものの設置をということかと思います。こ

れまでは高齢者福祉、障害者福祉、それから子育て支援、児童福祉の関係ですね、それから生

活保護、それぞれが所管課で窓口を設置しておりましたけども、最近では高齢者介護の相談窓

口として地域包括支援センターが高齢福祉課内にございます。平成１８年から設置してありま

すけども、そこが相談窓口として一定の成果が挙げられているんではないかというふうに考え

ております。 
 高齢者福祉、介護、障害者福祉、子育て、それから児童福祉、生活保護、それから経済面に

関するご相談なんかもあろうかと思います。年齢や制度にかかわらず、行政に寄せられる保険
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福祉に関わるあらゆる相談に、例えばワンストップで対応できるような相談窓口、相談体制の

構築といったことについて今、取り組んでおりますので、そんなふうに、答えになったかどう

か分かりませんけども、答弁とさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。 
〇議長（小林始君） 

 川村惠子君。 
〇２１番議員（川村惠子君） 

 １つの例を挙げますと、ある方からの相談をいただきまして、福祉に関する相談は本当に保

健師さんとか担当の方がスピーディーに、生活保護課の方がスピーディーに対処してください

まして、その部分では解決したんですけども、その方はやっぱり生活が大変な中で料金とかも

水道料金とかも滞納されている中で、結局、入院をされたわけですけども、その半年の間に水

道課の方がその方へうかがったりとか、水道が停止になっていたとか、入院外泊をしてその手

続きも一緒に行かせてもらったんですが、やっぱり横のつながりがないと無駄に職員の方が足

を運んだりしてもロスですし、水道が入院されている中で停止したという部分も現実にありま

すので、総合相談という意味では福祉だけではなく、ぜひ税に関することも同時に解決して手

を差し伸べていただければいいなというふうに思いますが、その点についてはいかがでしょう

か。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、荻原保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（荻原明人君） 

 再質問にお答えいたします。 
 保健福祉の関係の相談する内容が分かっていらっしゃる方については、これまでどおり、直

接担当窓口に行っていただきまして、どこに相談してよいか分からない。あるいはいろんな相

談内容が輻輳しているような場合、福祉総合相談窓口をご利用いただければ、さまざまな個別

の相談から、またそういった世帯の相談まで専門職員が対応いたしまして、利用できるサービ

スや申請や、また複雑な内容に対しては関係課、あるいは部局を超えた中へ取り次ぎとか連携

を図りながら、利用者の、相談者の利便性向上に努めていきたいと。 
 それから笛吹市の場合には本庁南館、保健センターというふうに庁舎が分散されております

けども、そこはしっかりと連携が図れるよう職員の意識の醸成ですとか、また利用者をたらい

回しにするようなことがないように利用しやすい総合相談窓口、あるいは福祉相談窓口の仕組

みづくりですね、そういったものに取り組んで市民の方の利便性の向上に努めていきたいとい

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） 
 ここで、ちょっと申し上げます。 
 本日の会議時間は議事の都合によりまして、あらかじめ延長をいたします。 
 川村惠子君。 

〇２１番議員（川村惠子君） 
 ありがとうございます。 
 福祉相談窓口をしているところに電話でちょっと伺ったんですが、担当者の方によりますと

相談者は窓口で相談することができ、また要点が整理でき、迷うことなく担当課に相談が、先
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ほど部長がおっしゃいましたように、申請ができるようになったと。また担当の職員の方も相

談業務が軽減される中で、効果も得られるということも電話でお聞きしました。本当にハード

面もありますけども、特に笛吹市はソフト面でも皆さまが本当に安心して市役所に行ける、相

談ができるような、今後も窓口の体制をお願いしたいと思っております。 
 では、２問目に移らせていただきます。 
 ２点目として、うつ病対策について伺います。 
 うつ病の早期発見のため、携帯電話やパソコンを使い、気軽にメンタルヘルスを確認できる

心の体温計を導入する自治体が増えています。国や全国の自治体で自殺防止対策が強化される

中、自殺に至る原因や動機として健康、経済、生活、家庭などの問題を挙げており、自殺する

人は直前にうつ病などの精神症状を起こしている場合が多いことなどが分析されています。 
 心の体温計は、人間関係や生活の充実度など１３項目の質問に答えることにより、利用者の

心理を判定し、結果は利用者自身を表す水槽で泳ぐ赤い金魚や、社会的ストレス度を示すネコ

など多数のキャラクターと落ち込み度に従い濁る水の透明度として表現され、利用者は心の心

理状態を視覚的に確認できます。身近な人の心の状態をチェックする家族モードと育児ストレ

ス度などを調べる赤ちゃんママモードもあります。それぞれの結果判定の画面では市、県の相

談窓口や専門病院などの連絡先を紹介しています。心の状態をセルフチェックし、自分の心の

健康に対する意識や不安を持つ方の早期発見や診療に役立つ心のものさしになります。心の体

温計のサービス提供を本市のホームページに導入を提案いたしますが、市の考えをお伺いいた

します。 
〇議長（小林始君） 

 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、荻原保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（荻原明人君） 
 川村惠子議員の一般質問にお答えいたします。 
 笛吹市におきましては、うつ病対策として市民を対象とした心の健康相談を年４回実施して

おり、心療内科医師、精神保健福祉相談員、保健師により相談の段階から顔と顔を向き合わせ

た取り組みで、ケースに応じ専門機関へのつなぎを行っております。また、産後うつ病の早期

発見として対象者にうつ病チェックの実施や各健康づくり講座の中で、うつ病についての講話

を取り入れ、啓発と理解に努めております。 
 なお、平成２２年度からは、自殺予防対策としてゲートキーパーの養成講座を継続して実施

しており、心の悩みや問題を抱えている人に対して、傾聴、つなぎ、見守りなどの対応ができ

る方を養成しております。 
 ご質問の心の体温計につきましては、気軽にいつでもセルフメンタルチェックができ、その

場で結果に基づき相談窓口を紹介できるシステムであり、全国的に増大する自殺者の低減に資

するものとして、都市部の自治体で導入されております。現在、山梨県内では導入している自

治体はありません。 
 心の体温計は、身内が家族の様子が少しおかしいと感じても、なかなか相談などの具体的な

行動に移れないケースが多い中、簡単な質問に答えるだけで、一定のものさしとなるものが提

供され、相談先も紹介されるので早期発見には有効と考えられます。一方でセルフチェック後

の個別の相談対応を市が行う場合には、精神保健福祉相談員のような専門職がいないことなど
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が課題でもあります。 
 今後、本市におきましても、このシステムを導入している自治体の利用状況や効果などを参

考にしながら、研究・検討をしてまいりたいと考えております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 再質問、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。 
 今、部長の答弁の中で平成２２年度から自殺予防対策としてゲートキーパーの養成講座を継

続して実施しているという答弁でしたけども、２２年度ですから、ある程度、何人かの方がなっ

たと思うんですけれども、今の現状と状況をお聞かせください。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、荻原保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（荻原明人君） 

 再質問にお答えいたします。 
 自殺予防対策としてのゲートキーパーの養成事業の関係のご質問でありますけども、全国の

自殺者数というのが平成１０年以降、１４年連続して３万人を超えていると。高水準と。そう

いったことから国の自殺対策緊急補助事業というのがございまして、笛吹市でもその事業を導

入いたしまして、平成２２年と２３年の２カ年、ゲートキーパーの養成事業を行いました。平

成２２年には３回、養成講座を開催。平成２３年には４回、開催をいたしました。対象者は地

域の民生委員さん、それから保育士の皆さん、それから市の職員でありまして、平成２２年度

には１２０名の方をゲートキーパーとして、講座のほうを終了していただいております。２３年

度には１６１名、合わせて２８１名のゲートキーパーの養成ができたと。国の補助事業は２カ

年でしたけども、平成２４年度も県の補助事業としてございますので、ゲートキーパーの養成

講習を引き続き行う予定であります。 
 ゲートキーパーというのは自殺予防の門番ということで、心の悩みや問題を職場とか地域の

中で抱えている人に対しての見守りとか気づき、それから関係機関へのつなぎなんかをしてい

ただく方ですけども、現在、笛吹市には２８１名ということで、養成講座を終了された方がい

らっしゃいます。 
 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） 
 今、２８１名の方がゲートキーパーという、講座を受けたという答弁だったんですが、その

方たちが地域をまわっていただいたり、相談を受ける中で関係機関につなげたという事例はあ

りますでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、荻原保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（荻原明人君） 

 再質問にお答えいたします。 
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 ゲートキーパーの養成もまだ始まったばかりでして、そのへんの数についてはまだ確認でき

ておりませんので、また確認でき次第、なんかの機会にご報告をさせていただきたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 
〇議長（小林始君） 

 川村惠子君。 
〇２１番議員（川村惠子君） 

 このゲートキーパーの養成講座は２４年度も行われるというふうな答弁でしたけども、一般

市民の方ももちろん講座を受けることは可能でしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、荻原保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（荻原明人君） 

 再質問にお答えいたします。 
 先ほどの説明の中で民生委員さん、それから保育士、市の職員ということでご説明しました

けども、そういった方がほとんどで一般の市民の方も参加することは可能でございますので、

また広報等をしてまいりたいというふうに思います。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 川村惠子君。 

〇２１番議員（川村惠子君） 
 数多くの方が見守るという意味で、養成講座を受けることが必要かなというふうに思いまし

た。それから先ほど部長の答弁の中で、精神保健福祉士が笛吹市にはいないという答弁でした

けれども、今後そういった方をできるような形というか、何かありますでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、荻原保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（荻原明人君） 

 ただいまの再質問で精神保健福祉相談員の設置とか、そういった今後の見通しについてのご

質問かと思いますけども、総務部の人事関係の当局とも協議をしながら課題とさせていただき

たいと思います。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 川村惠子君。 

〇２１番議員（川村惠子君） 
 ぜひ７万２千人の市民の方がいらっしゃいますので、また多岐にわたって専門分野の方がい

らっしゃると私たち市民も安心かなというふうに思いますので、ぜひそのへんよろしくお願い

いたします。 
 先ほどの心の体温計ですけども、最近、各家庭においても携帯電話やパソコンが普及し、こ

れらを利用して情報を入手する若いお母さんたちが増えています。今もこのことを通して、う

つになる若い世代をターゲットに予防の対策として、こういう本システムを導入したというふ

うになっております。ぜひ、そういった意味では手軽に、気軽に判断できるということを、い

ろんな先進の、やっているところもございますので、そういったところをさらに研究していた
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だいて取り組んでいただきたいと思います。 
 その中で、もし導入していただくにあたって、笛吹市のホームページをあけますと、なかな

かこれの情報に行き届くまでには、何回もクリックしないとできないということがありますの

で、ぜひそのシステムを導入した場合、ホームページを見れば、１回クリックすればできると

いうような形をとっていただきたいと思うんですが、その点はいかがでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、荻原保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（荻原明人君） 

 再質問にお答えいたします。 
 心の体温計の導入について検討させていただきますけども、それを導入した場合にホームペー

ジの分かりやすいところにバナーというんですかね、心の体温計にすぐ入れるようなことを検

討してほしいということだと思います。それも含めまして、前向きに検討をさせていただきた

いと思います。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 川村惠子君。 

〇２１番議員（川村惠子君） 
 笛吹市においても、職員の方の中にも本当にうつ病で休職されている方がいらっしゃるとい

うことを委員会等で伺いました。また笛吹市においては、職員に対してうつ病対策としてどの

ようなことを行われているのか、お伺いしたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、雨宮総務課長。 
〇総務課長（雨宮寿男君） 

 再質問にお答えいたします。 
 笛吹市においても合併以来、精神的な疾患等によりまして一時的な休養をされている職員、

また職場を離れた職員等１０数名いるかと思います。そんなようなことから、市では毎年メン

タルヘルス研修のほうを実施しております。現在では多くの職員が受けられるように、市町村

職員研修所から市のほうに出張をいただいて、研修を行っているところであります。 
 この内容については管理職向けの研修と、それから一般職員向けの研修を行っているところ

でございますけども、管理職向けの研修においては職員の状況に目を配るというような内容、

それから一般職員向けについてはセルフチェックができるような内容になっているかと考えて

おります。 
 またメンタルヘルス以外にも人事１１０番の制度ですとか、あるいは法律に基づく職員労働

安全衛生委員会の設置等によりまして、職員の労働条件の充実、健康管理に努めているところ

でございます。 
 以上でございます。 

〇議長（小林始君） 
 川村惠子君。 

〇２１番議員（川村惠子君） 
 今の課長の答弁の中でメンタルヘルス研修を管理職、一般職の方として行っているというこ
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となんですけども、一人でも多くの方が受けられることが望ましいんですが、一人でも多くの

方が受けられるような体制として、市はどのようにされているんでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、雨宮総務課長。 
〇総務課長（雨宮寿男君） 

 先ほどもふれましたけども、職員研修所のほうから市のほうの施設へ来ていただいて受けら

れるよう、受けやすいような状況をつくるとともに、その講座の回数を数回設けることによっ

て、職員が交代で研修を受けるというような状況をつくり出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） 

 川村惠子君。 
〇２１番議員（川村惠子君） 

 本当にうつ病というのは他人事ではありませんし、それぞれ何がきっかけでそういった形に

なるかも分かりませんけども、健全に生活をしていくことは市民一人ひとりが望むところでも

ありますし、本当に先ほどもお願いしましたけども、ハードの部分も必要ですけども、本当に

心と心のつながり、人を思う心のつながり、ソフトの部分が充実される笛吹市に臨むことを願

いまして、一般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、川村惠子君の一般質問を終了いたします。 
 関連質問を許します。 
 （ な し ） 
 関連質問を終わります。 
 本日は、これにて一般質問を終了いたします。 
 また明日は議事の都合によりまして、休会といたしたいと思います。 
 これにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 ２１日に延会といたします。 
 よって本日の会議はここまでに留め、延会することに決定いたしました。 
 また明日２０日は、休会とすることに決定いたしました。 
 次の本会議は２１日、午前１０時から再開いたします。 
 本日は、これをもちまして延会いたします。 
 ご苦労さまでございました。 

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

延会  午後 ５時１０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。 
 本日も上着は脱いでも結構です。 
 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。 
 報告事項を申し上げます。 
 本日、１４番 寳修君より欠席届が提出されましたので、報告いたします。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小林始君） 
   日程第１ 「一般質問」を６月１９日に引き続き行います。 

 １５番、新田治江君。 
〇１５番議員（新田治江君） 

 おはようございます。 
 はじめに台風４号では予期せぬ早い台風、そして予期せぬ突風、強風により境川地区では大

きな被害が出ました。特に私の地元の寺尾地区ではスモモが散乱して、また小黒坂では収穫前

のはなよめ、日川白鳳などがもう本当に散乱、落下したようです。もろこしなんかも本当に倒

れていました。農家の皆さまには、お見舞い申したいと思います。今後、このような被害が拡

大しないようなことを祈ります。 
 では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。 
 １問目。境川町大窪地内、土佐犬咬傷事故について。 
 境川町大窪在住の市民の方が土佐犬に噛まれて亡くなりました。死亡事故を重く受け止め二

度と繰り返さないため、行政・市民・地域ぐるみで取り組む必要があると思います。市民の方

からも声が挙がっています。市としての今後の取り組みについて、質問いたします。 
 １．防止に努めるため、それぞれ関係する機関に申し合わせ事項として笛吹市としての指針

を示してほしい。 
 ２．歩いて通う小学生、また中学生についても遭遇する可能性が十分あります。昨年、峡東

管内の咬傷事故は１２件あったようです。学校現場での取り組みについて、お聞きします。 
 ３．以前は衛生指導員さんの関わりがありましたが、現在はどのような状況になっているの

か、お聞かせください。 
 ４．住民の声として行政の対応は、２月に近所の人が噛まれたとき、境川支所は本庁に、本

庁は保健所にとたらい回しされた。あのとき、なんとかしていれば事件は起こらなかった。
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悔やまれてならないと言っていました。住民の方はそう感じたようです。二度と繰り返さ

ないために、今後対応をどのようにしていくのか、お聞かせください。 
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。 
 はじめに市としての今後の対応（指針）についてでありますが、まず今回の咬傷犬事故でお

亡くなりになられた方と、その遺族の方々に対しまして心から哀悼の意を表したいと思います。 
 本市では、これまでも犬の飼い主さんに対する犬の適正飼育については、ホームページや広

報ふえふきおよび犬の飼い主マナーに関するチラシ等により、指導・啓発に努めてきたところ

でありますが、今回の事故が起きてしまったことは、大変残念で重く受け止めているところで

あります。 
 今後の市の対応といたしましては、犬の飼い主さんには飼い主の責務として安全の保持や人

への危害、迷惑を及ぼすことのないように犬の飼育や管理について徹底を呼びかけ、一層の普

及啓発により再発防止に努めていきたいと考えています。 
 次に子どもについて、学校現場での取り組みについてでありますが、事故当日、教育委員会

では消防防災担当からの一報を受け、直ちに確認のため境川小学校に緊急連絡を行っていた最

中、犬が確保された旨の連絡を受け、学校にも伝えました。幸いにもこの日、境川小学校では

家庭訪問があり、子どもたち全員が帰宅したあとのことで事なきを得ました。 
 このことで、教育委員会および学校が再確認したことは、行政や地域住民の皆さまと学校と

の普段からの連携の必要性です。どこに危険が隠れているのか、どこにどんな心配があるのか

など、地域・保護者と学校とがこれまで以上に密接な情報交換ができるよう、お互いに情報発

信をしていかなければならないと考えております。 
 次に環境指導員さんとの関わりについてでありますが、環境指導員さんには環境衛生、環境

美化の普及を図ることや、環境保全のための諸活動の実践等を任務として活動をお願いしてお

り、犬の飼い方については、あくまでも飼い主さんのモラルとルールの問題であると考えます。 
 しかし、地域の安全・安心の観点からも障害になっている状況がある場合には、地元住民を

はじめ区長さんや環境指導員さんからの情報提供や通報など、ご協力をいただき対応している

状況であります。 
 今後もさらに地域の安全・安心のため、犬の飼い方に対するトラブル等、危害防止の観点か

ら地域の環境指導員さんには、速やかな情報提供をお願いしてまいりたいと考えています。 
 次に咬傷犬事故時における支所および本庁の対応についてでありますが、咬傷犬事故におけ

る対応については、咬傷犬の飼い主および咬まれた人は山梨県動物の愛護及び管理に関する条

例に基づき、直ちに県知事に届ける必要があります。本市の場合、峡東保健所に通報すること

になります。これを受けた保健所では、飼い主さんから咬傷犬等に対する聞き取りを行い、措

置命令を出すという流れになっております。 
 ２月に発生しました咬傷犬事故の対応につきましても、当事者の家族からの一報を受け、３月

２日に峡東保健所をはじめ本庁・支所担当者も同行し、咬傷犬の飼い主さんに対し、指導と措

置命令を行ったところでありますが、こうした中で今回のような事故が起きたことは、誠に残
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念であります。 
 今後も犬の飼い主さんに対し、より一層の適正飼育・管理の徹底を図るとともに、保健所・

市環境推進課および支所による連携の強化を図るなど、適切に対応してまいりたいと考えてい

ます。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 再質問、新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 
 事故当日、亡くなられた家族の方も二度とこういう事故は起こさないようにしてくださいと

強く言っていました。また近隣の方からは、何年も前から被害を受け、この何年、口もきいて

いないと言っていました。保健所、警察行政が来たんですが、やはり檻の管理だとか、そうい

うことだけで、ちゃんとしなさいということで終わったようです。でも住民生活の安全が確保

できていなかったということは、事実だと思います。今後、もう一歩踏み込んだ行政としての

運用ができないものかお聞きしたいと思います。 
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） 

 新田治江議員の再質問にお答えをいたします。 
 答弁でも申し上げましたが、２月の咬みついた件を受けまして３月早々、保健所から措置命

令を行っていた矢先の今回の事故でありました。誠に遺憾でございます。 
 犬の管理については、まずは飼い主の責任において飼育されるということがまず大原則であ

ります。しかしながら地域の安全、あるいは安心という確保につきましては、犬の管理を所管

しております山梨県、それから協力ということの立場で市、これらが連携を図りながら的確な

運用を図ることが必要だと思います。今後も強力に取り組んでいく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） 
 新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 
 今の部長の答弁で所管しているのは県と言っていましたが、住民が困っているとき、身近な

支所を一番頼りにしています。連絡を受けたら、すぐにでも飛び出してもらえる体制づくり、

また地域の顔の分かっている担当者などがいて、すぐにでも対応してほしいということを思い

ます。施設の充実を望みますがその点はいかがでしょうか。事故が起きたのは２月２２日で、

そして保健所が来たのは３月に入りました。すぐにでも飛び出せるような体制づくりについて、

お聞きしたいと思います。 
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） 

 新田治江議員の再質問にお答えします。 
 一報を受けました支所職員の対応でありますが、今回のような咬傷事故など緊急を要する場

合には状況把握、現場での対応が急務かなというふうに認識をしております。反省するところ
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は反省をして対応してまいりたいと思います。少しでも早い対応がとれるよう、今後は人事担

当課とも連携を図りながら一層の取り組みをしていきたいと思います。 
 それから支所の職員につきましては、職務を遂行する上で地域を知るということがまず一歩

ではないかなと思いますので、その点につきましても徹底していきたいというふうに思います

ので、よろしくお願いいたします。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 
 住民はやはり一番、支所を頼りにしています。ぜひ支所の充実ということで望みたいと思い

ます。やはり支所に行って、知らない人が多かったりすればとても不安にもなるし、本当は地

域の知っている顔の人のほうがいいと、すごく地域の住民の人も思っています。その点、今後

の課題にしてもらいたいと思います。 
 それから飼い主さんのマナーについてですが、ホームページや広報、チラシで啓発はしてい

ますが、見ない方もおおぜいいると思います。行政、地域住民、関係機関と協力し、いつでも

話題にして地域ぐるみで問題にあたってほしいと思いますが、この点についてお答え願いたい

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） 

 答弁の中でも申し上げましたけども、市ではこれまで広報誌、あるいはホームページ、ある

いは飼い方の教室マナー等を開催しまして、またチラシ等の配布も行いまして啓発に努めてき

たところでございます。 
 しかしながら新田議員ご指摘のとおり、なかなかそういったものを見ない方もいらっしゃる

ということでございますので、これは関係機関、また地域の皆さまとあらゆる機会を通じて啓

発に努めていきたいというふうに思います。 
 なお、事故のありました大窪区では大型犬の注意を喚起する看板を地域の総意といいますか、

区の総意で看板を設置したというふうなことも聞いております。市といたしましても、適切な

対応をしていきたいというふうに考えております。 
 以上、答弁と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） 
 ぜひ地域住民、関係団体と協力して地域ぐるみで問題にあたってほしいと思います。そして

大窪区のほうで大型犬の注意を喚起する看板を立てたと言っていましたが、これは事故前です

か、事故後ですか。 
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） 

 新田治江議員の再質問にお答えします。 
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 事故後でございます。 
 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） 
 今、事故後と言いましたが、もっと前に地域で話し合いができていて、そして区でもそうい

う取り組みができたならば、もしかしたら時間帯を、犬の歩く時間帯とか、そういう時間帯を

ずらすとかということで、もしかしたら避けられたかもしれないということを思うと、やはり

もっと前になんかしておけばよかったなという、本当に反省が残ります。でも今後、やはりそ

うやって区でもお話し合いをしたということで、そんなことをやはりみんな地域ぐるみで、こ

とにあたってほしいと強く思います。 
 それと大型犬の扱い方ですけど、土佐犬とかドーベルマンとかそんなふうな指導はどのよう

にしているんでしょうか。 
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） 

 新田治江議員の再質問にお答えいたします。 
 今、新田議員がおっしゃったように、大型犬というのは一般的な種類を申し上げますと秋田

犬とか、今回の事故がありました土佐犬とかドーベルマンというのが大型犬の種類に入ります。

本市には５００頭ぐらいの登録はされております。 
 今回の事故を受けてでございますが、チラシとかホームページ等で注意喚起をしたのはもち

ろんでありますが、先ほど申し上げた飼育者５００頭、飼育されている方には個別通知を行い

まして周知を図ったということでございまして、大型犬を特別、県の条例でこう飼いなさいと

いうことは、一般的の犬と同じような決め方といいますか、飼い主の管理をしていただくよう

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） 
 新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 
 指導については個別通知でしているということですが、その指導の中で今、飼う人の身体的

条件というんでしょうか。例えば大型犬、今回の場合も１メートル６０くらいあった大きな犬

ですが、そんな犬をいつでも制止できるような状態、またそのとき本人は透析もしたりして健

康状態には、そういう大型犬を制止できるような状態だったのかなということも近隣の人たち

は疑問になっています。一人の命の重さを考えたときに、やはりそういうふうな指導のときな

んかでも、身体的条件ということでも検討課題に、指導の中にも入れられるようなことはでき

ないんでしょうか。 
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） 

 先ほど申しましたように、まず犬の管理は飼い主だということでございますと、その飼い主
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の年を重ねますと、そういう状況が出てくるということも考えられます。その点につきまして

は、犬の管理については先ほど申し上げたように県でございまして、県の担当者ともそういう

ような話を申し上げておきたいというふうに思います。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 
 ぜひ犬の管理は県ということですが、やはり一番、動物なんかは地域が密着しているので、

そんなことも県のほうの検討課題の中に入れるよう、お願いしたいと思います。 
 それと市長に聞きたいんですけど、５月３日の事件後の朝ですけども、大窪の地区の女性が

市長のところに事故のことで電話を入れたようです。そうしたら市長は課長に聞いてから返答

しますということで、そのままいまだ返事がないと、昨日会って話をしたんですけども、いま

だに返事がないということでしたが、それについてはいかがですか。 
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） 

 女性から市のほうにも連絡がございまして、休みの日に市長のところへ電話したということ

のようでございました。それにつきましては、市長のほうから環境推進課のほうで話を受けま

して連絡をしてございます。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 
 でも本人は市長からの電話を待っているようですので、ぜひしてあげてください。やはり市

民は市長を一番頼りにしています。だからそんなときは、市長の声でないと納得いかないとい

う気がしますので、ぜひ市長、どう思いますか。 
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） 

 再質問にお答えします。 
 私どものほうで連絡も何もしなくていたんであれば、それは大変申し訳ない、また連絡をし

なければいけないと思いますけども、市長がすべてをするというわけにもまいりませんので、

それにはいろいろ部署があるわけですから、部署で適切に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） 
 新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 
 市長、それは違うと思います。やはり市民は市長の声というものをすごく大切に受け止める

ものなので、やはりそれを部長に課長にとかということではなく、ぜひしてください。市長、
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どうして答えてくれないんですか。 
〇議長（小林始君） 

 荻野市長。 
〇市長（荻野正直君） 

 今の件につきましては、もちろんすべての問題に私はお答えすることもできない部分もある

わけですけども、できる限りお答えをさせていただいておりますし、この件につきましても当

日の朝、電話をさせていただいて、のちほど担当課から、私が間違ったことを申し上げたら失

礼になりますから、きちっとお答えをさせていただきますと。私が直接お答えするという約束、

これは見解の相違になりますからあれですけども、そのように私は早朝、電話をいただきまし

た。時間も大体覚えておりますけども、きちっと答えさせていただいて、その方もそれで、で

はできるだけ早くしていただきたいということで、納得していただいたというふうに私は理解

しておりますけども、できる限りいろんな問題が、もちろん数々の問題が寄せられますけども、

例えば市長への手紙にしましてもなんにしましても、できるだけしっかりお答えするように努

めているつもりであります。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 
 よく分かりました。では大窪のことにもそのように、私、部長のほうから返答しますと言っ

たということを伝えておきます。本人が勘違いしたのかしれませんけども、このことを伝えて

おきます。でも市長の声をすごくみんな、市民は待っているということは承知しておいてくだ

さい。 
 今までのことから、やはり学校の子どもについても本当に遭遇する可能性もあるので、地域

住民との連携で情報交換をしてほしいし、環境指導員さんにも区での話しかけ、情報提供など

の呼びかけをお願いして、やはり行政と地域が一緒になって進んでいくことだと思いますので

お願いしたいと思います。 
 ２問目の質問に入ります。笛吹市名誉市民表彰について。 
 合併協議項目の中に新市になってから調整、検討する項目の中に名誉市民表彰が入っていま

す。最近の新聞でも忍野の名誉村民の記事が掲載されていましたが、笛吹市としては旧町村の

条例を踏まえた中でどのような調整、検討がなされたか、進捗状況について質問いたします。 
〇議長（小林始君） 

 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、風間経営政策部長。 

〇経営政策部長（風間和仁君） 
 新田治江議員の一般質問にお答えさせていただきます。 
 笛吹市名誉市民表彰につきましては、合併協議の中で、新市において新しい基準により選定

することとされております。合併前の旧町村において、規則・条例を定める中で名誉町民、名

誉村民として受賞された方もいらっしゃいます。合併時において記録名簿に記載されておりま

す。合併以後の功績に対する表彰につきましては、表彰規則を設ける中で特別功績者、功績者

の表彰を行って、対応してまいっております。名誉市民の選考基準には市の名声を高める業績
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と、ある程度の在住期間なども併せ、要件となろうかと考えます。 
 今後、笛吹市の歴史が刻まれる中で、名誉市民の称号を授与すべき機会も予想されますこと

から、準備を進めてまいりたいと思っております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 ２問目、再質問、新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 
 その予定は、いつごろを予定しているんでしょうか。 

〇議長（小林始君） 
 風間経営政策部長。 

〇経営政策部長（風間和仁君） 
 いつごろかということでございますが、この１０月で笛吹市も合併８周年を迎えます。いろ

いろな節目として１０年ということも考えられるわけですが、今現在、特別功績者表彰とか、

そういった方々の表彰を行っている中で、旧町村時代に３５名ほどの方がいらっしゃいました。

今現在、ご存命な方は芦川村の名誉村民の方ですかね、その方が８名いらっしゃいます。そう

いったことを鑑みますと、そういった時期が近いうちにはこようかと思いますので、その状況

が出たところで対応していきたいと思っております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 
 せっかちですが、来年の市制祭にはどうかなと思いましたけど、まだちょっと時間がかかる

ようですね。そして後先になってしまったかもしれないんですけど、名誉市民条例については

どのようになりますか。 
〇議長（小林始君） 

 風間経営政策部長。 
〇経営政策部長（風間和仁君） 

 やはり条例を制定して名誉市民の表彰を、また授与を行っていきたいと思っております。や

はり、その時期がきたところでということで、条例もそこそこ素案的なものはございますので、

制定するということになりましたら、すぐに対応していきたいと思っております。やはりそう

いった方々がいらっしゃるということが、われわれも情報収集を当たっております。また非常

にご功績のある方が出てきたところで、即座で対応できるような体制、準備はしていきたいと

思っております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 
 この質問も市民の方から名誉市民表彰はどうなっているんだなんてことを聞いたものですか

ら、市民はこういうことも楽しみにしていますので、なるべく早いうちに進めて仕上げてほし

いと思います。お願いします。 
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 以上で、質問を終わります。 
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。 
 （ な し ） 
 関連質問を終わります。 
 一般質問を続けます。 
 ４番、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。 
 第１問のアリーナ建設構想は、中止が妥当というタイトルで質問いたします。 
 笛吹市のアリーナ建設問題は笛吹市だけではなく、県民の大きな関心事になっていることは

ご承知のことと思います。山梨県に住む人間にとっては、山梨県すべてがふるさとだと思って

くれている人も多いので、私には会う人ごとに笛吹市はどうなっているのかと心配しながら興

味を示してくれます。今までに会った人からは、全員からあの施設は無駄だなと言われていま

す。この思いは私の心を今まで強くしているところです。 
 その一番の理由は、少子高齢化で人口減がどんどん進んでいるということです。このことを

無駄という理由はいろいろありますが、なんといってもその理由は少子高齢化で人口減がどん

どん進んでいるということです。このことを身近な例でいいますと、年代別の人口構成でずば

抜けて多いわれわれ団塊世代の５年間の人口は、全体の１０％を占めております。これが少子

化が進めば、またこのパーセントとはどんどん増えるところでございます。 
 例えば、アリーナができたとしても使えるまでには５年以上はかかるだろうと私は思ってお

ります。そのときには私も７０歳に突入いたします。健康づくりも交流づくりも高齢者には地

元の公民館に行くほうが使い勝手がいいし、楽です。またそのころになると、消費税も１０％

になるかもしれません。介護保険料も毎月上がり１万円近くなるかもしれません。都市計画税

も市民税も上がるものばかりで、市民の生活はますます苦しくなることは明らかです。しかも、

この事業はとてつもない巨大なもので、１市で行うにはあまりにもリスクの大きすぎる仕事だ

と思います。他の大型プロジェクトである石和温泉駅、砂原橋、バイオマス、ふるさと公園な

どはすでに着工しておりますので、もう後戻りできない状況になってしまいました。そして、

これらの事業も役所で当初考えていたものよりずっと大きな計画になりまして、それぞれ莫大

な予算になってしまいました。合併特例債の魔力にかかってしまわなければよいのですが、と

てもあとのことが心配でなりません。 
 そして私の経験からですが、大きな事業には多くの設計に時間とお金がかかります。また建

設工事には、変更増も考えに入れておかなければなりません。ですからもうこれ以上、事業を

進めるようなことになると市の財政はぱんぱんになり、一般行政全般への余裕もなくなって悪

影響を与えるのではないかと思います。そしていずれやってくる借金返済時期になったら、こ

んなはずではなかったと。小さな市役所が身動きできなくならないかと心配しております。と

にかく多くの県民、市民はこの施設は無駄な施設だと今でも謳っております。 
 そしてまた現地に周辺を見渡してみれば分かることだと思いますが、このような大きな集客

施設を造るような立地条件としては、ふさわしくないところに無理して造ろうとしているので、
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周囲と整合して開発計画を立てるのが難しくなっています。結局、余分なお金がかかるし、時

間もかかります。災害も心配です。周辺住民には迷惑になります。しかも少ない職員でタイム

リミットを気にしなければならない事業でもあり、これからの詰めの作業はさらに大変になる

と思います。もう一度、社会全体の空気を真摯に読み取って早い常識の判断を促したいと思い

ます。 
 ここで現在までの進捗状況の中で疑問に思っている内容について、以下伺います。 
 １番目ですが国道２０号線、いわゆる勝沼バイパスからアリーナ計画地入り口が近すぎます。

大きな大会があるときには、バイパスがつながってしまうのではないか。また関係機関である

国土交通省、警察、公安委員会、県の県道整備部などとの交差点協議もこれから必要です。５差

路の対応、サンワリース会社の事業所の入り口、イベント開催時の大渋滞の慢性化などで周辺

環境への影響はどう対応するのか、伺います。 
 ２としまして、ＪＲ石和温泉駅利用者のアリーナ地点、成田地区までの交通機関は確保でき

ているのか。高齢者や子どもなどＪＲ利用者の利便性確保のためには、バスか何かでピストン

輸送ができなければならないと思いますが、現在の計画の様子を伺いたいと思います。 
 ３番目は、近隣市の集客施設はほとんど１カ所ですが、本市は旧町村に規模は小さいですけ

ども１施設ずつあります。トータルの指定管理料は大きな予算であります。年々超高齢化、少

子化が進む中で利用の減少は明白です。これ以上の維持管理負担は、財政を圧迫するものであ

ると思います。現在の市全体の、このような施設の維持管理料のトータルはどのくらいになる

のか伺います。 
〇議長（小林始君） 

 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、風間経営政策部長。 

〇経営政策部長（風間和仁君） 
 北嶋恒男議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに、道路周辺環境への対応についてであります。 
 多機能アリーナのイベント開催時には、短時間に多くの車両が出入りすることが予想されま

す。多機能アリーナの中心的な進入路は市道１－２６号線となりますが、１路線１方向へ集中

することは渋滞の原因となりますので、いかに車両を分散させるかが課題だと考えております。

このため国道２０号線成田交差点の改良や周辺道路整備について、道路管理者や関係者と協議

を進めているところでございます。 
 次にバス輸送の可能性についてでありますが、現在、多機能アリーナ周辺での石和温泉駅か

らのバス路線といたしまして、市営芦川バス、山梨交通の敷島、甲府駅、県立博物館線の２路

線が県立博物館までの区間を運行しております。両路線を合わせると往復各７便が運行してお

ります。今後、経路や便数、またシャトルバスの可否等を検討していきたいと思っております。 
 次に市全体の維持管理料のトータルはについてでありますが、現在、本市では５７の施設に

ついて指定管理者制度を導入しております。導入している施設は、教育文化施設や体育施設の

みならず温泉施設、公園、農業振興施設、児童館、福祉センターなど多岐にわたっております。 
 指定管理料につきましては、平成２３年度決算見込みでスコレーセンターとスコレーパリオ

を合わせて３，４００万円、いちのみや桃の里ふれあい文化館が約３，７００万円、いちのみ

や桃の里スポーツ公園と一宮スポーツ広場を合わせて約２，１００万円、５７施設合計で約５億
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６，４００万円であります。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 １問目、再質問、北嶋恒男君。 

〇４番議員（北嶋恒男君） 
 １番目の例の国道との交差点のサンワリース会社との入り口のところですけども、現在、サ

ンワリースのほうも１日に１５０台ぐらいのトラックの往来があるとお聞きしております。そ

んなことで非常に狭い入り口でございまして、事業を粛々と進めるには、その渋滞対策を市と

してはどのようにお考えか、お聞きしたいと思います。現在までの状況をお聞きしたいと思い

ます。 
〇議長（小林始君） 

 風間経営政策部長。 
〇経営政策部長（風間和仁君） 

 答弁の中で説明させていただきましたが、交差点改良を考えております。市道１－２６号線、

９５０号線ですが、幅員約１０．５メートルの道路を考えております。またバイパスの交差点

でございますが、右折レーンでございますが、その右折レーンの延長等を含める中でいかに渋

滞解消をするかということで関係機関と調整を行っております。また答弁の中でお話をさせて

いただきましたように、１路線１交差点ですと非常に渋滞等が予想される中で、この迂回策も

今、検討しているところでございます。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 北嶋恒男君。 

〇４番議員（北嶋恒男君） 
 それでその現在、その交差点協議ですけども、関係機関とどのような進捗状況か。これは非

常に時間もかかる、何年もかかるということを聞いておりますけど、現在の状況はどんな協議

の内容でしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、風間経営政策部長。 
〇経営政策部長（風間和仁君） 

 先ほど申し上げましたとおり、滞留期間、交差点会議の中では右折レーンの長さの問題です

ね。今、ある長さより長くする。それがバイパス側も含め、また市道側も含め、今、検討して

いるところでございます。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 北嶋恒男君。 

〇４番議員（北嶋恒男君） 
 専門的になりますのでこれ以上はお聞きしませんけど、進捗に合わせて頑張っていただきた

いと思います。 
 その次に駅の前のバスの停留がないということで、今、在来線のバスを利用ということです

けども、非常に東京から首都圏から、いろいろなイベントがあったときには、子どもさんやら
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大人、高齢者、電車を利用してくると思います。その対応がそんなことでは、とてもお客さん

を呼べないということで、私はこういうことからもこの成田地区の場所は失敗作だったかなと

思います。そんなことで、そのようなもうちょっとイベント時のピストン輸送とか、そういう

ことは考えていないんでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、風間経営政策部長。 
〇経営政策部長（風間和仁君） 

 答弁の中でシャトルバスということを表現させていただきました。シャトルバスも今、南口

は結構手狭な部分がございますので、北口の今、開発を行っているところですので、その中に

シャトルバスが止まるようなところがあればということで、それも今ここでは確約できません

が、そういったことも検討させていただいているところでございます。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 北嶋恒男君。 

〇４番議員（北嶋恒男君） 
 先般、その北口の開発については、そういった大型のものは迂回できないということを聞い

ておりますので、ちょっとそのへんも不審でございます。 
 それでは次に維持管理料が、このアリーナは８千万円だということをよく言われております。

８千万円の中で対応していこうということですけども、この８千万円というのはどういう中身

の根拠でしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 風間経営政策部長。 
〇経営政策部長（風間和仁君） 

 多機能アリーナの管理運営基本計画というものを今年度、作成させていただいております。

その中の経費の試算という中で、特に維持管理費ということで計上させていただいております

が、これも今ある市の施設を参考にさせていただきながら試算をさせていただいております。

この項目ですと、光熱水費等を含める中で燃料費、電気料、修繕、そういったものを含める中

で一応８千万円ということを試算させていただいております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 北嶋恒男君。 

〇４番議員（北嶋恒男君） 
 これは今、実施設計をしているということで、そこで細かく出るんではないかと。まだ、そ

こまではいっていないということを今、分かりました。例えば佐久市の場合なんですけども、

管理料というのは幅がありまして、黙っていればいくらでも安くできるし、一生懸命やろうと

思えば、積極的にしようと思えば何億もかかるというものでございまして、ですから一概には

言えませんけども、やっぱりこの施設を有効に活用するためには、それなりの例えば人づくり、

交流づくり、健康づくりということをいっております。それなりの専門の方もそこに常駐しな

ければなりません。そういったこともまだまだ全然なっていないということですので、とても

ではないけども、まだまだ初歩の段階だなということを今、確認をいたしました。 
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 そういうことですので、今、例えば八代とか御坂とか、それぞれ一宮のホールもあります。

そういった今、集客施設のある各町村に１カ所ずつありますけども、それをトータルした維持

管理料はどのくらいだったでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、風間経営政策部長。 
〇経営政策部長（風間和仁君） 

 先ほどの答弁の中でお話をさせていただきまして、ちょっと区分がはっきり分からないので

すが類似施設ということで、スコレーセンターとパリオにつきましては約年間３，４００万円。

いちのみや桃の里ふれあい文化館につきましては３，７００万円かかる。また、いちのみや桃

の里スポーツ公園には体育館もございます。そういった体育館といちのみやのスポーツ広場、

スポーツ広場のほうには体育館がなくてテニスコートというような状況になっておりますが、

そこが合わせて約２，１００万円。指定管理者、全部合わせると５７施設ありまして、その合

計で５億６，４００万円ということでご説明させていただいております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 北嶋恒男君。 

〇４番議員（北嶋恒男君） 
 そういったいろいろの体育館とか、全部そういうことになると５億６千万円という、全部で

ということですけど、そうではなくてこういった施設ですね、集客施設、文化的なこと。それ

から多目的施設も含めましてですね。そういったことをお聞きしたかったんです。これはそれ

で分かりました。 
 では、次に第２問にまいりたいと思います。 
 仮称、笛吹スマートインターチェンジ供用に備えての地域活性化策について。 
 新しくインターができたからといっても、何もしなければ近隣の既設インターのように特別

変わるようなことはないのですが、それなりの受け皿を用意すれば、きっと地域が活性化して

変わってくると思います。大きな施設でなくても真心が感じられるような、人と人との交流を

図れる形をみんなで考えていくことが大事かと思います。 
 そこで以下、いくつかの提言をいたしますが、ご見解をお伺いいたします。 
 １に年々増えてきました遊休農地活用策として貸し農園の整備をして、県外からの新規就農

支援の対策を立ててほしい。例えば農業研修施設、営農指導員の拡大、ＪＡふえふきとの連携

をとっていただく。 
 次に２地域連絡骨格道路の整備といたしまして、勾配と曲がりの多い県道笛吹・市川三郷線

の整備の促進です。 
 それから３としまして、市内の自然・歴史文化などを掘り起こして地域の魅力を再認識し、

郷づくりへの活用をしてほしい。細かいことでも道路沿いの小広場の整備、優れた眺望や里山

景観の形成を図る。 
 次にインター周辺整備、来訪者の足止め策としまして、農産物直売所グリーンファーム共用

の駐車場拡大。それから温泉源がございますけども、その活用策を、例えば諏訪湖のサービス

エリアの温泉とか、そういったことで民間の事業者へのＰＲを促進していただいて、地域の活

性策を検討していただきたいということですけど、以上のことにつきましてご見解をお伺いい
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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。 

〇産業観光部長（豊角英人君） 
 北嶋恒男議員の一般質問にお答えいたします。 
 まずはじめに遊休農地活用策、新規就農者支援、ＪＡふえふきとの連携についてであります

が、まず遊休農地活用策につきましては市民農園の貸し出し、また整備を行い耕作放棄地につ

いても整備補助金を交付し、遊休農地の解消に努めております。また、新規就農者の支援対策

としては今年度よりＩターン、Ｕターンの就農者に対し支援する制度がスタートしたところで

もございます。これらの支援策を担い手対策の大きな柱とし、農業の活性化を図ってまいりま

す。またＪＡふえふきでは本年度から営農支援センターを新設し、農業の技術研修、農地の貸

付代理業務などを行い、地域農業の振興を図っております。 
 次に県道笛吹・市川三郷線の整備促進についてでありますが、若彦トンネル開通以前より本

市においては、道路管理者であります峡東建設事務所に要望を行ってきております。平成２２年

には御坂町・八代町両竹居区長よりカーブのきつい２カ所について、関係地権者の同意もいた

だき早期の整備を県に要望した結果、その２カ所につきましては平成２４年度より部分改良整

備に向け、県で取り組んでいただけることになっております。 
 また、八代町大口地内から新鳥坂トンネルまでの曲がりの多い個所についてもカーブ区間を

減少して、スムーズな通行が図れるよう県で検討いただけることとなっております。 
 次に自然・歴史文化など地域の魅力の再認識および道路沿いの小広場整備、また里山景観の

形成等についてでありますが、今まで以上にスマートインターチェンジ供用開始によります利

便性の向上をＰＲし、観光施策と合わせた地域の活性化を図ってまいります。 
 次にインター周辺整備、来訪者の足止め等についてでありますが、インター周辺整備および

来訪者の足止め策として農産物直売所グリーンファームの充実と合わせ、駐車場整備につきま

しても、スマートインターチェンジの供用を考慮する中で平成２３年度、直売所隣接地、約１，

３００平方メートルになりますが、新たに整備を行ったところであります。また温泉源の活用

等につきましても今後、検討してまいりたいと考えております。 
 今後、基幹産業であります農業と観光施策と合わせた地域の活性化を図るとともに、民間事

業者へのＰＲも積極的に促進してまいります。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 ２問目、再質問、北嶋恒男君。 

〇４番議員（北嶋恒男君） 
 ただいま非常に多岐にわたって前向きな検討をしていただくというお話をお聞きしまして、

大変心強く思いました。そこで、今のような思いをぜひ前向きに実現していただくために、地

元八代が中心になるばかりではなく、広域的にこういった検討委員のような方を選任していた

だいて、スマートインター地域活性化検討委員会というようなものを設置していただいて、来

たる４年後に合わせてどういったことができるかということで、そしてまた市としましてもこ

こから笛吹の温泉街だとか、いろいろなところの中心の場所でございますので、ぜひここのス
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マートインター、地元の要望でできたものですから、地元の受け皿が十分にできるように検討

委員会の設置をお願いしたいと思いますけど、それについて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） 

 スマートインターチェンジが開設になれば、当然ながら産業であり、また観光であり、非常

に大きなメリットが生まれてくると思っております。そういった中で特に観光等については今

現在、広域的な観光行政というのを進めております。今現在においても甲府を入れる中で甲州

市、山梨市、笛吹市という４市の広域的な観光推進を図っております。こういったもののＰＲ

ができるものと考えておりますので、それも含めた中で検討委員等の設立に向けての観光も含

める中で今現在、発足はしておりますが、インターチェンジに向けて新たな検討委員会を１つ

の課題として取り組んでまいりたい、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） 
 北嶋恒男君。 

〇４番議員（北嶋恒男君） 
 ここで最後になりますが、先ほどの１番との関連もございますが、当たり前のことですけど

も、よい公共事業は継続をしなければなりません。９月にはアリーナの実施設計ができ上がる

と報告がありました。ちょうどよいタイミングなので、市長の選挙公約にぜひ住民投票をする

ということを公約できないかと。いつまでも反対だとか推進派だとかといっていると、またこ

れから４年間、あたふたして・・・。 
〇議長（小林始君） 

 北嶋恒男君。住民投票の件については、通告外の質問でありますので。 
〇４番議員（北嶋恒男君） 

 そういったことでぜひ、反対だとか推進だとかということを解消する意味からも、そういっ

たことを考えますと、やはり市民の声を十分聞いた判断をしていただきたいということを強く

求めまして、これから４年間、市政がまた楽しく笑いのある仕事ができますよう願うものでご

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、北嶋恒男君の一般質問を終了いたします。 
 関連質問を許します。 
 関連質問を、野澤今朝幸君。 

〇３番議員（野澤今朝幸君） 
 第１問目の、多機能アリーナの建設は中止すべきだということに関しての関連質問をしたい

と思います。 
 一般質問の冒頭で市長も三選の出馬を表明したところですけども、この多機能アリーナ建設

の中止ということをわれわれ市民派クラブが言うのは、これは市民の合意ができていないとい

う観点からです。もちろんどんな事業でも１００％なんてことは、合意が１００％できるなん

てありません。ただ大方、合意ができているかどうかということは非常に重要なことで、これ

は当局も認めるところで、なかなか合意が進んでいないということで、いろんな手段を使って、
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今、強引にも取り組んでいるということです。 
 そう考えますと、この１０月に選挙があるわけで、これは市長にお伺いしたいんですけれど、

このアリーナ建設に関しての市民の合意を得るような、そのような形での選挙を行うのか。そ

れとも、もうすでに議会を通じて実施設計までいっている、こういう状況にあるから、それは

あえて市民の合意を得ようと、そのような形での選挙戦は行わないということなのか、そのへ

んの回答をいただきたいというふうに思います。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、荻野市長。 
〇市長（荻野正直君） 

 関連質問にお答えします。 
 アリーナの問題を私はすべてだというふうに思っておりません。７万２千人の笛吹市民がい

かに快適に、そしてここに住んでよかったという地域をどうつくっていくかということが私の

使命だと、また責任であるというふうに思っております。合併そのものもやっぱり旧町村時代

の財政状況でできないから合併をしたわけでありますから、その市にふさわしい地域づくりを

していきたいとこういう思いで選挙戦も戦っていきたいと、こう考えております。 
〇議長（小林始君） 

 野澤今朝幸君。 
〇３番議員（野澤今朝幸君） 

 分かりました。それは市政というものは、市の行政というものは本当に総合的なものであり、

個々の市民にとってもアリーナなんて問題ではないという人もいます。いろいろいるわけです

けれど、これだけ大きな市民を巻き込んでの争点になったということに対して、また市長が命

を賭けるというような発言もあったという観点からすると、非常に残念な答弁だというふうに

思います。 
 以上で終わります。 

〇議長（小林始君） 
 以上で、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） 
 議長の許可を得ましたので、通告に従って質問したいと思います。 
 まず第１問目は沢妻亭、これはすずらんの里の中の１施設ですけれど、そこの改修がほとん

どでしたので、沢妻亭の改修に問題はなかったかということで質問させていただきます。 
 ご存じのように、指定管理に関してはまだまだ行政としても経験値が浅い。経験してからま

だまだ日が浅いわけで、いろんな難しいところがあろうかと思います。その場に及んでケース・

バイ・ケースというようなこともあろうかと思います。だから今回の問題も非常にそういうと

ころから教訓が引き出せるかどうか、教訓を引き出すような問題でなかったのかどうかも今か

らの質問で分かるかと思いますので、よろしくお願いします。 
 もう１つはバイオマスセンターの、この間の説明でＤＶＯですね。デザイン、つまり設計、

建設、そしてオペレーション、運用まで、これをＤＶＯ方式、これを行政に任せて事業を進め

るんだと。そういう意味でこの指定管理のさらに拡大・拡充というような方向での事業かと思
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いますので、そういうような問題意識からも今回の改修の問題を取り上げたいというふうに思

います。 
 すずらんの里ですけれど、ここではよりクリアにするために沢妻亭というような言い方をし

ますけども、市の指定管理施設であるこの沢妻亭、この４月から新たに指定管理者が決まる。

３年間が終わって指定管理者が決まり、そして公募の結果、今までと違う新しい業者が決まっ

たということです。この新しい指定業者が実際、あそこで事業を始めたのは５月の連休のあと

というふうに私、認識していますけれど、それまでに非常に大きな改修がなされた。この改修

が建物が傷んだとか、あるいは不都合が生じたというような改修でなく、本当に模様替えとい

うような改修であったかというふうに私は、もちろん現場も見ていますけれど思うわけです。

これが公募の段階、どのような形で、その改修の話が出ているのかどうなのかということも非

常に分からなく、新しい業者が決まったら速やかに改修がなされたということですので、非常

に私自体、疑問に思うところもありますし、あれを見た特に芦川町民の方も指定管理業者が変

わるとあんなに大きく改修するのかというような疑問の声も聞いています。 
 それでまず第１にお聞きしたいんですけれど、このすずらんの里に関わる指定管理の公募か

ら決定に至る経過の説明等、今回の改修に予算計上あるいは予算執行、ここに関わる経緯の説

明をまず求めたいと思います。 
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。 

〇産業観光部長（豊角英人君） 
 野澤今朝幸議員の一般質問、沢妻亭の改修に問題はなかったかについてお答えいたします。 
 沢妻亭ならびにおてんぐさんおよび釣り堀の３施設を合わせて、すずらんの里施設としてお

り、２４年度から新たな指定管理者として協定を結んだところであります。 
 沢妻亭につきましは平成４年に開業以来、築２０年が経過しており、施設の老朽化が進んで

おりました。お客さまへのサービスの観点からも今までの施設の問題点、また改善点、集客増

員計画などのヒアリングを行い、改修の必要性を認めたものであります。このことにつきまし

ては平成２３年度１２月定例会において補正予算を計上し、ご承認をいただいておるものでご

ざいます。 
 施設改修の主な内容になりますが、厨房内の防水処理ならびにバリアフリーに伴うスロープ

の整備、大型バスでの受入可能席数確保のための座卓席の整備、また剥がれたタイル等の改修

であります。当施設は若彦トンネルの開通後、より多くのお客さまを誘導できる施設であり、

今後もお客さまの立場に立ったサービス提供ができるよう指導してまいります。 
 またリニューアルオープンの時期につきましては、４月１日の施設引き渡しのあと、一定の

訓練、清掃期間等、準備のための期間をとりまして４月１１日からのオープンとしております。 
 以上、答弁といたします。 
 なお、指定管理に至った経緯については担当部局が総務になりますので、私のほうからの答

弁は控えさせていただきます。 
〇議長（小林始君） 

 １問目、再質問、野澤今朝幸君。 
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〇３番議員（野澤今朝幸君） 
 指定管理の決まる過程ですね。それを聞きたいのは、この改修がどの時点で今の部長のお話

だと１２月の補正予算ということですから、その前に公募があったわけですので、そのへんの

過程で、この話がどう出ていたのかということをお聞きしたいと思いますので、関係部長さん

の回答をお願いしたいと思います。 
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） 

 指定管理の導入については、指定管理の導入の審査委員会がございます。その審査委員、民

間の有識者も含める中での委員会構成で行っておりますが、その中の決定になります。それぞ

れご提案をいただく、業者からそれぞれ受けてからの利用形態、または経営形態についてのヒ

アリングを行います。その中で若彦トンネルが開いたということで、今回の指定管理業者につ

いては、思い切った集客能力が可能な体制をとりたいという、この段階ですでに内容の計画変

更等もございました。それぞれの問題等を前任の方から聞く中、また今後のことも考える中で

検討した結果、改修が必要と認めたものでございます。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 野澤今朝幸君。 

〇３番議員（野澤今朝幸君） 
 つまり今回の改修は公募段階で、プロポーザルという言葉が正しいかどうかちょっと分から

ないんですけれど、応募して今回、業者になった方から、業者のほうから今回の改修の話があっ

たというふうに理解してよろしいでしょうか。 
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） 

 この件については今回、新たに指定管理を受けた方のみならず、すべての指定管理について

それぞれの考え方をプロポーザルということで、公募の中でお話を伺っております。今回につ

いては、その中で集客をするにあたって、もう少し座席数の確保、これが必要だという、こう

いったことが提案なされました。その件について検討・協議、聞き取りヒアリングを行う中で

最終的に改修を認めたものでございます。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 野澤今朝幸君。 

〇３番議員（野澤今朝幸君） 
 今回そういう形でということで、私も冒頭でまだまだ指定管理はケース・バイ・ケースとい

うことがあるというふうに理解していますけども、ただそのへんの原則というか、今まで私の

理解では指定管理を受けるというとき、いわゆる模様替えに近い、今回の今の部長の話ですと、

これは模様替えに近い改修かと思います。つまり、ここが傷んでいるから直さざるを得ないと

いうような、そういうレベルの話ではないというふうに思いますので、そのへんというのは、

今までの指定管理でそこまでプロポーザル、あるいは提案で、事業計画で計画を出せるような
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話でなかったというふうに私は理解しているんですけれど、そのへんというのは、まだまだ当

局のほうも検討していく必要があろうと思います。莫大にお金をかけられるわけでもないです

し、そういうことですので、そのへんの今後に向けて、あるいは今のやり方で全然問題ないの

か。要するに模様替え的な改修、こういうものをどういうふうに考えているか、答弁をお願い

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） 

 今回の改修については、沢妻亭のみならずおてんぐさんも併せて行っております。そういっ

た中で沢妻亭については、座席数の確保のために模様替えという言葉はふさわしくないと思っ

ておりますが、必要性を認めたということになります。これについては提案のなされたときに

集客の方法、あるいは出すものについてのいろんなご提案がございました。それを審査委員会

の中で審査した結果が今回の新たに指定管理を受けた業者ということになります。 
 それから以前についてはその要望、要求がございませんでした。当然ながら今現在、十分使

える能力がある施設をあえてお金をかけての改修は考えておりません。その中では当然ながら、

先ほど申し上げたとおり問題点、改善点等のヒアリングを行う中で必要と認めた結果、改修を

行ったということになります。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 野澤今朝幸君。 

〇３番議員（野澤今朝幸君） 
 とりあえず模様替えでなく集客のための改修ということで。ではその集客のために、今回ど

れだけ予算上かかったか、回答をお願いします。 
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） 

 先ほど申し上げたとおり、沢妻亭のみならずおてんぐさんも含めます。すべての合計になり

ますが、トータル約５００万円ほどになります。一番大きなものが沢妻亭とおてんぐさんにな

りますが合わせて３００万円。あとは細かいものになりますので、合計で５００万円弱という

ことになります。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 野澤今朝幸君。 

〇３番議員（野澤今朝幸君） 
 このへんが非常に難しいところで、その審査会で検討をまずしているかということですけれ

ど、つまり今の業者は３年間だけなわけですよね。契約上。そしてその業者の考え方は今まで

の畳のところではなくて、より多く座れるようにということでテーブルにしてくれと、それが

通ったと。では３年後に、また逆の話も出るわけですよ。今回そして問題は、もう１つ、先に

聞きたかったのは指定管理料はどういうふうになっているか、先にちょっとお願いします。 
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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） 
 まず、指定管理期間は３年間でございます。指定管理料については、年間２５０万円。これ

については売り上げ等々も影響する関係で、年々減るということで指定管理者からは提案がな

されております。 
 答弁は、そこまでとさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 野澤今朝幸君。 

〇３番議員（野澤今朝幸君） 
 業者のほうは減るといっていますけれど、２５０万円で３年間という一応、契約上そうなっ

ているというふうに理解してよろしいでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 豊角産業観光部長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 単年度２５０万円、これは２４年度です。来年度、集客が増えるという想定が立った中で、

これは次年度は２００万円だったと記憶しておりますが、３年目については１５０万円と、こ

んなことを記憶しております。これについては協定を結んでおりますが、内容的なものについ

てはその都度、精査する中で最終的な年度協定をするということになっております。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 野澤今朝幸君。 

〇３番議員（野澤今朝幸君） 
 仮にその業者が言うように今年２５０万円、今までどおりですね。来年２００万円、再来年

１５０万円ということは、１年目はもともとですが、２年目、３年目で合わせて１５０万円。

業者が言うように本当に売り上げが伸びれば１５０万円、指定管理料が減るということですけ

ども、先ほどの話で実際かかったのは全体で５００万円で、とりわけその集客に関わるような

ところは３００万円くらいの話というふうに伺いましたけれど、このへんを含めて、非常に３年

間限定という業者で、そしてあそこの施設を見るときに集客をしてやる施設なのか。今言った

薄利多売的な集客なのか。あるいはしっかりしたものを出して、人数は少ないけれどお金を１人

当たり落としていってもらう施設にするか。これは非常に難しいところだと思いますけれど、

１年間で３年契約の中でそういうことを思い切ってするということが、果たしてどうかなとい

うふうに思いますので、このへんも建設経済常任委員会のほうでそのへんの話し合いは持たれ

たのかどうなのか。また持たれなかったら今後、そういう難しい問題はある程度、そういう常

任委員会とかにかけるべきではないかというふうに私は思いますけれど。 
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） 

 経営の中身、運営内容になりますが、ここまでについては提案は当然受けますが、それにつ

いての上限等々はございません。ただ行政側がすべきこととして、指定管理施設でございます
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ので、そういうもろもろのパンフレットへの掲載等々は考えております。それから出す内容等

についても高いものを出すのがいいのか。それともみんな薄利多売ではありませんが、広く皆

さんにご利用いただきやすいもの、単価で出すのか。このへんも含めて指定管理者がお決めに

なっているところがございます。ただ芦川という地域性、特性を考えますと皆さんが、多くの

方がご利用できるような単価設定に今現在はなっていると思っております。 
 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） 
 このへんは考え方ですけど、要はその３年間しか契約がない中で、回収できないような予算

までかけてやるということは、かなり財政的、それなりのリスクを負っているという、そうい

う認識を持っていただきたいと思います。 
 以上で、第１問目を終わります。 
 第２問目ですけれど、芦川町民の抱く孤立死の不安の解消には、保健師の支所への配属が必

要ではないかという問題を取り上げたいと思います。 
 ちょうど昨年度の春先、１名の方、そしてこの冬に１名の方が孤立死、孤立死というと亡く

なってから時間が経ったようなときに孤立死といいますけれど、その方たちも一人住まいです

けれど、身寄りもありましたけれど、１人の方は亡くなって２日、３日、たしか経っていると

いうようなところで、孤立死というような言い方でも、孤独死あるいは孤立死というような言

い方でもいいかと思います。 
 聞くところによりますと、２人ともやっぱり病気が原因でそのような事態に至ったというふ

うに聞いています。ただプライバシーに関わることですから、あまり細かいことは聞きません。

１人の方はどうも肺に水が溜まっていたというふうに聞きました。そして１人の方は、直接は

大腿骨を骨折して土間から上がれないような状態で、土間で凍死したということですけども、

その方も実はその前に何回かそこを訪れる必要のある人が行っているときに、このごろ何回も

転んで擦り傷がそこら中にあるということで、擦り傷まで見せてくれたそうです。ひざとかひ

じとか。つまり本人はあまり気が付いていなかったけれど、そういうたぶん、バランス感覚を

失うような病気、たぶん脳の一部が故障してしまって、そんなようなことになろうかと思いま

すけれど、大体、総合して聞きますと病気が原因で孤独な死を迎えたということです。 
 このような事態、非常にもちろん町民としても今、芦川は本当に高齢化の進んだ、社会全体

では限界集落というような言い方もありますけれども、そういう中で非常に皆さん不安を持っ

ていたことが現実化してしまったということですけれど、まずこの点に関して市当局は今回の

孤独死についてどのように見ているか、考えているか聞きたいと思います。また、こういう事

態に対しての市の対策は、何か考えているのかどうか。 
 私の観点からしますと、やっぱりそれは最前線にいる保健師さんが日ごろから巡回、これは

合併前は大体７町村のほとんどのところが、保健師さんが巡回というような形をとっていたか

と思います。芦川でも、人数が少ないから芦川だけとっていたといわれればそうかもしれませ

ん。かなり綿密に巡回をしていました。そういう意味から、保健師さんの支所への配属、こう

いうものが必要かというふうに、今回の痛ましい話、事態を迎えてしまったことに対して考え

るわけですけれど、このへんの見解について市当局の考え方、よろしくお願いします。 
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〇議長（小林始君） 
 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、荻原保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（荻原明人君） 
 野澤今朝幸議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに芦川町で発生した孤独死をどのように見ているかについてでありますが、人は誰も

が自分らしく、平穏と満足のうちに人生の終焉を迎えたいと願っているものと考えております。

しかし、現代社会そのものが抱える少子高齢化、核家族化、地域コミュニティの希薄化や高齢

化率の高まりによる独居高齢者の増加の中で社会から孤立し、あるいは孤独の中、誰にも看取

られず一人で亡くなっている孤独死が見受けられます。 
 孤立死あるいは孤独死が大きく取り上げられましたのは、阪神・淡路大震災で起きました仮

説住宅での高齢者の死が、社会問題として取り上げられたことからといわれております。 
 本市での孤独死といわれる事案はなかなか把握が難しいわけでありますが、昨年度４名の報

告が確認されております。また、なんらかの社会的つながりや地域とのつながりを持つ方が１人

でなくなるケースを独居死と呼ばれており、この独居死は核家族化や高齢社会が進む現在では、

避けては通れない現実であるともと思われるところであります。 
 今回の芦川町の事案の２名の方はふれあいペンダント、緊急通報システムの設置対象者では

ない比較的お元気な高齢者と伺っております。また地域コミュニティがしっかりと存在してい

る芦川町地域では、孤独死というよりも独居死ではなかったかと思っております。 
 孤立死および孤独死につきましても、また独居死につきましても、今後このようなことが起

こらないように、市と民生委員、また保健師やケアマネージャーが常駐いたします地域包括支

援センターなどの関係機関、それからより身近にいる地域の住民の方や自治会が連携をした見

守り態勢が重要である、必要であると考えております。 
 次に市はその対策として何か考えているかについてでありますが、高齢者が安全・安心な生

活が続けられるために介護予防事業、生きがいづくり事業、生活支援事業などさまざまな高齢

者や高齢者世帯への支援を行っており、在宅の一人暮らしの高齢者をサポートするため、消防

本部と連携をし、緊急時に迅速な対応・救助ができますふれあいペンダント、緊急通報システ

ムや乳酸飲料を直接手渡し、安否確認をする一人暮らし高齢者見守り事業、食の確保と見守り

を目的とした配食サービスなどの事業を行っております。 
 特に山間地域であります芦川町では、地域にありますおごっそうやさんの配食サービスによ

る食の確保と見守りを行う芦川地域高齢者見守り事業や６５歳以上の方が参加できるレクレー

ション・趣味・健康体操などの講座を行うあしがわ元気講座も行いまして、遠隔地も含め市内

の高齢者が平等にサービス利用が受けられるよう、取り組んでいるところであります。 
 また、地域包括支援センターによります総合相談窓口や同センターの保健師等の訪問による

生活実態の把握なども実施することによりまして、高齢者のサポートも行っているところであ

ります。 
 孤立死や孤独死、独居死の再発防止に向けましては、地域住民や民生委員さんなどと連携し

た見守り体制や孤立的な状況にならないよう、地域での交流の場づくりが必要不可欠であると

考えております。介護予防事業のやってみるじゃん等への積極的な参加の啓発を行ってまいり

ます。 
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 このような事業を推進いたしまして、一人暮らしの高齢者の不安解消の一助となるよう今後

も取り組んでいきたいと考えております。 
 次に保健師の芦川支所への配属が必要と考えるがどうかについてでありますが、現在、保健

師の体制は、平成２１年度より中央集中型で業務分担制と地域分担制を組み合わせた体制で取

り組んでおります。時代の変化に伴いまして、保健師の予防・健康づくり活動は地区活動とし

て展開した保健対策や保健活動から、国保の特定健診などの法律による年齢・健康度で区分さ

れたサービスへと変化してきたため専門性や効率性を考慮する中で業務分担制を取り入れ、分

野ごとの業務を行うことといたしました。 
 現在は保健師の適正配置を考慮し、中央集中型で業務分担制と地区分担制を組み合わせた保

健師業務体制としております。中央集中型の体制をとってはおりますが、集団健診業務につき

ましては、現在も旧町村単位で実施し、相談・訪問活動につきましても支所や相談窓口と連携

をして、早急に対応できるように努めております。 
 また各地域の支援が必要な方への対応としましては、地域ケア会議を課内で毎月開催するこ

とにより個別の支援についての検討をし、訪問活動等を行っております。また、今年度からは

地域に出向いてケア会議を開催し、地域の状況を把握するとともに庁内においては関係部署と

の連携を図り、必要な訪問などを行ってまいります。 
 今後も関係部署が連携をすることによりまして、また身近にいる地域住民や自治体などの連

携による地域コミュニティを構築することによりまして、支所に保健師が常駐しなくても高齢

者の不安の解消や安全・安心の確保ができるように配慮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） 
 ２問目、再質問、野澤今朝幸君。 

〇３番議員（野澤今朝幸君） 
 今の行革の中でそういう、実際は保健師を確保するというのが難しいということが背景にあ

るかと思います。でも本当に市民が必要とするサービスを削ってまで行革をする。そして行革

がそこに、痛手がくるというようなこと、ほかの方法はないかというふうにも考えるわけです。

今、いろいろ部長のほうでいろんなサービス、配食、あるいは社協のほうのやってみるじゃん

とかいろいろ出ましたけれども、やはり地元にいつでも顔の見える保健師さんがいる。これが

本当の高齢者、独居老人の心の支えにもなる。そしてなかなか講座とかいろんなところに出て

いけばいいんですけども、それはわれわれ芦川町の民度の問題かもしれないので、われわれも

反省するところはあるんですけれど、そういうことも踏まえた中で、やっぱりなかなか出て来

ないというところを、お茶を飲みながらでも保健師さんが言ってくれる。そしてそういう中で、

先ほど独居死というのが適切な言葉かもしれませんけども、いずれにしても病気が原因だった

んではないかということが想定されるわけで、やっぱりこれは専門性のある保健師さんなりが

行かないと、なかなか配食サービスの人が顔をちょっと見るとか、そんなことで分かるはずが

ないし、昨日もですね・・・。 
 以上で終わります。 

〇議長（小林始君） 
 答弁はいりませんね。 
 （はい。の声） 
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 以上で、野澤今朝幸君の一般質問を終了いたします。 
 関連質問を許します。 
 関連質問を、北嶋恒男君。 

〇４番議員（北嶋恒男君） 
 今の保健部長がいろいろ縷々、芦川に対する福祉対策、いろいろ介護対策をお話しされて本

当に素晴らしいなと思いました。 
 私は１つ、私も芦川のほうへちょっと出向いたりいろいろして話を聞きますと非常に普段は

元気ですけども、ただご家族の方にもぜひ協力を願って、その方が今後どういう状況で今現在

おられるかということ、それから今後どうなるかということも家族も一緒に入って、ケア会議

とかそういったものを保健師さんを含めましてやっていただいて、これからの自分たちはどう

いうふうな生活を送っていったらいいかということをまずお互いに確認しておくことが必要で

はないかと思いますけど、そのへんでぜひ町民の高齢者に対するそういったケア会議とか、そ

ういったものを順次、お年を召した方から順にしていただければと思いますけれども、そのへ

んはいかがでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、荻原保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（荻原明人君） 

 北嶋恒男議員の関連質問にお答えいたします。 
 芦川地域、特に山間地域で高齢化が進み、また一人暮らし高齢者、それから高齢者のみの世

帯が全世帯の半数ぐらいを数えております。先ほどの答弁でも申し上げましたけども、今年度

から地域へ出向いてのケア会議の開催等をする中で、より実情を詳細に把握できるよう努めて

まいりますので、ご家族のご協力等もいただきながら特に一人暮らし高齢者、それから高齢者

のみの世帯、また日中は若い方たちが仕事に出て日中独居という家庭も多いわけでありますの

で、そのへんの実情把握に努めてまいりたいというふうに思います。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 北嶋恒男君。 

〇４番議員（北嶋恒男君） 
 どうもありがとうございました。そういったことで、いろいろ選択肢もございますので、介

護施設も市内のほうにもありまして空きも十分あります。そんなことでぜひ、よくそのへんを

宣伝をしていただいて、豊かに気持ちよく人生を送れますようにご指導のほうをお願いしたい

と思います。 
 以上でございます。 

〇議長（小林始君） 
 答弁はよろしいですね。北嶋恒男君。 
 （はい。の声） 
 以上で、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、すべて終了しました。 
 お諮りいたします。 
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 明日から２７日まで議案調査のため、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、明日から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２８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。 
 ご苦労さまでございました。 

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

散会  午前１１時４１分 
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平成２４年笛吹市議会第２回定例会 
 

１．議 事 日 程（第４号） 
平成２４年 ６月２８日 
午後 ２時３０分開議 
於 議 場 

 
 

日程第 １ 議案第４７号 笛吹市印鑑条例等の一部改正について 
日程第 ２ 議案第４８号 笛吹市火災予防条例の一部改正について 
日程第 ３ 議案第４９号 平成２４年度笛吹市一般会計補正予算（第１号）について 
日程第 ４ 議案第５０号 平成２４年度笛吹市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

について 
日程第 ５ 議案第５１号 平成２４年度笛吹市介護保険特別会計補正予算（第１号）に

ついて 
日程第 ６ 議案第５２号 平成２４年度笛吹市後期高齢者医療特別会計補正予算（第

１号）について 

日程第 ７ 議案第５３号 平成２４年度笛吹市公共下水道特別会計補正予算（第１号）

について 

日程第 ８ 議案第５４号 平成２４年度笛吹市簡易水道特別会計補正予算（第１号）に

ついて 

日程第 ９ 議案第５５号 平成２４年度笛吹市黒駒山恩賜県有財産保護財産区管理会特

別会計補正予算（第１号）について 

日程第１０ 議案第５６号 平成２４年度笛吹市水道事業会計補正予算（第１号）について 

日程第１１ 議案第５７号 平成２４年度笛吹市営春日居地区温泉給湯事業会計補正予算

（第１号）について 

日程第１２ 議案第５８号 訴訟上の和解について 

日程第１３ 議案第５９号 市道廃止について 

日程第１４ 議案第６０号 市道認定について 

日程第１５ 
平成２３年度

請願第８号 浜岡原子力発電所は廃炉にすることの意見を求める請願について 

日程第１６ 請願第２号 浜岡原子力発電所を永久停止・廃炉とし、万全の対策を行う

ことを求める請願について 
日程第１７ 請願第１号 ３０人以下学級実現、義務教育費国庫負担制度拡充を図るた

めの請願書について 
日程第１８ 請願第３号 公的年金の改悪に反対する意見書を求める請願について 
日程第１９ 議案第６１号 平成２４年度笛吹市一般会計補正予算（第２号）について 
日程第２０ 議案第６２号 人権擁護委員の候補者の推薦について 
日程第２１ 発議第１号 原発依存からの早期脱却を求める意見書の提出について 
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日程第２２ 発議第２号 ３０人以下学級実現義務教育費国庫負担制度拡充を図るため

の意見書の提出について 
日程第２３ 発議第３号 公的年金２．５％引き下げに反対する意見書の提出について 
日程第２４ 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（１９名） 

 
 市 長 荻 野 正 直 副 市 長 土 屋 正 文 
 教 育 長 山 田 武 人 総 務 部 長 山 下 真 弥 
 経営政策部長 風 間 和 仁 会 計 管 理 者 芦 澤  栄 
 市民環境部長 河 野  修 保健福祉部長 荻 原 明 人 
 福祉事務所長 鶴 田 一 二 美 産業観光部長 豊 角 英 人 
 建 設 部 長 斉 藤  寿 公営企業部長 松 岡 利 明 
 教 育 部 長 仲 澤 和 朗 総 務 課 長 雨 宮 寿 男 
 財 政 課 長 成 島 敦 志 消 防 長 中 込 富 美 雄 
 代表監査委員 飯 田 三 郎 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 
 
 
 
 
 



 １３６ 

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。 
 本日も上着を脱いで結構です。 
 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。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小林始君） 
   日程第１ 議案第４７号から日程第１４ 議案第６０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の６月１８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あります案件について、総務常任委員長から審査の結果

について報告を求めます。 
 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６月１８日の本会議において、本委員会に付託されました議案審査を２２日および２５日

の２日間にわたり委員会を開会し、全委員出席のもと関係当局の出席を求め審査いたしました。 
 審査の過程において出ました主な質疑・意見等について、報告いたします。 
 まず、総務部所管では震災被災地派遣職員の派遣されている地域の放射線の状況はとの質問

に対し、職員は南相馬市の下水道復旧事業に従事している。立ち入りができない地域、一部立

ち入りできる地域、普通に生活できる地域と大きく分けて３つの地域があるが、通常勤務する

庁舎は普通に生活できる安全な地域にあるとの説明がありました。 
 また、春日居仮庁舎の駐車場整備工事については、駐車場として借地する場所を工事するも

のかとの質問に対し、本工事は春日居加茂神社北側の借地と仮庁舎南側の市で購入予定の土地

の２カ所を整備するものである。本庁舎改修後は、借地した土地については返すことになると

の説明がありました。 
 経営政策部所管では、合併特例債の私立保育園施設整備事業のように民間施設の建設等につ

いて、その財源として起債をする例はどのようなものがあるかとの質問に対し、これまでは私

立保育所施設整備については起債が充てられているが、他の例では民間の建設に対しての起債
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はされていない。なお、この施設整備事業の事業費の内訳については、国からの安心子ども基

金の県の積み立てから２分の１、市で４分の１、事業者４分の１という負担割合となっている

との説明がありました。 
 また、コミュニティ助成事業についての事業内容はとの質問に対し、御坂町若宮地区および

一宮町国分地区については野外放送施設事業に対しての助成であり、助成の基準は１０万円単

位で上限が２５０万円、最低事業費が１００万円ということになっている。春日居町国府地区

については、公民館建設事業で上限が１，５００万円となっているとの説明がありました。 
 消防本部所管では、救急統計管理システムをリースから買い取りにした理由は何かとの質問

に対し、５年間リースで契約を考えていたが、１００万円位の経費節減が見込めるため、買い

取り購入に予算補正をした。なお、このシステムは救急に出た際の住所、傷病名、搬送先、時

間などをパソコンに打ち込み、国に報告するシステムであるとの説明がありました。 
 なお、議案第４９号 「平成２４年度笛吹市一般会計補正予算（第１号）」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４７号 「笛吹市印鑑条例等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４８号 「笛吹市火災予防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４９号 「平成２４年度笛吹市一般会計補正予算（第１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５８号 「訴訟上の和解について」、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。 

 （ な し ） 

 質疑を終結いたします。 

 この際、申し上げます。 

 総務常任委員会に付託されております議案第４９号 「平成２４年度笛吹市一般会計補正予

算（第１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４７号および議案第４８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。 
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 本２案件に対する委員長報告は、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４７号および議案第４８号は原案のとおり可決されました。 
 議案第５８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５８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あります案件について、教育厚生常任委員長から審査の

結果について報告を求めます。 
 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） 
 それではただいま議長より報告を求められましたので、教育厚生常任委員会の報告をさせて

いただきます。 
 去る６月１８日の本会議におきまして、本委員会に付託されました議案審査を２２日および

２５日の２日間にわたり委員会を開会し、全委員出席のもと関係当局の出席を求め審査を行い

ました。 
 審査の過程において出ました主な質疑・意見等について、報告いたします。 
 保健福祉部所管では、一宮福祉センターの改修調査補正予算について建物は築何年経過し、

入居団体の代替施設への移転は一時的なものなのか、未来永劫なのかとの質問があり、この施

設は昭和４８年に建設され、すでに３９年が経過している。移転は、現時点では一時的なもの

と考えている。今回は地盤調査および安全確保のための一時的移転経費であり、調査後は改修

等につき検討委員会で検討するとの説明がありました。 
 次に私立保育所施設整備事業について、私立保育園の新設においての補助内容および石和町

富士見地区のどこを予定しているのか。また児童定員は何人かとの質問に対し、この事業は私

立保育園の施設整備を目的とし、国の補助金による山梨県安心子ども基金を活用した事業であ

り、笛吹市私立保育所緊急整備事業費補助金交付要綱に基づき補助を行うものである。建設予

定地は、富士見地区内で現在用地を選定中とのことである。児童定員は８０人を予定しており、

地域の人口増加と地域内にある公立保育所の慢性的な過密状況を緩和するため、市も支援を行

うとの説明がありました。 
 次に市民環境部所管では、エコアクション２１についての説明と市としての効果、事業主体
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はどこかとの質問があり、二酸化炭素の削減、廃棄物の抑制、資源化に対する循環型社会の取

り組みがなされ、内容を統一し全国に発信することになる。市民や市内の事業者に幅広く公表

していくことで二酸化炭素の削減、ゴミの発生等を抑える取り組みを一緒になり取り組んでい

くとの説明がありました。 
 また事業主体としては当初、中小企業向けに行われた事業だが、環境省で示された施策であ

り、各自治体も一事業者であるため、全国の自治体へも広がった。県内では、民間事業所関係

で４５件あり、自治体関係では取り組みはなく、本市が最初となるとの説明がありました。 
 ジェネリック医薬品の差額通知について実態と現状についての質問があり、国でも同じ効き

目の安価なジェネリック医薬品の普及に取り組んでいる。この医薬品に変えた場合の差額のお

知らせをするためのものである。通常の医薬品を使用するか、医師が決め薬局で処方するが、

本人がジェネリック医薬品への意思表示を示すことができるとの説明がありました。 
 続きまして教育委員会所管では、施設整備の備品購入費の建築設計ＣＡＤについて、今まで

どのようにし、今後どのようにしていくのかとの質問があり、今まで土木課にあり土木専用で

あり建築用でなかった。教育施設の建築用が主な業務となるため、今回建築用のＣＡＤを購入

して、簡易な設計は職員が行うものとする。また学校施設台帳の図面の修正と保存、データ管

理をしていくとの説明がありました。 
 コミュ二ティ助成事業のフッキーの着ぐるみの件で、活躍の場は増えているのかとの質問が

あり、６月の告示で教育委員会のイメージキャラクターから市のイメージキャラクターとなっ

ているので、市制祭をはじめ各種イベント等さまざまな行事に使う予定との説明がありました。 
 石和中学校校舎改築改修事業で、下水道管への引き込みで４，５００万円計上したことはと

の質問があり、周辺教育施設の利用者が年間３１万人近くいる。今回、石和中学校を改修する

機会に、下水道を整備していくとの説明がありました。 
 それでは、審査結果については次のとおりでございます。 
 議案第４９号 「平成２４年度笛吹市一般会計補正予算（第１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５０号 「平成２４年度笛吹市国民健康保険特別会計補正予算（第１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５１号 「平成２４年度笛吹市介護保険特別会計補正予算（第１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５２号 「平成２４年度笛吹市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１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。 
 なお議案第４９号 「平成２４年度笛吹市一般会計補正予算（第１号）について」、反対討

論および賛成討論がありました。 
 また教育厚生常任委員会に審査を付託されておりました平成２３年請願第５号 「子ども・

子育て新システム基本制度案要綱」に基づく保育制度に関する意見書提出についての請願書は、

本委員会では審議未了となりましたので、ご報告いたします。 
 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。 
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 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４９号につきましては、先ほど申し上げたと

おり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５０号および議案第５１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案件に対する委員長報告は、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５０号および議案第５１号は原案のとおり可決されました。 
 次に議案第５２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５２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５２号は原案のとおり可決されました。 
 次に建設経済常任委員会に付託しております案件につきまして、建設経済常任委員長から審

査結果についての報告を求めます。 

 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６月１８日の本会議において、本委員会に付託されました議案審査を６月２２日・２５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。 
 審査の過程において出されました、主な質疑・意見等について報告いたします。 
 産業観光部所管では、芦川支所にかかる上芦川地域原風景復活保存事業の研修等について説

明を求めたところ、平成２５年度からの茅葺古民家 藤原邸の本格利活用に向けて、指導者育

成のため秋・冬の２回研修を計画しており、研修先として県外では長野県、県内では早川町の

赤沢地区を考えているが、今後委託業者と検討し、地域に合っていると思われる地域を選定し
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たいとの回答がありました。また案内看板等についても、順次設置を考えているとのことです。 
 農林振興課にかかわる、バイオマスの郷づくり事業費の木質ペレットボイラー導入事業実施

に伴う事業補助の内容について説明を求めたところ、ハウス桃での木質ペレットボイラーの実

証実験を行うもので、コスト・ＣＯ２

 建設部所管では、管理総務課にかかわる公営住宅維持管理費の委託料および工事請負費の内

容について説明を求めたところ、市営住宅の長寿命化計画に基づき、当初４団地の修繕を計画

していたが、その後、調査を進める中で受水槽の漏水・建物内部の劣化等が発見され、早急に

修繕の必要が生じたため、今回追加補正するものです。明け渡し訴訟委託料については、現在

明渡しの裁判２件を行っており、その後４件を計画しているための訴訟委託料であるとの説明

がありました。 

・環境などについて重油ボイラーとの比較を今年の冬か

ら２年間行うもので、設置するハウスについてはＪＡ笛吹のハウス部会で今後、決定されると

の説明がありました。 

 まちづくり整備課では、木造個人住宅診断支援事業の委託料の増額について質問したところ

国庫補助金、県補助金が増額され、平成２３年度の３万円から４万５千円となり、申し込み者

に対して診断内容の説明等も行われるようになったとの説明がありました。 
 公営企業部所管では、下水道課にかかる公共下水道整備事業４，５００万円についての内容

説明を求めました。 
 歳入については一般会計（教育費）からの負担金であること、歳出については石和中学校か

ら河内交差点付近まで、約１，６００メートルの下水道管布設設計委託料と下水道管布設に伴

う水道管移設補償費であるとの説明がありました。 
 また、水道課にかかわる水道事業会計の資本的支出の用地費の内容について説明を求めたと

ころ、四日市場配水場の拡張に伴う３１８平方メートルの用地取得費であり、現在進めている

御坂浄配水場が完成後は、そこからの石和地区への送水を四日市場の配水場が受けることにな

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意見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４９号 「平成２４年度笛吹市一般会計補正予算（第１号）」のうち建設経済常任委

員会担当項目について、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第５３号 「平成２４年度笛吹市公共下水道特別会計補正予算（第１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５４号 「平成２４年度笛吹市簡易水道特別会計補正予算（第１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５５号 「平成２４年度笛吹市黒駒山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計補正予

算（第１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５６号 「平成２４年度笛吹市水道事業会計補正予算（第１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５７号 「平成２４年度笛吹市営春日居地区温泉給湯事業会計補正予算（第１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５９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６０号 「市道認定について」、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 
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 なお、本委員会に付託を受けました平成２３年請願第７号 「住宅リフォーム助成制度の創

設を求める請願書」につきましては、なお調査・研究する必要があるため閉会中の継続審査を

要するものと決定したので、ご報告します。 
 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、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４９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５３号から議案第５７号までを一括議題といたします。 
 お諮りします。 
 本５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５案件に対する委員長報告は、可決です。 
 本５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５３号から議案第５７号は原案のとおり可決されました。 
 次に、議案第５９号および議案第６０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５９号および議案第６０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４９号を議題といたします。 
 討論を行います。 
 まず、反対討論を許します。 
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 通告順ということで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です。議長の許可を得ましたので、反対討論をいたしたいと思います。 
 今回、私は一般質問で芦川町への保健師の配属をということで質問したわけですけれど、こ

れに対しては否定的な回答でありました。それはできないということです。その背景は人件費

の削減、この圧力が今の行政に非常に、荻野市政にはそういう考えのもとで、その圧力がかかっ

ているというふうに思うわけです。今回の一般会計の補正予算の特徴は人件費の削減、それは

もっと具体的に言えば職員の削減ですね。こういうところからきています。９名からの職員が

削減されるという説明でありました。 
 中でも私が所属している教育厚生常任委員会のほうでは教育に関わるところ、福祉に関わる

ところで容赦なく職員が削られています。とりわけ教育厚生福祉は対人サービスに関わるとこ

ろでありまして、職員が減ることがそのまま市民へのサービスの低下につながるというふうに

私は考えます。 
 一方で多機能アリーナという大きな施設の建設が予定されていて、近い将来、当局の積算で

は維持管理だけでも８千万円からかかるということであります。しかし、この多機能アリーナ

は皆さんもご存じのように、市民の合意が得られていないというふうに思います。この合意が

得られていないような事業は即刻進める方向をやめて、その将来８千万円からかかる、そうい

うお金はこの人員を確保、職員を確保するためにしっかり変えて、そこへ付けていただきたい

というふうに考えます。 
 このような立場から、私は今回の一般会計の補正予算に反対するものであります。このよう

な私の考え方に賛同していただける議員がいましたら、ぜひ反対し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） 
 次に、賛成討論を行います。 
 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４９号 「平成２４年度笛吹市一般会計補正予算

（第１号）」につきまして、私はこの原案に賛成の立場から討論を行います。 
 平成２４年度笛吹市一般会計補正予算の総額は、歳入歳出それぞれ４億９，２３７万５千円

の予算となっております。主な事業といたしましては、本庁舎の耐震整備５，６００万円。私

立保育所の建設補助として２億７，７００万円。消防救急無線デジタル化事業１，３００万円。

市立石和中学校施設整備費５，２００万円などの補正予算となっているところであります。 
 また近年の厳しい社会情勢の中、市では第２次行財政改革大綱に基づき、小さな市役所の実

現に向けた改革を目指し、職員定数適正化に取り組んでおります。そのため、業務への影響を

懸念する方もおられるかもしれませんが、職員研修や人事評価を進めることにより、職員１人

当たりの公務能率を向上させ、組織や事務分掌の見直しにより組織機構を簡素化、指定管理や

外部委託を推進するなど、職員の減少により市民サービスに大きな影響が出ないよう、努力が

重ねられておるところであります。 
 平成２４年度当初予算の執行も進み、業務が部局間の枠を超えた職員間の工夫により停滞す
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ることなく進んでおります。この補正予算を速やかに執行していただくことを申し上げまして、

原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） 

 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） 
 議長の許可をいただきましたので、平成２４年度一般会計補正予算の第１号に対する反対討

論を行いたいと思います。 
 今回の補正予算の特徴の１つは、正規職員の減による人件費の大きな減額です。９人の正規

職員の減を教育委員会や各部署に振り分けました。審査の中で明らかになったことは各部、各

課の仕事量は３月までとほとんど変わらないか、むしろ制度改変などで仕事量が増えている中

での職員減でございます。特に高齢福祉課の補正予算審議では、高齢化が進む中での職員減は

市民サービスの低下につながるとの意見が多数出されました。 
 もう１つは、本庁舎耐震改修事業について５，６００万円の増額補正が行われた問題です。

本庁の耐震化事業はすでに終了した南館第１期改修事業を含め、約１６億円を超えるものでご

ざいましたが、早速の増額補正により事業規模は１７億円を突破するものとなりました。そし

て本改修事業によって、庁舎は今後５０年程度大丈夫だということであります。 
 想像してみてください。本庁機能が主に４つの建物に分散されたままで数十年にわたって続

くということ。しかも新庁舎建設問題が起こったとき、防災、交通、駐車場問題で最もふさわ

しくないと指摘された場所に固定されるのであります。笛吹市の将来像は、それでよいのでしょ

うか。 
 市長は中村善次議員の質問に答えて、新庁舎は議会が反対したと答えました。それは違いま

す。当時の新庁舎計画に対する反対理由は、現在の場所は最もふさわしくない場所である。あ

るいは７０億円という豪華庁舎はいけないというものでありました。決して新庁舎建設自体に

反対するものではありませんでした。 
 例えば埼玉県北本市というところ、笛吹市の本庁関係４つの建物と同規模の事務面積を持つ

建物ですが、この本庁舎の本体工事費２４億円の予定で事業が進められております。本庁舎問

題は笛吹市１００年の計とまでは申しませんけども５０年の計でございます。耐震改修事業は、

市の将来像の検討がまったくなされないまま、進められようとしています。職員の皆さんは新

庁舎ではなく耐震改修が前提だと。こういう前提のもとで大変な今、ご苦労をされていること

と思いますが、これはいったん中止して笛吹市５０年の計として再検討をすることが必要では

ないでしょうか。こういった市の基本的な将来像を求めるものでございますので、これは議会

としても真剣な議論が必要でございました。しかし、それはなされておりません。笛吹市５０年

の計として再検討を求めるものでございます。 
 以上で、反対討論を終わります。 

〇議長（小林始君） 
 次に賛成討論を許します。 
 ２１番、川村惠子君。 

〇２１番議員（川村惠子君） 
 議長の許可をいただきましたので議案第４９号 「平成２４年度笛吹市一般会計補正予算（第
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１号）」について、賛成の立場から討論を行います。 
 本庁舎等耐震改修事業についてですが、災害発生時、住民の方々のさまざまな対応を考えた

場合、災害対策本部となる本庁舎をはじめ公共施設は大変重要な役割を担うと思われますが、

新たに新庁舎を建設すると用地取得費や新築工事費に相当な財源が必要となります。 
 また新築庁舎の用地選定から協議を始めなければならないため、財源として予定している合

併特例債が利用できる期間中の事業執行も望めないと聞いております。しかし、耐震補強改修

で庁舎整備を行った場合は用地取得の必要はなく、改修工事費も新築工事費の２分の１程度か

と思われます。 
 また現状の施設を利用することで未使用施設を利用し、南館に住民窓口担当部署を設置し、

総合窓口化することで保健福祉センターと併せ機能的な市役所となり、市民からの相談に迅速

に的確に対応でき、サービス向上につながると思います。このような財政面、事業執行時期か

らも現状、庁舎の耐震補強改修により庁舎整備を行うことが有利と思われます。 
 以上をもちまして、賛成討論といたします。 

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。 
 これより、議案第４９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４９号は原案のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小林始君） 
   日程第１５ 平成２３年請願第８号から日程第１８ 請願第３号までを一括議題といたします。 

 平成２３年請願第８号は平成２３年第３回定例会初日に、また請願第１号から請願第３号に

ついては本定例会初日に、総務常任委員会および教育厚生常任委員会に付託いたしました。 
 審査の結果について、それぞれの常任委員長から報告を求めます。 
 はじめに総務常任委員会に付託してあります請願について、総務常任委員長から審査の結果

について報告を求めます。 
 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） 
 ただいま議長より報告を求められましたので、総務常任委員会に付託されました請願２件に

ついて６月２５日に審査をいたしましたので、その結果についてを報告させていただきます。 
 平成２３年度請願第８号 「浜岡原子力発電所は廃炉にすることの意見を求める請願」につ

いては、賛成全員で採択すべきものと決定いたしました。 
 また請願第２号 「浜岡原子力発電所を永久停止・廃炉とし、万全の対策を行うことを求め

る請願」については、賛成全員で採択すべきものと決定をいたしました。 
 なお、本会議におきまして２つの請願が採択された場合につきましては、同一の趣旨という
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ため、意見書については１つに集約して提出することの決定がされました。 
 以上をもちまして、請願審査の報告をさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 これより、委員長報告に対する質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑を終結いたします。 
 平成２３年請願第８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。 
 平成２３年請願第８号の採決を行います。 
 この請願に対する委員長の報告は、採択です。 
 本件は、これを採択することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 全 員 ） 
 起立全員です。 
 よって、平成２３年請願第８号は委員長報告のとおり採択することに決しました。 
 のちほど日程を追加し、意見書の提出についてを議題といたします。 
 次に、請願第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。 
 請願第２号の採決を行います。 
 この請願に対する委員長の報告は、採択です。 
 本件は、これを採択することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 全 員 ） 
 起立全員です。 
 よって、請願第２号は委員長報告のとおり採択することに決しました。 
 のちほど日程を追加し、意見書の提出についてを議題といたします。 
 続いて教育厚生常任委員会に付託してあります請願について、教育厚生常任委員長から審査

の結果について報告を求めます。 
 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） 
 ただいま議長より報告を求められましたので、教育厚生常任委員会に付託をされました請願

２件について、去る６月２５日に審査いたしましたので、その結果についてご報告いたします。 
 はじめに請願第１号 「３０人以下学級実現、義務教育費国庫負担制度拡充を図るための請

願書」については、賛成多数で採択すべきものと決しました。 
 続きまして請願第３号 「公的年金の改悪に反対する意見書を求める請願」については、賛

成多数で採択すべきものと決しました。 
 以上をもちまして、請願審査の報告といたします。 
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〇議長（小林始君） 
 これより、委員長報告に対する質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑を終結いたします。 
 請願第１号の討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結いたします。 
 請願第１号の採決を行います。 
 この請願に対する委員長の報告は、採択です。 
 本件は、これを採択することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 多 数 ） 
 起立多数です。 
 よって、請願第１号は委員長報告のとおり採択することに決しました。 
 のちほど日程を追加し、意見書の提出についてを議題といたします。 
 次に、請願第３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。 
 請願第３号の採決を行います。 
 この請願に対する委員長の報告は、採択です。 
 本件は、これを採択することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 多 数 ） 
 起立多数です。 
 よって、請願第３号は委員長報告のとおり採択することに決しました。 
 のちほど日程を追加し、意見書の提出についてを議題といたします。 
 ここで、暫時休憩いたします。 
 再開を３時４５分といたします。 

休憩  午後 ３時３０分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ３時４５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６１号および議案第６２号の２件が、また総務常任委員長および教

育厚生常任委員長から所定の賛同者とともに３件の発議が提出されました。 
 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） 
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 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） 
   日程第１９ 議案第６１号および日程第２０ 議案第６２号を一括議題とし、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につきまして、概略をご説明申し上げます。 
 まず議案第６１号 「平成２４年度笛吹市一般会計補正予算（第２号）」についてでありま

す。 
 税務管理事務に関わる償還金利子及び割引料の増額補正であり、法人市民税の高額還付の発

生に伴い、補正をお願いするものであります。 
 財源につきましては、繰越金４，６００万円を計上するものであります。 
 次に議案第６２号 「人権擁護委員の候補者の推薦について」。 
 渡邉明文氏を推薦いたしたく、人権擁護委員法第６条第３項の規定により議会の意見を求め

るものであります。 
 住所は笛吹市石和町中川２８９番地。生年月日は昭和２３年９月２３日。満６３歳。再任で

あります。 
 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） 

 市長の説明が終わりました。 
 これより、議案第６１号の質疑を行います。 
 この際、申し上げます。 
 本案について、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 ） 
 質疑を終結いたします。 
 ただいま、議題となっております議案第６１号はお手元に配布してあります議案付託表のと

おり総務常任委員会に付託いたします。 
 休憩中に常任委員会を開催し、審査をお願いいたします。 
 暫時休憩いたします。 
 再開は委員会終了後といたします。 

休憩  午後 ３時４８分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ４時１８分 
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〇議長（小林始君） 
 再開いたします。 
 荻野市長。 

〇市長（荻野正直君） 
 先ほど、人権擁護委員の候補者のお名前につきまして渡邉フミアキというふうに申し上げた

そうでございます。渡邉明文氏でございますから、よろしくお願いいたします。お詫びして訂

正をさせていただきます。 
〇議長（小林始君） 

 議案第６１号を議題といたします。 
 本案については、休憩前に総務常任委員会に審査を付託してありますので、総務常任委員長

から審査の結果について報告を求めます。 
 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） 
 本委員会に付託されました議案審査を、先ほど関係当局の出席を求め審査いたしました。 
 審査の過程におきまして出ました主な質疑・意見等について、報告いたします。 
 還付加算金の率はどのくらいかとの質問に対し、年４．３％であるとの説明がありました。

また、今回のような事業所からの還付金が発生したが、今後市としての税制面についてはどう

考えているのかとの質問に対し、これについては税法で決まっているので、これでやっていく

しかないが、その都度、適宜対応していきたいという説明がありました。 
 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６１号 「平成２４年度笛吹市一般会計補正予算（第２号）」について、賛成全員で

原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。 
 以上で、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。 
 （ な し ） 
 質疑を終結いたします。 
 議案第６１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。 
 これより、議案第６１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 全 員 ） 
 起立全員です。 
 よって、議案第６１号は原案のとおり可決されました。 
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 続いて議案第６２号を議題とし、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６２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６２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６２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６２号は原案のとおり承認することに決しました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小林始君） 
   日程第２１ 発議第１号を議題とします。 

 提出者より、提案理由の説明を求めます。 
 前島敏彦君。 

〇２３番議員（前島敏彦君） 
 発議第１号 
 平成２４年６月２８日 提出 
 笛吹市議会議長 小林始殿 

提出者 
笛吹市議会議員 前島敏彦 

賛同者 
笛吹市議会議員 中川秀哉 
   〃    内藤武寛 

 原発依存からの早期脱却を求める意見書の提出について 
 上記意見書を別紙のとおり、地方自治法第９９条の規定により提出する。 
 提案理由 
 昨年３月１１日に発生した東日本大震災による悲惨な原発事故を二度と起こさないためにも

浜岡原発を永久停止・廃炉とし、併せて国においても原発依存からの転換を求めるよう意見書

を提出するものです。 
 意見書につきましては、お手元の議案書のとおりでございます。 



 １５１ 

 以上でございます。 
〇議長（小林始君） 

 お諮りします。 
 本案については、質疑・討論および会議規則第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、発議第１号は質疑・討論、委員会付託を省略することに決定しました。 
 これより、発議第１号の採決を行います。 
 本案は、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 全 員 ） 
 起立全員です。 
 よって、発議第１号は原案のとおり可決されました。 
 追って、意見書を関係機関に送付いたします。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小林始君） 
   次に日程第２２ 発議第２号を議題とします。 

 提出者より、提案理由の説明を求めます。 
 中川秀哉君。 

〇１９番議員（中川秀哉君） 
 発議第２号 
 平成２４年６月２８日 提出 
 笛吹市議会議長 小林始殿 

提出者 
笛吹市議会議員 中川秀哉 

賛同者 
笛吹市議会議員 前島敏彦 
   〃    内藤武寛 

 ３０人以下学級実現義務教育費国庫負担制度拡充を図るための意見書の提出について 
 上記意見書を別紙のとおり、地方自治法第９９条の規定により提出する。 
 提案理由 
 教育予算の拡充と豊かな教育環境を整備するとともに、教育の機会均等水準確保に不可欠な

義務教育費国庫負担制度を堅持する必要があるため、本意見書を提出するものである。 
 意見書につきましては、お手元の議案書のとおりでございます。 
 以上でございます。 

〇議長（小林始君） 
 お諮りします。 
 本案については、質疑・討論および会議規則第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。 



 １５２ 

 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、発議第２号は質疑・討論、委員会付託を省略することに決定いたしました。 
 これより、発議第２号の採決を行います。 
 本案は、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 多 数 ） 
 起立多数です。 
 よって、発議第２号は原案のとおり可決されました。 
 追って、意見書を関係機関に送付いたします。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小林始君） 
   次に日程第２３ 発議第３号を議題といたします。 

 提出者より、提案理由の説明を求めます。 
 中川秀哉君。 

〇１９番議員（中川秀哉君） 
 発議第３号 
 平成２４年６月２８日 提出 
 笛吹市議会議長 小林始殿 

提出者 
笛吹市議会議員 中川秀哉 

賛同者 
笛吹市議会議員 前島敏彦 
   〃    内藤武寛 

 公的年金２．５％引き下げに反対する意見書の提出について 
 上記意見書を別紙のとおり、地方自治法第９９条の規定により提出する。 
 提案理由 
 現在の高齢者を取り巻く状況は年々厳しさを増しており、高齢者の生活を守るためにも公的

年金の引き下げを容認することはできないため、本意見書を提出するものです。 
 意見書につきましては、お手元の議案書のとおりでございます。 
 以上でございます。 

〇議長（小林始君） 
 お諮りします。 
 本案については、質疑・討論および会議規則第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、発議第３号は質疑・討論、委員会付託を省略することに決定いたしました。 
 これより、発議第３号の採決を行います。 



 １５３ 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 多 数 ） 
 起立多数です。 
 よって、発議第３号は原案のとおり可決されました。 
 追って、意見書を関係機関に送付いたします。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小林始君） 
   日程第２４ 「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２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。 
 はじめに先般の台風４号により、収穫直前のスモモや桃などが大きな被害を受けました。改

めて被害を受けた農家の皆さまに心からお見舞いを申し上げます。 
 市といたしましても果樹共済の加入促進、助成などに努めてまいりましたが、桃・ぶどう日

本一の郷として、引き続き農業支援に取り組んでまいりたいと存じます。 
 本市議会は６月１８日から本日まで、１１日間の日程で開催されました。正副議長さまをは

じめ市議会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、慎重かつ熱心にご審議

に努めていただき、感謝を申し上げます。 
 本会議に上程いたしました提出案件のすべてにつきましてご議決・ご承認を賜り、厚く御礼

を申し上げます。 
 さて、国政においては消費税増税を柱とした社会保障と税の一体改革関連法案が衆議院で可

決されました。消費税の増税分における歳入財源は、全額社会保障に関わる事業に充当される

とされておりますが、本市におきましても市民生活や農業、観光などの産業面に大きな影響を

及ぼすものであり、十分に精査していきたいと考えております。 
 また、合併特例債の発行期限を５年間延長する合併特例債延長法が、このたび成立をいたし

ました。この改正により、合併市町村におきましては合併後１５年間にわたり特例債の発行が

可能となります。本市におきましても改正の趣旨を鑑みつつ、必要な基盤整備を進めてまいる

所存であります。 
 次に、７月２７日からロンドンオリンピックが開幕されます。多数の競技で熱戦、ドラマが

繰り広げられることと思います。日本全土において盛り上がりますよう、特に日本選手の活躍

を期待いたしております。併せてこのイベントは世界の祭典でもあります。この機会に改めて



 １５４ 

その意義に触れ、平和意識の高揚を願いたいと存じます。 
 次に全国高等学校総合体育大会、通称、インターハイが平成２６年度山梨県を含む１都３県

による南関東ブロックで合同開催されます。本市は自転車競技の開催予定地となっており、準

備の一環といたしまして、７月２９日から今年度の開催地である新潟県へ先進地視察を行う予

定であります。 
 次に７月１日・２日、本市へ中国四川省より小学４年生１１０名が学校交流、主に給食体験

交流を目的に訪れる予定であります。一宮町内の３つの小学校にお迎えし、交流事業を行い、

子どもたちがこれを機に国際社会に関心を持ち、国際性豊かな心が育まれることに期待をいた

しております。 
 また７月２５日にはモンゴル国、ダランザドガド市のバト・ホヤグ市長さまを団長とする訪

問団が本市へ来訪されます。モンゴル国と日本の外交関係樹立４０周年を記念して、文化、経

済、産業分野などについて友好交流を行う予定であります。 
 次に未来の笛吹市を担う子どもたちが暑さ・寒さを気にすることなく、安心して授業を受け

られることができるよう、この夏から順次、小中学校の空調設備整備に取り組んでいく予定で

あります。安全・安心でよりよい環境のもと学ぶことができますように、学校施設の整備を図っ

てまいりたいと思います。 
 次に７月９日・１０日の２日間、ＪＡふえふきと共同で大阪市場をメインに果実の消費拡大

宣伝を実施いたします。また東京大田市場での宣伝活動についても今年も継続して行い、桃・

ぶどう日本一の笛吹ブランドの確立に向け、安全・安心でおいしい高品質な果物のＰＲを行っ

てまいります。私自身がトップセールスを行うことにより笛吹市の魅力を十分に発進し、本市

の認知度向上や果実の販路拡大を図ってまいります。 
 次に、夏祭りについてであります。 
 今年は東日本大震災からの復興を願い、「笑顔復活 負けないぞ日本」を合言葉に例年以上

の賑わいある祭りにしていきたいと思っております。 
 ７月２０日からは７００年の歴史を持つ笛吹川石和鵜飼いの１カ月間にわたる実演が始まり、

８月１６日には甲斐一宮大文字焼きを開催いたします。 
 また２１日の笛吹市夏祭りのフィナーレを飾る石和温泉花火大会におきましては、例年に引

き続き笛吹市民手作りによる趣きで商工会会員の皆さまに出店のご協力をいただき、また花火

の見せ方等にも工夫を凝らしながら、県内外からご来訪をいただく多くの方々に大輪の花火を

堪能していただきたいと考えております。 
 これからも今まで培ってきた観光イベントをさらに進化させ、笛吹市を代表する観光イベン

トとして広くアピールしてまいりたい所存であります。議員各位におかれましても、ＰＲとご

協力をよろしくお願いいたします。 
 最後に露地桃の初出荷が始まるなど、桃・ぶどう日本一と温泉の郷が一段と輝く時期を迎え

ました。皆さま方にはくれぐれもご自愛の上、ご健勝にてご活躍くださることをお祈り申し上

げ、閉会のあいさつとさせていただきます。ありがとうございました。 
〇議長（小林始君） 

 以上をもちまして、平成２４年笛吹市議会第２回定例会を閉会いたします。 
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 大変ご苦労さまでございました。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

閉会  午後 ４時４２分 
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