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日程第１２ 議案第６６号 笛吹市ひとり親家庭医療費助成に関する条例の一部改正に

ついて 

日程第１３ 議案第６７号 平成２４年度笛吹市一般会計補正予算（第３号）について 

日程第１４ 議案第６８号 平成２４年度笛吹市国民健康保険特別会計補正予算（第

２号）について 

日程第１５ 議案第６９号 平成２４年度笛吹市介護保険特別会計補正予算（第２号）

について 

日程第１６ 議案第７０号 平成２４年度笛吹市介護サービス特別会計補正予算（第

１号）について 
日程第１７ 議案第７１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

２号）について 
日程第１８ 議案第７２号 平成２４年度笛吹市公共下水道特別会計補正予算（第２号）

について 
日程第１９ 議案第７３号 平成２４年度笛吹市農業集落排水特別会計補正予算（第

１号）について 
日程第２０ 議案第７４号 平成２４年度笛吹市簡易水道特別会計補正予算（第２号）

について 



 ６ 

日程第２１ 議案第７５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２号）について 
日程第２２ 議案第７６号 平成２４年度笛吹市大積寺山恩賜県有財産保護財産区管理

会特別会計補正予算（第１号）について 
日程第２３ 議案第７７号 平成２４年度笛吹市稲山恩賜県有財産保護財産区管理会特

別会計補正予算（第１号）について 
日程第２４ 議案第７８号 平成２４年度笛吹市牛ヶ額恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計補正予算（第１号）について 
日程第２５ 議案第７９号 平成２４年度笛吹市大口山恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計補正予算（第１号）について 
日程第２６ 議案第８０号 平成２４年度笛吹市崩山恩賜県有財産保護財産区管理会特

別会計補正予算（第１号）について 
日程第２７ 議案第８１号 平成２４年度笛吹市名所山恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計補正予算（第１号）について 
日程第２８ 議案第８２号 平成２４年度笛吹市春日山恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計補正予算（第１号）について 
日程第２９ 議案第８３号 平成２４年度笛吹市兜山外五山恩賜県有財産保護財産区管

理会特別会計補正予算（第１号）について 
日程第３０ 議案第８４号 平成２４年度笛吹市水道事業会計補正予算（第２号）につ

いて 
日程第３１ 議案第８５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２号）について 
日程第３２ 議案第８６号 平成２３年度笛吹市一般会計歳入歳出決算認定について 
日程第３３ 議案第８７号 平成２３年度笛吹市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認

定について 
日程第３４ 議案第８８号 平成２３年度笛吹市介護保険特別会計歳入歳出決算認定に
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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年笛吹市議会第３回定例会を開会いた

します。 
 開会にあたり、一言ごあいさつを申し上げます。 
 本市出身の辻村深月さんが第４７回直木賞を受賞されました。市では１０月１２日の市制施

行８周年記念式典において市民栄誉賞を贈ることが決まっておりますが、改めてお祝い申し上

げますとともに笛吹市民みんなでこの快挙を喜びたいと思います。 
 なお地球温暖化防止、節電のため冷房の温度を高めに設定してありますので上着を脱いで結

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２０番 渡邉清美君および 
 議席第２１番 川村惠子君 
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」を議題といたします。 

 お諮りします。 
 本定例会の会期は、本日から９月２６日までの２４日間としたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、本定例会の会期は本日から９月２６日までの２４日間と決定いたしました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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〇議長（小林始君） 
   日程第３ 「議会関係諸般の報告」を行います。 

 本日これまでに受理した請願はありませんでしたので、その旨、報告いたします。 
 次に監査委員から、平成２４年５月分から平成２４年７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６ 報告第４号から日程第５３ 議案第１０７号ま

での４８案件を一括議題とし、提出議案に対する要旨説明を求めます。 
 市長、荻野正直君。 

〇市長（荻野正直君） 
 本日ここに平成２４年笛吹市議会第３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る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、今定例議会は私にとりましては任期最終の議会であります。平成１６年１１月に多く

の市民の皆さまからご信託をいただき、初代市長に就任いたしまして以来、市政経営を担って

まいりました。この８年間を顧みますと、就任時に掲げた基本姿勢「清潔・公平・公正に徹し

隠し事のない市政運営」により、笛吹市という名前にふさわしい清々しいまちづくりを進めて

くることができたと自負いたしております。 
 これまで私が市長の重責を果たすことができましたのは市民の皆さま、そして議員各位のご

理解とご協力の賜物であると心から御礼を申し上げます。 
 さて、国政におきましては国会会期の終盤に入り、参議院における問責決議案の可決や衆議

院議員選挙制度改革関連法案を巡り、与野党による対立が緊迫化しております。このため

２０１２年度予算執行に不可欠な公債発行特例法案や衆議院議員選挙制度改革関連法案など国

民にとって重要な案件の審議が政局優先により滞っており、まさに国民不在の国会運営であり

ます。 
 こうした状況は国政はもちろんのこと、地方の事業執行にも大きく影響するため、本市とい

たしましてもその動向に注視しつつ、市政経営に取り組んでまいりたいと思います。 
 はじめに、市民栄誉賞の授与についてであります。 
 本市石和町出身、辻村深月さんがミステリー小説「鍵のない夢を見る」の執筆により７月１７日、

第１４７回直木賞を受賞されました。市民を代表してお祝いを申し上げます。 
 直木賞の受賞は、山梨県出身者としましては昭和６０年の林真理子さん以来、２６年ぶり４人

目の快挙となります。辻村さんは小学校時代は母校、石和東小学校の図書室へ、中学生になる

とスコレーセンターの中にある町立図書館に通い詰め、作家人生の礎を築かれたと伺っており

ます。また大学卒業後も、つい最近までふるさと山梨で執筆活動を続けられるなど辻村さんは

市民にとりまして、とても身近で親しみ深い存在であります。 
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 受賞会見におきましても「作品に山梨での暮らしや風景が息づいている」などとふるさとへ

愛着を寄せるコメントをいただいており、大変喜ばしく思っているところでございます。この

ような辻村さんが権威ある直木賞を受賞されたことは市民みんなの誇りであり、ふるさと笛吹

市に大きな夢と希望を与えていただきました。そして今回の受賞により、笛吹市の名を全国に

高めていただいたことはもちろんのこと、市民のふるさと意識の高揚にも多大な貢献をいただ

きました。 
 こうした辻村さんの栄誉をたたえるため、市では１０月１２日に挙行する市制施行８周年記

念式典におきまして、辻村さんに市民栄誉賞を授与し表彰することを決めました。市民栄誉賞

の表彰は本市では辻村さんが第１号となります。 
 続きまして現在、本市で進めております大型プロジェクト事業につきまして、現在の状況に

ついてご報告を申し上げます。 
 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、南北自由通路も含めた実施設計を進めております。この中で南

北自由通路へのエスカレーターの設置につきましては、石和温泉駅周辺まちづくり検討委員会、

笛吹市商工会外６団体、身体障害者組織からの設置要望を踏まえ、南口に上り下り専用の１人

乗りエスカレーターを設置する方向で取り組みたいと考えております。 
 一方、駅ホーム内のエスカレーターの設置につきましては、事業者であるＪＲ東日本では現

在設置しないとの方針であるとの回答でありますが、市といたしましては今後も引き続き設置

を要望していきたいと考えております。また、駅北口の国道１４０号とのアクセス道路につき

ましてはすでに下水道管の敷設を完了し、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。 
 循環型社会の実現に大きく貢献するバイオマスセンターにつきましては、平成２７年度の供

用開始に向け現在、建設事業審査委員会において実施方針、要求水準書を検討中であり、また

都市計画決定に向けての手続き中であります。 
 今後は建設用地の取得、建設・運営事業者の選定にかかる実施方針、要求水準書の公表およ

び建設・運営事業者の選定などの取り組みを進めてまいります。 
 次に、砂原橋架け替えおよび周辺道路整備事業についてであります。 
 交流、防災などさまざまな機能が期待される砂原橋の架け替えにつきましては現在、昨年度

から着手いたしました笛吹川左岸の橋脚３基の下部工のうち１基の橋脚部の一部を残し、２基

については完成し、上部工製作工事につきましても本年９月末に完成予定となっております。 
 残りの３基の橋脚のうち笛吹川右岸の橋脚２基につきましては、本議会に契約締結議案を提

出させていただく予定であります。 
 議決後は平成２５年５月までの工期で施工する予定であります。また、左岸側の橋脚１基に

つきましても今月中に発注する予定であります。 
 周辺道路整備につきましては、地権者のご理解をいただきながら橋梁周辺から用地買収を進

めており、今後、道路整備工事に着手する予定であります。 
 次に、多機能アリーナ建設事業についてであります。 
 交流や健康づくりなどの拠点として、大いに期待される多機能アリーナにつきましては、ワー

クショップの募集を行ったところ４５名の皆さまから応募をいただき、現在、昼の部と夜の部

の２班に分け各班とも月１回程度、ワークショップを開催しており、施設の管理運営について
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メンバーからご意見をいただきながら具体的な検討を重ねております。また、実施設計につき

ましても現在、詳細な設計を行っており、９月末を目途に施設の形状を固めてまいります。 
 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においてご審議いただく中

で市民の皆さまにもお知らせしてまいります。 
 次に、八代ふるさと公園拡張整備事業についてであります。 
 市民の憩いと癒しの場とともに防災機能にも資する八代ふるさと公園につきましては、現在、

用地買収を終えていない残りの用地の交渉を継続しているところであります。また８月には、

すでに用地買収が完了している東側のエリアを対象とした第１期工事を発注したところであり、

今後は残りの用地買収に努めるとともに、西側エリアの一部につきましても造成等の工事に着

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１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（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、今年度から調査測量、用地買収を行っております。 
 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整備に向けて協議・調整を

進めていくため、本議会において事業費の補正予算を提出させていただきました。 
 次に、市長トップセールスについてであります。 
 ＪＡ笛吹と共同で今年度は、７月２日に東京の大田市場と大井町駅前の阪急百貨店で、また

７月９日・１０日の２日間、大阪本場市場、兵庫県西宮ガーデンズ、滋賀県ビバシティ平和堂

において果実の消費拡大宣伝を実施してまいりました。 
 今後も継続的に桃・ブドウ日本一の笛吹ブランド確立に向け、安全･安心でおいしい高品質な

果物をＰＲしてまいります。 
 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信し、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、笛吹市夏祭りについてであります。 
 笛吹市夏祭りも今年度で８回目を数え、７月２０日から開催いたしました古式ゆかしい笛吹

川石和鵜飼の実演と夏の夜空を彩る石和温泉連夜花火には、昨年を上回る多くのお客さまをお

迎えし盛大に開催がされました。 
 また８月１６日には甲斐いちのみや大文字焼きが開催され、多くの市民の皆さまや県内外か

らの観光客で賑わい、夏祭りのフィナーレを飾る２１日の第４８回石和温泉花火大会では、花

火にミュージックやレーザー光線を加え特色ある作品など、お出でいただいた皆さまに感動を

与えました。 
 そして縁日会場における、商工会の会員による１００ブースを超える出店が祭りの賑わいを

演出するなど、祭りの姿も笛吹市民手作りによる新たな形へと変えながら好評な中、市内外か

ら約１６万人のお客さまをお迎えすることができました。 
 また期間中、各地区で行われた納涼祭りは地域性を十二分に出した特色ある祭りとなり、地

域の活性、やすらぎの場として大いに賑わいをみせておりました。 
 各夏祭りの企画・運営を担当していただきました各実行委員会の皆さま方、ならびに関係者



 １３ 

各位に改めて深く感謝を申し上げます。 
 次に、防災訓練についてであります。 
 昨日、９月２日に実施いたしました笛吹市総合防災訓練でありますが、今年も１万２千人余

の方々にご参加をいただきました。大変ご苦労さまでございました。 
 大規模な災害が広い地域で発生すると、地域住民の共助による相互協力が被害を少なくする

ために大きな力を発揮します。日ごろからの地区での防災活動を引き続きお願いいたします。 
 職員の訓練では被災状況の情報収集、被害対応の指示伝達訓練や避難者対応訓練により、い

ざというときの対応方法や行動の検証を行いました。訓練によって明らかになった課題は現在

進めております、地域防災計画の見直しに反映させてまいります。また、避難所備品や備蓄食

糧などの整備も継続して行い、被災後に備えた対策も進めてまいります。 
 次に、本庁舎等耐震・改修事業についてであります。 
 災害時に災害対策の拠点として機能する本庁舎等の耐震・改修事業につきましては、市役所

本庁舎の平成２５年度耐震補強改修工事に向け、現在設計業務、関係機関との調整協議を行っ

ております。 
 それに先駆け仮庁舎となる春日居庁舎、平成２５年度から住民窓口担当部局が入居する南館

の改修工事に着手いたしました。執務を行いながらの改修工事のため、来庁者に十分注意を払

うとともに工事期間中の執務場所の移転など広報、ホームページで随時お知らせを行います。

市民の皆さまにはご不便をお掛けいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。 
 次に、ごみ処理と環境への取り組みについてであります。 
 まず、境川町寺尾地内に設置する一般廃棄物最終処分場および一般廃棄物中間処理施設にか

かる地元要望施設整備事業につきましては事業の円滑化を図り着実に推進するため、基本協定

書および実施に関する協定書を県、一部事務組合、地元対策委員会などの関係者と締結を行う

こととしております。 
 また、環境面への取り組みにおきましては、地球温暖化対策実行計画により市役所の業務に

おける二酸化炭素の排出量の削減に取り組み、平成２３年度は基準年度の平成２１年度に比べ

約１２％の削減となりました。平成２４年度もさらなる削減を目指し、電気使用量や化石燃料

等の節減に取り組んでいるところであります。 
 次に、障がい者福祉についてであります。 
 障がい者の権利および利益の擁護を目的として、障害者虐待防止法が本年１０月１日より施

行されます。障がい者に対する虐待は障がい者の尊厳を害するものであり、障がい者の自立お

よび社会参加にとって虐待を防止することは極めて重要であります。 
 本市といたしましても障がい者虐待防止への取り組みとして、虐待に関する通報や届け出、

また相談、助言などを行う窓口を福祉総務課内に設けるとともに虐待を受けた障がい者の保護、

養護者に対する支援体制の強化を進めてまいります。 
 次に、保育所施設整備についてであります。 
 子どもたちがすこやかに育つ環境づくりは、大切なテーマであります。こうした中、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した石和第五保育所がいよいよ完成の

運びとなります。９月２７日に竣工式を迎えることとなりました。さまざまな保育ニーズに対

応できる機能を持ち、緑豊かな自然と調和した保育所として完成いたします。 
 次に、高齢福祉についてであります。 
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 いつまでも生き生きと元気で過ごせることは、誰しもが願うところであります。本市におけ

る６５歳以上の人口は８月１日現在１万７，６１４人で、高齢化率は２４．７５％となってお

ります。また今年度中、新たに１００歳になられる方は２１名おり、この方々を含めますと１００歳

以上の方は４９名おられます。 
 なお、本市の最高齢者は１０５歳の女性であります。９月１５日から老人週間が始まります。

この期間中に、７７歳および８８歳の皆さまに敬老祝い金を市内各小学校の児童からの手紙を

添えてお届けいたしますとともに、１００歳以上のご長寿の皆さまにつきましては、ご自宅等

を訪問してお祝いをしてまいります。 
 次に、国民健康保険についてであります。 
 特定健診・特定保健指導につきまして、国の示す平成２４年度の数値目標は受診率６５％お

よび保健指導率４５％であります。本市においても受診率は４０％台で数値目標と開きがある

ことから、県下初の取り組みとして笛吹市医師会等のご協力をいただき、かかりつけ医からの

健診結果の情報提供による受診率向上に努めているところであります。 
 次に、教育施設の整備についてであります。 
 教育環境づくりの基盤整備は、笛吹の明日を担う子どもたちにとってとても大切であります。 
 はじめに小中学校教室空調設置事業についてでありますが、先行して発注いたしました石和

西小学校ほか６校につきましては、９月上旬に工事がほぼ終了する予定であります。残り１０校

につきましても、冬休み中には整備を終了する予定で現在事業を進めております。また、一宮

中学校のグラウンド整備および門扉設置工事についてでありますが、昨年度の校舎の耐震化、

大規模改修工事が終了いたしましたので、仮設校舎撤去後のグラウンド整備と門扉等校舎周辺

の整備が先月完成したことにより、一宮中学校の改修事業はすべて完了いたしました。子ども

たちが安全で安心な学校生活を送ることができることと思います。 
 次に、学校教育についてであります。 
 通学路の安全確保につきましては危険箇所の抽出を行い、児童生徒への通学方法の指導や通

学路の変更など必要な措置を講じたところであります。また歩道整備や交差点改良、信号機や

横断歩道、グリーンベルトや注意喚起看板の設置等の要望につきましては緊急性を踏まえつつ、

実現可能な事案には迅速に対応するとともに、必要に応じて道路管理者や警察など関係機関立

会いによる合同点検を実施し、対策案を作成、さらにはその対策案が早期に実現されるよう関

係機関に強く働きかけてまいりたいと考えております。 
 次に、子どもクラブ親善球技大会についてであります。 
 スポーツを通じて健康な身体と精神を養い、子どもクラブ員の親睦と連携を促すことを趣旨

として、７月２８日、市内各地区において開催されました。また各地区代表チームにより８月

４日には第８回笛吹市子どもクラブ親善球技大会が行われました。さらに市の子どもクラブ代

表チームが８月１１日に開催されました県大会に出場し、ソフトボールの部は御坂地区の二之

宮チームが３位、ミニソフトバレーの部は御坂地区の尾山チームが見事に優勝、石和地区の河

内チームが準優勝と今年も活躍をいたしました。 
 次に、文化財事業についてであります。 
 現在、国分寺につきましては、古代の甲斐国分寺の法灯を伝える寺として境内全域が国指定

史跡の甲斐国分寺跡にありましたが、史跡の保存のため南約３００メートルの場所に新たな境

内地を求めて移転しております。 
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 移築された本堂をはじめ庫裏、鐘楼門、薬師堂は江戸時代中期の状態がよく保たれており、

この時期の地方寺院の建物群が４棟そろって残る例はとても珍しく貴重でありますので、この

たび市文化財審議会の答申を受けて、市文化財として指定することといたしました。 
 なお、現国分寺は金川の森公園に隣接しておりますので、公園を利用しながら歴史空間への

憩いのスポットとして立ち寄ることもできます。 
 今後は史跡甲斐国分寺跡の南側の玄関口として、文化財のみならず観光面でも新たな活用を

検討いたしてまいります。 
 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の活用による、地域振興促進助成事業の取り組みを紹介いたしました市

民活動・地域づくり情報誌「よっちゃばる通信」を全戸配布いたしました。平成２４年度は、

すでに１２団体３６０万円の助成金交付を行っており、今後さらに地域や団体の特色を生かし

た自主的で先進的な事業が広がることを期待いたしております。 
 次に、結婚相談事業についてであります。 
 笛吹市結婚相談員連絡会主催による地域資源を活用した初の取り組みとして、出会いイベン

ト 芦川で婚活ツアーを８月２６日に実施いたしました。これは笛吹市結婚相談所に登録して

いる独身男女を中心に芦川町の原風景や特産品を楽しみながら出会いの場を提供するもので、

男性２０名、女性１９名にご参加いただき見事４組のカップルが誕生いたしました。 
 次に、男女共同参画についてであります。 
 男女共同参画社会の実現に向けて、平成２３年９月に制定しました笛吹市男女共同参画推進

条例の規定に基づき、８月２７日に笛吹市男女共同参画審議会を開催し、９名の審議委員さん

に委嘱状を交付いたしました。今後は男女共同参画に関する重要事項について調査審議を行っ

ていただきます。 
 次に、住基カード普及促進についてであります。 
 住民サービスの利便性向上を目的とした住基カードにつきましては、７月１２日に県下の市

の中ではいち早く交付率３０％を達成し、住基カード３０％達成セレモニーを行ったところで

あります。 
 また、コンビニ交付を含めた自動交付機による利用率につきましては、平成２３年度におい

て４３．７％に達しており、今後も便利な住基カードの普及促進に努めてまいります。 
 次に、平成２５年４月採用の職員採用試験についてであります。 
 試験職種につきましては一般行政職、保健師、消防職とし、今年も一般行政職の中に情報通

信分野に優れた人材を確保するための試験区分を設けました。また、一般行政職には昨年に引

き続き身体障がい者枠と自己アピール枠を設定いたしました。 
 受験の申し込み状況は一般行政職に９４人、保健師に８人、消防職に３７人となっており、

９月１６日に実施する学科試験および９月１７日の消防職体力検査、１０月１３日の論文・集

団討論試験、さらに１１月に実施する第２次試験を経て最終合格者を決定する予定であります。 
 次に、固定資産税の評価替えについてであります。 
 固定資産税は適正な時価を課税標準として課税するものでありますが、土地と家屋につきま

しては、原則として３年ごとに評価額を見直すことになっており、平成２４年度はその評価替

えの年にあたります。 
 平成２４年７月１日現在の当初調定総額は約４３億６千万円となっており、前回の平成２１年
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度評価替えのときと比較して約３．８億円、８ポイントの減となっております。この主な要因

といたしましては、今回の評価替えにおいて不動産鑑定を導入し市内ゴルフ場用地の評価方法

を統一したことによる土地評価額の減少、景気動向の影響に伴い大口企業を中心に設備更新が

控えられたことなどによる償却資産の減少が挙げられます。 
 次に、市税等徴収事業についてであります。 
 市税の平成２３年度徴収率は、決算におきまして現年度課税分が９６％、過年度課税分が１３．

３％の実績であり、現年度分は前年度より０．２ポイント上昇し、過年度分につきましては２．

１ポイント低下いたしました。 
 過年度分の高額滞納案件は、山梨県地方税滞納整理推進機構の指導を受けて滞納整理を実施

しておりますが、平成２３年度は機構に約２００案件、１１億円余りを引き継ぎ、このうち約

６億円の処理を実施いたしました。本年度も１０億円余りを引き継ぎ、派遣職員２名を中心に

この処理に努めております。 
 今後も、県との協力体制をしっかりとりながら徴収率の向上に努めてまいります。 
 また、前回の定例会でご議決いただきました訴訟上の和解についてでありますが、和解条項

に基づき佐藤和利訴訟継承人より７，５００万円の振り込みが７月２０日にありました。これ

を受け差し押さえ処分の取り消し手続きを実施いたしましたので、本事件につきましてはすべ

てが終結したところであります。 
 次に、第１次笛吹市総合計画後期基本計画策定事業についてであります。 
 平成２５年度から平成２９年度の第１次笛吹市総合計画の後半５年間の基本計画について総

合計画審議会、市民ワークショップ、庁内策定本部等において検討を進めております。現在は

前期の反省をもとに後期基本計画の各施策における展開方針等について、原案の作成を行って

おり、今後、総合計画審議会でご意見をいただく中、議会へもご報告してまいります。 
 次に、財政健全化の状況についてであります。 
 平成２３年度決算について、本定例会に認定案件として上程いたしておりますが、地方公共

団体の財政の健全化に関する法律の規定による健全化判断比率、ならびに資金不足比率を算出

いたしました。  
 健全化判断比率のうち実質公債費比率は１３．９％と前年度より０．１ポイント上昇したも

のの将来負担比率につきましては８５．８％と、２．６ポイント下回ることができました。  
 このようにいずれの指標も自治体における早期健全化基準を大きくクリアし、本市の財政状

況は健全化が保たれております。 
 今後も引き続き、堅調な財政経営に努めてまいります。 
 続きまして本日、提出をさせていただきました案件につきまして説明を申し上げます。 
 提出させていただいた案件は条例案件４件、補正予算案１９件、認定案件１９件など合わせ

て４８件であります。主なるものにつきましての概略を申し上げます。 
 はじめに、条例案についてであります。 
 まず、笛吹市火災予防条例の一部改正についてであります。 
 総務省令の一部が改正されたことに伴い、一部改正を行う必要が生じたものであります。 
 次に、笛吹市営住宅条例の一部改正についてであります。 
 福島復興再生特別措置法が施行されたことに鑑み、一部改正を行う必要が生じたものであり

ます。 
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 次に、黒駒山恩賜県有財産保護財産区管理会計条例の一部改正についてであります。 
 他団体の改選時期に鑑み、現在の委員の任期について、所要の改正を行う必要が生じたもの

であります。 
 次に、笛吹市ひとり親家庭医療費助成に関する条例の一部改正についてであります。 
 山梨県ひとり親家庭医療助成事業費補助金交付要綱の一部改正がされたことに伴い、一部改

正を行う必要が生じたものであります。 
 続きまして、補正予算案について概略をご説明申し上げます。 
 まず平成２４年度笛吹市一般会計補正予算（第３号）でありますが、歳入歳出にそれぞれ７億

５，５００万円を追加し、総額を３３４億５，６００万円とさせていただくものであります。 
 また、繰越明許費の設定および市債借入限度額の変更に伴う地方債の補正につきましてもお

願いするところです。 
 歳入の主なものといたしまして市税２億６，５００万円の減、一部事務組合負担金９６３万

円など分担金及び負担金１千万円の追加、市道と県道交差点の改良事業負担金や青年就農給付

金交付事業費の補助金など県支出金２億２，１００万円の追加、財産収入として３，３００万

円の追加、財政調整基金などからの繰入金５億４００万円の減、繰越金として平成２３年度一

般会計決算剰余金１０億１，３００万円の追加、雑収入として４，４００万円の追加、また市

債につきましては、合併特例債などに２億４００万円を追加するものであります。 
 次に歳出の主なものにつきましては、平成２３年度の実績に伴う生活保護費などの各種国庫

負担金の返還金として１億１，７００万円、石和保健福祉センター改修事業に２，８００万円、

子どもの予防接種事業に３，６００万円、道路維持管理および道路新設改良事業に１億１，

１００万円、境川中間処理施設取り付け道路整備事業に１億９，６００万円、スマートインター

チェンジ周辺道路整備事業に３，２００万円、土地開発基金財産取得事業に７，１００万円、

学校施設設備維持管理事業に３，６００万円、石和中学校北館改修事業に２，９００万円の追

加等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が、国民健康保険特別会計、介護保険特別会計、介護

サービス特別会計、後期高齢者医療特別会計、公共下水道特別会計、農業集落排水特別会計、

簡易水道特別会計、黒駒山などの恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計が９会計の計１６会

計につきましては、総額４億４千万円の増額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。 
 平成２４年度笛吹市水道事業会計補正予算（第２号）につきましては、収益的収入及び支出

において１，５００万円、資本的支出において２，２００万円を増額するものであります。 
 また、春日居地区温泉給湯事業会計補正予算（第２号）につきましては、収益的収入及び支

出において２９２万円を増額するものであります。 
 続きまして、平成２３年度の決算認定についてであります。 
 一般会計歳入歳出決算につきましては歳入総額が３３９億８，２００万円、歳出総額が３２１億

３，８００万円の決算となりました。 
 歳入歳出差引額は１８億４，３００万円で、そのうち翌年度に繰り越すべき一般財源は６億

５，８００万円で実質収支額は１１億８，４００万円となりました。 
 そのほか特別会計１６案件、企業会計２案件につきましては地方自治法第２３３条第３項お

よび同法２４１条第５項、ならびに地方公営企業法第３０条第４項の規定により監査委員の意
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見を付して提案するものです。 
 なお、詳細につきましては、のちほど会計管理者よりご説明を申し上げます。 
 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

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

した。 
 よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 続きまして議案第８６号から議案第１０４号につきまして、会計管理者から補足説明があり

ます。 
 会計管理者、芦澤栄君。 

〇会計管理者（芦澤栄君） 
 ただいま、市長が提案いたしました議案第８６号の一般会計から議案第１０４号の企業会計

までの決算認定１９案件につきまして、一括して決算内容の補足説明をさせていただきます。 
 なお概要の説明となりますので、金額につきましては１万円単位とさせていただきます。 
 それではお手元の決算書、２ページ、３ページをお開きください。 
 平成２３年度一般会計と１６の特別会計の歳入歳出決算の総括表でございます。 
 一番下の合計欄でありますが、一般会計および１６特別会計における収入済額の合計は

５１５億７，３９２万円。支出済額の合計は４９１億９，２２５万円。歳入歳出差し引き額の

合計は２３億８，１６７万円となりました。 
 なお、この表には示されておりませんが、既収財源のうち翌年度への繰越額が６億６，９７１万

円となっておりますので、それを除く全体の実質収支額は１７億１，１９６万円の黒字という

ことになります。 
 それでは、個々の会計の説明に移ります。 
 まず議案第８６号 「平成２３年度笛吹市一般会計歳入歳出決算認定」について、ご説明申

し上げます。 
 ６ページ、７ページをご覧ください。歳入ですが、収入済額でご説明いたします。 
 第１款市税は収入済額８７億６，７４８万円であります。その主なものとしまして市民税３２億

５，２１０万円、固定資産税４６億２，４６７万円などとなっています。市税は歳入全体の２５．

８％を占めております。また前年度と比較しますと２億７，９５１万円の減額となりますが、

これは２２年度に法人による固定資産税の一括多額納税等があった等の理由であり、これら特

殊事情を除きますと市民税全体としては、おおむね横ばい状態でありました。 
 次に第２款地方譲与税でありますが、２億７，２８１万円となっております。 
 次の第３款利子割交付金から第９款地方特例交付金まで、各種交付金は総額で９億１，

６７９万円。前年度に比べ４，１５８万円の減額となっております。これは震災等の影響によ

る自動車取得税交付金等の落ち込みが原因となっております。 
 第１０款地方交付税は９７億６，９２８万円で歳入全体の２８．７％を占めており、前年度

と比べ４億７，１２５万円の増額であります。 
 以下の歳入につきましては、主なもののみを申し上げます。８ページ、９ページをご覧くだ
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さい。 
 第１４款国庫支出金３８億４，２６６万円、第１５款県支出金２０億７，５３３万円、第１９款

繰越金２０億４，４６２万円、第２１款市債４４億２，７２４万円であります。 
 その結果、歳入決算額は３３９億８，２１５万円となり、前年度と比べ１．４％、金額で４億

６，６０７万円の増額となっております。 
 次に歳出でありますが１０ページ、１１ページをご覧ください。 
 まず第１款議会費は支出済額２億８，４４６万円で執行率は９９．０％であります。 
 次に第２款総務費につきましては支出済額は３４億８，９９５万円で、その主なものといた

しまして、総務管理費２９億１，１９６万円となっています。総務費全体の執行率は８４．８％

ですが、住民情報系システム改修事業ほか４事業で総額４億５，２８３万円が平成２４年度へ

の繰越事業となっております。 
 次に第３款民生費でありますが、支出済額は９６億７，９４２万円となっており、歳出全体

の３０．１％を占めており、歳出の中では最も大きな支出となっております。 
 その主なものとしまして、社会福祉費４３億３，７１７万円。児童福祉費４２億８，７２５万

円。そのほか生活保護費１０億５，５０１万円を含めた民生費全体の執行率は９２．６％であ

りますが、石和第五保育所建設事業ほか２事業で４億７，７４４万円を翌年度へ繰り越してお

ります。 
 次に第４款衛生費です。支出済額は２３億２，５９０万円となっており、その内訳は保健衛

生費６億２，６３１万円、環境衛生費８億４，０３１万円、また清掃費は６億９，０９３万円

でありまして、衛生費全体の執行率は９６．３％であります。 
 次の第５款労働費の支出済額は１，２６０万円で、執行率は１００％であります。 
 次に第６款農林水産業費ですが、支出済額は１５億７，６７４万円となっております。内訳

は農業費１４億８，８６１万円、林業費８，８１２万円であります。農林水産業費の執行率は

７６．２％でありますが、バイオマスセンター建設事業費ほか６事業、４億４，７５９万円を

平成２４年度に繰り越しております。 

 次に第７款商工費ですが支出済額は３億４，４４９万円、９５．６％の執行率となっており

ます。昨年に引き続き３．１１東日本大震災の震災対策として、商工振興災害対策資金関係事

業費が含まれてございます。 
 次に第８款土木費でありますが、支出済額は４３億７，８６０万円で、そのうち主なものは

土木管理費１億４，２４８万円、道路橋梁費１７億４，９５０万円、都市計画費２４億４５６万

円などです。土木費全体での執行率は７１．８％でありますが、砂原橋架け替え事業を含む道

路橋梁費を中心に２４年度に１５億３，９０６万円を繰り越しております。 
 次に第９款消防費ですが、支出済額１４億８，８８０万円で執行率は９６．４％となってお

ります。この間では３カ年継続事業で執行してまいりました、防災行政無線デジタル統合事業

が完成しております。 
 次に１０款教育費でありますが、１０ページ、１１ページから１２ページ、１３ページにか

けてご覧いただきたいと思います。 
 支出済額は３３億５，８１３万円です。そのうちの主なものは教育総務費６億２，６９２万

円、小学校費４億６，１３８万円、中学校費８億８，９８４万円などで教育費全体の執行率は

７６．７％でありますが、小中学校教室空調設備設置事業費をはじめ６事業で７億１，２０３万
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円を２４年度に繰り越しました。 
 次に第１１款災害復旧費ですが１，５７８万円の支出があります。これは台風１５号にかか

る災害復旧費でございます。 
 次に第１２款公債費ですが、支出済額は３７億４，３５７万円で地方債借入金の元利償還金

として支出いたしました。 
 次に第１３款諸支出金でありますが、支出済額は１４億４，０２７万円で、これは財政調整

基金、減債基金、公共施設整備基金などへの積み立てを行ったものであります。 
 以上の歳出合計は３２１億３，８７３万円で前年度と比べ２．１％、金額で６億６，７２８万

円の増額となりました。 
 なお、歳出全体の執行率は８６．６％でございます。その結果、１４ページをご覧いただき

たいと思います。 
 歳入金３３９億８，２１５万円、歳出金３２１億３，８７３万円で歳入歳出差し引き額１８億

４，３４２万円であります。 
 次に１８８ページをご覧ください。平成２３年度笛吹市一般会計の実質収支に関する調書で

ございます。 
 歳入歳出差し引き額までは前に述べたとおりですが、翌年度への繰り越すべき財源といたし

まして、繰越明許費など繰越額が６億５，８４３万円で、これを差し引いた実質収支額は１１億

８，４９９万円となっております。 
 以上が、一般会計歳入歳出決算の概要でございます。 
 次に１９０、１９１ページをご覧ください。 
 議案第８７号 「国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定」についてご説明いたします。 
 主な歳入ですが、第１款国民健康保険税の収入済額は２３億１，３０８万円となっており、

国保税全体の収納率は６８．２％であります。 
 第３款国庫支出金２３億９，１１０万円、第５款前期高齢者交付金１３億７，５４８万円、

第７款共同事業交付金９億４，０２２万円、第９款繰入金５億９，２３９万円となっておりま

して、以下、繰越金、諸収入を合わせました歳入合計は８５億８，２９０万円で前年度と比べ

４億２，５９８万円の増額となっております。 
 次に歳出でありますが１９２、１９３ページをご覧ください。 
 主なものにつきまして支出済額で申し上げます。 
 第１款総務費が１億１，９９４万円、第２款保険給付費５４億６，６２２万円で、これは前

年度と比べ３億２，３０７万円の増額となっております。 
 以下、第３款後期高齢者支援金等１０億５，０６８万円、第６款介護納付金５億１０１万円、

第７款共同事業拠出金９億４，０５６万円などとなっており、歳出合計は８２億６，３７９万

円で前年度と比べ４億３，０９６万円の増額となりました。 
 その結果としまして、１９４ページをご覧いただきたいと思います。 
 歳入金８５億８，２９０万円。歳出金８２億６，３７９万円。差し引き額３億１，９１１万

円であります。 
 以上が、国民健康保険特別会計決算の概要でございます。 
 次に２２４、２２５ページをご覧ください。 
 議案第８８号 「介護保険特別会計歳入歳出決算認定」についてご説明いたします。 
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 まず主な歳入ですが、保険料は８億７，７７１万円で収納率は９４．１％となっております。 
 第３款国庫支出金１１億１，４０５万円、第４款支払基金交付金１３億９，４１１万円、第

５款県支出金６億８，４７０万円など合わせました歳入合計は４８億７，５４１万円で、前年

度と比べ５．７％、２億６，２７７万円の増額となっております。 
 次に歳出でございますが２２６、２２７ページをご覧ください。 
 歳出の主なものは１款総務費１億３，７１３万円。第２款保険給付費４６億９８０万円。前

年度と比べ３億１，０１９万円、７．２％の増額となっております。 
 以下、歳出合計は４８億５，７７１万円で、保険給付費の伸びなどによりまして前年度と比

べ６．４％、２億９，３２９万円の増額となっております。 
 その結果としまして、次の２２８ページをご覧いただきたいと思います。 
 歳入金４８億７，５４１万円。歳出金４８億５，７７１万円。差し引き額１，７７０万円で

あります。 
 以上が、介護保険特別会計の決算概要でございます。 
 次に２５０、２５１ページをご覧ください。 
 議案第８９号 「介護サービス特別会計歳入歳出決算認定」についてご説明いたします。 
 歳入ですが第１款サービス収入１，５２６万円。第３款繰越金３２６万円。歳入合計は１，

８５２万円で前年度と比べ７．４％、１２７万円の増額となっております。 
 次に歳出でありますが次の２５２、２５３ページをご覧ください。 
 第１款総務費６３７万円。第２款事業費７９１万円。歳出合計は１，４２８万円で前年度と

比べ２．１％、２９万円の増額となっております。 
 結果としまして、次の２５４ページをご覧ください。 
 歳入金１，８５２万円。歳出金１，４２８万円。差し引き額４２４万円の決算となっており

ます。 
 以上が、介護サービス特別会計決算の概要でございます。 
 次に２６２、２６３ページをご覧ください。 
 議案第９０号 「後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定」についてご説明いたします。 
 まず主な歳入ですが、第１款後期高齢者医療保険料３億９，７０９万円。第２款繰入金７億

７，３６９万円などで歳入合計は１１億７，４０９万円であります。 
 次に歳出でありますが２６４、２６５ページをご覧ください。 
 第１款総務費２，４３９万円。第２款後期高齢者医療広域連合納付金１１億４，７５６万円

で歳出合計は１１億７，２８１万円となっております。 
 結果としまして、次の２６６ページをご覧ください。 
 歳入金１１億７，４０９万円。歳出金１１億７，２８１万円。歳入歳出差し引き額１２８万

円です。 
 以上が、後期高齢者医療特別会計決算の概要でございます。 
 次に２７８、２７９ページをご覧ください。 
 議案第９１号 「公共下水道特別会計歳入歳出決算認定」についてご説明いたします。 
 まず主な歳入ですが、第１款分担金及び負担金７，６１１万円。第２款使用料及び手数料５億

４，１００万円で、このうち下水道使用料の収納率は８３．５％となっております。第３款国

庫支出金１億５６４万円、第４款繰入金１７億９，２９０万円、第７款市債１億８，７００万
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円などです。 
 歳入合計は２７億９，２６１万円で前年度と比べマイナス３．９％、１億１，２５４万円の

減額となりました。 
 次に歳出でありますが次の２８０、２８１ページをご覧ください。 
 第１款総務費１億４，２４９万円。第２款下水道事業費６億９，９４２万円。第３款公債費

１８億１，１４５万円となっておりまして、歳出合計は２６億５，３３６万円で前年度と比べ

マイナス５．８％、１億６，３４９万円の減額となっております。 
 その結果といたしまして、次の２８２ページをご覧ください。 
 歳入金２７億９，２６１万円。歳出金２６億５，３３６万円。差し引き額１億３，９２５万

円であります。 
 以上が、公共下水道特別会計決算の概要でございます。 
 次に２９６、２９７ページをご覧ください。 
 議案第９２号 「農業集落排水特別会計歳入歳出決算認定」についてご説明いたします。 
 この会計は、芦川地区の農業集落排水事業にかかる会計であります。 
 まず主な歳入ですが、第２款使用料及び手数料８８６万円、第３款繰入金５，３５２万円な

どで歳入合計は６，５６９万円となっており、前年度と比べ０．８％、５１万円の増額となっ

ております。 
 次に歳出でありますが、次の２９８、２９９ページをご覧ください。 
 やはり主なものといたしまして、第２款農業集落排水事業費１，７０６万円、第３款公債費

４，２１０万円などであります。 
 歳出合計は５，９３５万円で前年度と比べマイナス４．２％、２６１万円の減額となってお

ります。 
 結果としまして、次の３００ページをご覧ください。 
 歳入金６，５６９万円。歳出金５，９３５万円。差し引き額６３４万円であります。 
 以上が、農業集落排水特別会計決算の概要であります。 
 次に３０８、３０９ページをご覧ください。 
 議案第９３号 「簡易水道特別会計歳入歳出決算認定」についてご説明いたします。 
 簡易水道会計は一宮、境川、春日居の３地区が上水道へ移行したため、平成２３年度からは

芦川地区のみの決算であります。 
 歳入の主なものは第２款使用料及び手数料３４０万円で、このうち使用料は３３５万円で収

納率は９８．７％となっております。このほか第４款繰入金１，２９０万円、第５款繰越金１，

２５５万円などで歳入合計は３，７７６万円です。 
 次に歳出でありますが３１０、３１１ページをご覧ください。 
 やはり主なものといたしまして、第２款水道費１，３７７万円、第３款公債費４２２万円な

どで歳出合計は２，８２４万円となっております。 
 その結果といたしまして、次の３１２ページをご覧ください。 
 歳入金３，７７６万円。歳出金２，８２４万円。差し引き額９５２万円であります。 
 以上が、簡易水道特別会計決算の概要でございます。 
 次に議案第９４号から議案第１０２号までの９議案につきまして、いずれも恩賜県有林保護

財産区管理会特別会計の決算認定でありますので、一括してご説明いたします。 
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 ３２３ページからになります。 
 黒駒山財産区ほか８財産区の歳入総額は４，４７７万円で、歳出総額は３９８万円となって

おりまして、差し引き額の４，０７９万円につきましては主に翌年度への繰り越しとなってお

ります。 
 財産区特別会計につきましては、いずれも財産区の管理・運営を行っております管理会の活

動費などに予算執行されたものでございます。 
 それぞれの決算額につきましては、３２３ページから４３４ページまでの各財産区管理会特

別会計決算書のとおりでありますので、のちほどご覧いただきたいと思います。 
 一般会計ならびに１６の特別会計につきましては以上ですが、４３５ページから４４２ペー

ジまでに財産に関する調書があります。この中には市の公有財産、備品、基金等の詳細が記載

されておりますので、これも併せて参考にしていただきたいと思っております。 
 それでは決算の最後になりますが、２つの事業会計です。４４４ページをお開きください。 
 まず議案第１０３号 「水道事業会計決算認定」についてご説明いたします。 
 まず収益的収入及び支出のうち収入についてでありますが、第１款の水道事業収益につきま

しては決算額は１４億７，２２６万円となっております。また支出ですが、第１款水道事業費

用の決算額は１５億１，２１４万円で３，９８８万円の超過支出となりました。 
 次の４４５ページの資本的収入及び支出でありますが、そのうち収入の第１款資本的収入の

決算額は３億７，８５０万円となっております。また支出ですが、第１款資本的支出といたし

まして決算額１０億１７８万円であります。不足額６億２，３２８万円は当年度分、損益勘定

留保資金、ならびに繰越利益剰余金で補填してございます。 
 次に４５１ページの、平成２３年度笛吹市水道事業報告書をご覧いただきたいと思います。 
 まず営業関係についてですが、給水状況につきまして総配水量１，１１４万立方メートル。

有収水量は８３６万立方メートルとなり、有収率につきましては７５．０％となりました。 
 また給水世帯数につきましては一宮、境川、春日居地区が上水道に移行したため、約２万６，

７００戸、給水人口は約６万９，７００人で９７．３％の普及率となっております。 
 次にその下の建設改良事業でありますが、笛吹市水道基本計画をもとに排水ポンプの更新、

石綿管と老朽管の敷設替えや集中監視設備等の工事を行いました。 
 以上が、水道事業会計決算の概要でございます。 
 最後になりますが４７４ページをご覧ください。 
 議案第１０４号 「笛吹市営春日居地区温泉給湯事業会計決算認定」についてご説明を申し

上げます。 
 まず収益的収入及び支出のうち収入についてでありますが、第１款温泉事業収益につきまし

ては決算額６，４４５万円となっております。また支出ですが第２款温泉事業費用の決算額６，

００４万円で４４１万円の黒字を計上いたしました。 
 次の４７５ページの資本的収入及び支出でありますが、収入はございません。また支出です

が第４款資本的支出といたしまして決算額４５８万円となっており、不足額につきましては留

保資金で補填をいたしました。 
 以上が温泉給湯事業会計決算の概要でございます。 
 なお、平成２３年度決算概要および主要施策成果報告書を別冊で配布させていただいており

ますが、この中に２３年度中の一般会計、特別会計および事業会計の主要な施策の事業概要も
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記載されておりますので、併せて決算の参考にしていただきたいと思います。 
 以上、雑駁な説明ではありますがよろしくご審議の上、認定くださいますようお願い申し上

げ、平成２３年度における笛吹市すべての会計決算の補足説明とさせていただきます。 
〇議長（小林始君） 

 以上で、会計管理者の説明が終わりました。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小林始君） 
  日程第５ 代表監査委員より決算審査の結果につきまして、意見報告を求めます。 

 代表監査委員、飯田三郎君。 
〇代表監査委員（飯田三郎君） 

 それでは、決算の審査をいたしましたご報告を申し上げたいと思います。 
 地方自治法第２３３条第２項および同法第２４１条第５項の規定により、審査に付されまし

た平成２３年度笛吹市一般会計、特別会計歳入歳出決算、ならびに基金運用状況の審査結果に

ついてはお手元の決算審査意見書のとおりですが、概要につきましてご報告申し上げたいと思

います。 
 決算審査意見書の１ページをお開きください。 
 平成２３年度笛吹市一般会計および国民健康保険特別会計ほか１５の特別会計について、歳

入歳出決算書、各会計歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書と財産に関する調書、

基金運用状況に関する調書を対象に平成２４年７月３日から８月２日まで、古屋監査委員、上

野監査委員、それから私の３名により審査を行いました。 
 審査の方法は各会計歳入歳出決算、そのほか政令で定められた書類について関係諸帳簿、証

書類と照合し、計数の正確性、予算の執行状況の適否等について審査をいたしました。 
 審査に付された決算および各調書はそれぞれ関係法令の規定に適合し、計数は正確であり、

予算執行についても適正でありました。 
 以下、会計ごとに意見を述べさせていただきます。 
 一般会計審査意見につきましては、３５ページをご覧いただきたいと思います。 
 平成２３年度一般会計の決算状況は歳入総額３３９億８，２１５万円、歳出総額は３２１億

３，８７３万円で形式的収支は１８億４，３４２万円となり、翌年度へ繰り越すべき繰越事業

費充当財源６億５，８４３万円を差し引いた実質収支額は１１億８，４９９万円となっており

ます。 
 歳入につきましては前年度より４億６，６０７万円の増であり、歳出につきましては前年度

より６億６，７２８万円の増となっております。 
 税収および料金等の収納率の向上については各部課等が連携をし、さまざまな滞納対策など

滞納額の縮減に向け真剣に取り組まれ、いくつかの税・料金等については減少の傾向にありま

すが数字的には依然として厳しい状況にあります。 
 特に料金・負担金につきましては負担の公平の原則に立ち貴重な財源確保のため、明確な基

準を設け、徴収体制の強化と新たな諸施策や効果的な徴収手法を検討し、滞納額の縮減に努め

るとともに不納欠損処分においても厳正な取り扱いをしていただきたいと思うわけでございま

す。 
 また各諸事業等の執行にあたり大きなプロジェクト事業も順次進められてきていますが、歳
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入につきましては、国の施策による補助金等の減少、ますます長引く景気低迷の影響による市

税等の税収の低下等が予想され、歳出につきましては震災復興優先によるさまざまな材料不足

による工事の遅れが心配される中、少子高齢化、社会保障の増加、福祉・教育・環境など市民

生活関連施策への対応と扶助費や公債費など義務的経費の増高など、まだまだ厳しい財政運営

になるものと予想されます。 
 そのためにも昨年度以上に組織体制をしっかり整え、慎重に協議して職員みずからが市民の

目線に立って市民第一主義を念頭に市民ニーズを的確に把握し、施策の必要性、優先順位を厳

しく選択し、不要不急の事業が優先することないよう限られた財源を効率的かつ効果的に配分

を行い、さらなる行財政改革推進を求めるものであります。 
 なお、審査の過程でこれからのいくつかの課題として、検討を要することが見受けられまし

たので、次の事項について取り組みをお願いしたいと思います。 
 まず第１に、行政評価の促進について。 
 事務事業評価および施策評価による各種事業の費用対効果の検証および、各種事業の目標の

明確化を図り、事業の必要性や予算が有効に使われているか検証し、より選択と集中を徹底し、

不要と思われる事業については積極的に改善・廃止等を行い、事業評価の推進と事務事業の改

革に努めていただきたいと思います。 
 ２番目に市債の効果、効率的な資金調達の窓口の多様化についてであります。 
 財政状況および事業計画による市債の発行、特に民間での引き受けが近年大幅に増加してお

ります。こうした状況の中で、本市の大型プロジェクト等における市債の資金調達についても

従来の取引先に捉われない引き受け窓口等の多様化を早急に検討し、幅広い視野で効果・効率

的で有利な金利での調達ができる体制を構築していただきたいと思います。 
 ３番目に、市税および料金等の徴収率の向上について。 
 平成２３年度末の一般会計において、市税および料金等の収入未済額は職員の努力の成果に

より昨年度に比べて２億円減の１９億円になっております。市税においては、市の歳入の根幹

をなす重要なものでありますが、都市計画税等の今後３年延長等、これらのこともふまえまし

て公平の観点からも明確な基準を速やかに検討し、関係法令に基づいた徴収体制を強化し、収

納率向上対策に取り組むことが重要であります。 
 また料金につきましては保育料、学童保育料、住宅使用料、笛吹畑灌分担金等でありますが、

特に料金については債権の消滅時効の期間や時効の援用の要否について内部研修を行い、滞納

処分の効果的な方法について検討をしていただきたいと思います。 
 また一般会計において、不納欠損額が昨年度より１億７，２０６万円少ない３億３，７８１万

円あります。不納欠損処分については法的には認められていることではありますが、時効完成

による不納欠損処分を行わないように努め、市民の滞納意欲を低下させることのないように今

まで以上に不納欠損額の縮減に努めていただきたいと思います。 
 次に４番目といたしまして、随意契約、委託業務契約についてであります。 
 随意契約はあくまでも一般競争入札の原則に対する特例であることを念頭に置きまして、安

易に業者の決定をすることのないように随意契約の意味を十分理解して、計画的な事務処理と

契約理由が明確かつ法に沿い適正であるか、積算金額が適正なものであるかどうか検証をお願

いしたいと思います。 
 また委託業務についてもできる限り競争原理を働かせ、管財課契約担当の指導等を遵守して
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適切な契約手続きを執行するよう努めていただきたいと思います。 
 ５番目として、工事の変更契約について。 
 工事の変更契約が多く見られました。不可抗力の場合については仕方がないと思われますが、

現場の周辺状況、地下埋設物の状況把握、地権者や近隣住民、ならびに地区関係者等には工事

内容について十分理解できる説明を行って安易に変更契約等のないよう努めていただきたいと

思います。 
 ６番目に、指定管理者制度の検証についてであります。 
 指定管理者制度は行政改革の一環として導入されていますが、市民サービスの向上や経費の

削減など目的に沿って業務がなされているかどうか。さらには指定管理料の算定根拠について

詳細に検討して現場にも足を運んで施設内のチェックを行い、市民にとってこの制度が利益と

なるよう努めていただきたいと思います。特に施設内、施設のまわり等の清掃や草刈りについ

ては徹底して行い、市民が気持ちよく利用できる施設の運営について、しっかりした管理体制

をしていただきたいと思います。 
 また指定管理者には協定書に定められた報告書類の提出等、適切な事務処理が行われるよう

指導の徹底を図っていただきたいと思います。 
 ７番目、災害等に対する危機管理体制の強化についてであります。 
 今年７月中旬、九州の北部で集中豪雨という自然災害が発生しております。それ以後も何度

か最近も自然災害が発生しておりまして、おおぜいの方々の尊い命が奪われたわけでございま

す。このような突発的豪雨や長雨による河川の氾濫および道路の冠水や土砂災害、近い将来に

は大規模な地震の発生、ならびに富士山の噴火等の可能性も予測されております。このような

数種類の災害が同時に発生した場合であっても平素の対策や訓練などを行い、市民の生命・財

産を守るためにも、即応できる危機管理体制の万全を図っていただきたいと思うわけでござい

ます。 
 それから常備消防につきましても、県下平均充足率よりやや低い充足率となっていますので、

高度な技術装備を十分に発揮することができる体制の整備に努めていただきたいと思います。 
 次に特別会計です。 
 国民健康保険特別会計については、３９ページをお開きいただきたいと思います。 
 国民健康保険特別会計については歳入総額決算額８５億８，２９０万円に対し、歳出総額決

算額は８２億６，３７８万円です。調定額から収入済額と不納決損額を引いた収入未済額は９億

１，１４６万円です。昨年度より１億８５９万円ほど減少しました。しかし未収金の額の増加

は国民健康保険事業の健全な運営を妨げる大きな要因となるとともに、負担の公平性の面から

も認められるものではありません。今まで以上に滞納世帯に対して明確な基準を設け、厳正に

対応して滞納整理対策を講じ、収入未済額の縮減に向けた一層の努力をお願いしたいと思いま

す。 
 また、国民健康保険事業の健全な運営に向けて関係部局と連携した健康づくり事業への取り

組みを積極的に推進し、保険給付費の抑制に努めるとともに不測の事態に備えて国民健康保険

財政調整基金の必要額の確保に努めてください。 
 次に介護保険特別会計の審査意見です。４３ページをお開きください。 
 介護保険特別会計の歳入決算額は４８億７，５４１万円に対し、歳出決算額は４８億５，

７７１万円です。介護保険料の滞納額が３，９０１万円あります。公平な保険料負担と介護保
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険事業の安定的継続のためにも、保険料の収納率向上と不納欠損額の減額に努めていただきた

いと思います。 
 次に介護サービス特別会計審査意見です。４６ページをお開きください。 
 介護予防サービスは、要支援と認定された方が要介護状態とならないよう利用するものであ

ることから各種サービス事業の検証を行ってプランの評価・見直しを徹底し、十分な成果が得

られ、その方に合った介護サービスの提供を行い、介護保険料の上昇を防ぐためにも一層の取

り組みをお願いしたいと思うわけであります。 
 次に後期高齢者医療特別会計の審査意見です。４７ページをお開きください。 
 後期高齢者医療特別会計の歳入決算額は１１億７，４０８万円に対し、歳出総額は１１億７，

２８０万円です。滞納額も昨年度より１４０万円減少していますが、後期高齢者医療保険制度

を支える重要な財源なので、滞納者に対しましては気兼ねなく相談に応じられる体制の整備を

して収入未済額の縮減に一層努めていただきたいと思います。 
 また後期高齢者医療の健全な運営に向けて関係部局とも連携し、健康づくり事業への取り組

みをお願いしたいと思います。 
 次に公共下水道特別会計の審査意見です。４９ページをお開きください。 
 公共下水道特別会計の歳入決算額２７億９，２６１万円に対し、歳出決算額２６億５，３３６万

円となっております。歳出の６８％を公債費が占める状況であるとともに、一般会計からの多

額な繰入金は歳入の６４％を占める状況にあります。いずれも昨年度より若干増加しておりま

す。そのため、一般会計における財政運営にもこのことから大きな影響を及ぼしているのが現

状であります。また昨年度に比べ、普及率および水洗化率は年々少しずつではありますが上がっ

てきております。しかしながら多額の投資がなされているのも現状でありますので、本来の目

的達成のためにも積極的な加入促進が必要であります。 
 なお、下水道受益者負担金及び使用料に１億４，１５９万円の収入未済額があります。自主

財源の乏しい中、受益者負担金及び使用料は重要な財源であるため、収入未済額の縮減を図る

ための対策や負担金について消滅時効期間や時効の援用の要否について、公営企業部職員の方

たちのスキルアップを図っていただきたいと思います。 
 次に、農業集落排水特別会計の審査意見です。５２ページをお開きください。 
 この事業は芦川地区の集落排水事業であります。歳出は排水処理施設の維持管理、起債の償

還が主なものです。より効率的な施設の維持管理により繰入金の削減に努め、未収金について

は収納対策を早急に講じていただきたいと思います。 
 次に簡易水道特別会計の審査意見です。５３ページをお開きください。 
 この事業は本年度から芦川町のみの事業となりました。営業実績は給水人口４５８人で、有

収水量７万立方メートルで有収率は８９％です。配水管の漏水が１１％になっています。老朽

管の敷設替え等を積極的に行って、有収率の向上を図っていただきたいと思います。 
 各施設の統合、維持管理の合理的な削減等を行い、職員の経費節減意識の向上等を行う必要

があると思います。 
 次に財産区管理会特別会計の審査意見です。５５ページをお開きください。 
 市内９財産区においては、構成員の高齢化や財産収入の低迷により、財産区の基盤である森

林の整備に問題を抱えている状況であります。森林資源は自然体系の保全や水源の涵養、土砂

の流出防備などの役割を担うとともに人々にやすらぎを与え、景観の形成に寄与することがで
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きる大きな財産です。森林経営の現状は高齢化が進み管理が難しい状況ではありますが、関係

機関とも連携し、今後とも貴重な資源の保護・育成に努めていただきたいと思います。 
 次に財産基金に関する調書の審査意見です。６１ページをお開きください。 
 基金については、的確な管理が行われております。公金の安全性を確保するため、平素、金

融機関の経営状況等の情報収集を行い、経営悪化の場合に備えていただくとともに公金の運用

については、安全性を第一に一層効率的な運用を図っていただきたいと思います。 
 続きまして、地方公営企業法第３０条第２項の規定により、審査に付された平成２３年度笛

吹市水道事業会計決算、笛吹市営春日居地区温泉給湯事業会計決算および証書類、そのほか政

令で定める書類について審査しましたので、その結果についてご報告します。 
 水道事業会計決算意見書、１ページをお開きください。 
 公営企業法第３０条第２項の規定により、平成２３年度笛吹市水道事業会計決算については

平成２４年７月３日に審査を行いました。 
 地方公営企業法第３条の経営の基本原則に基づき、適正かつ効率的に予算の執行および事業

の経営が行われているかどうか。決算報告書、財務諸表および事業報告書が関係法令に準拠し

て作成されているか。また計数が正確に記載され、かつ当該事業年度の経営成績、ならびに当

該年度末における財政状態を適正に表示しているか否かを検証するため、関係諸帳簿等を検査

し、併せて関係職員の説明を聴取いたしました。 
 審査に付された決算書および財務諸表はそれぞれ関係法令の規定に適合し、経営成績および

当該年度末における財政状態が適正に表示されており、計数は正確であることを認めました。 
 ８ページをお開きいただきたいと思います。 
 本年度営業実績は給水人口７万１，６８７人で普及率は９７．３％となっています。年間有

収水量は８３６万立方メートルとなり、有収率は昨年度より３ポイント低い７５％となってい

ます。これは平成２３年度から芦川以外の簡易水道事業が上水道事業に移管されたため、この

ような数値になったと思われます。水道水の供給確保を図るために、今まで以上に有収率向上

のための取り組みが早急に望まれるところであります。特にホテル・旅館等の大型施設や学校

等の公共施設の漏水については大量の水を無駄にしているので法的措置等も含め、改善策が急

務でありますので早急に検討をしていただきたいと思います。 
 水道料金の未収金は２億２，８２０万円となっております。未収金の回収には引き続き給水

停止等の措置を実施するとともに特に高額滞納者に対してはさまざまな対応策を検討し、滞納

に対する断固たる姿勢を示していただきたいと思います。 
 なお、一般会計同様に水道料金についての法的な消滅時効期間や時効の援用の要否について

も熟知しながら、滞納対策および不納欠損についての専門的な知識の向上を求めるものであり

ます。また工事や委託業務の執行にあたっては可能な限り競争原理を働かせ、内容の精査を図っ

ていただきたいと思います。 
 平成２３年度から芦川町を除く地区の簡易水道が上水道事業に移行されたため、単年度収支

は赤字になりました。昨年度の数値と比較することは難しいわけですが、配水管の老朽化に伴

う営業費用の排水および給水費と減価償却費が増加していることが原因であると思われます。

また水道事業は一般会計からの繰り入れ、企業債の借り入れも多額になっております。 
 企業債の償還については、財政健全化等も考慮しながら有利な借り換えや早期償還について

も検討をお願いしたいと思います。長期的な財政計画の中で住民福祉の向上のため、引き続き
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最小の経費で最大の効果を上げるように努めていただきたいと思いますので、今後の施設の合

理化等による経費の節減にも努め、健全な事業運営を遂行されるよう望みます。 
 次に、春日居地区温泉給湯事業会計決算意見書の１ページをお開きください。 
 平成２３年度笛吹市営春日居地区温泉給湯事業会計決算について、平成２４年７月３日に審

査を行いました。審査の方法は、水道事業会計と同じであります。 
 審査に付された決算書および財務諸表はそれぞれ関係法令の規定に適合し、経営成績および

当該年度末における財政状態は適正に表示されており、計数は正確であることを認めました。 
 ７ページをご覧いただきたいと思います。 
 本年度の営業実績は給水世帯１４２戸で、年間総配湯量および有効湯量とも２６万立方メー

トルとなり、有効率は１００％です。 
 単年度収支は黒字ですが、温泉使用料の未収金が９６２万円あります。前年度よりは減少し

てきていますが、未収金の解消のためにも督促状の発送、個別徴収の強化など特に高額の滞納

者に対しては条例改正等、法的措置も含め、内部検討をして未収金の減少のために取り組みを

お願いしたいと思います。 
 続きまして、地方公共団体の財政健全化に関する法律第３条の規定による健全化比率および

第２２条に規定する資金不足比率について審査したので、その結果を報告いたします。 
 健全化比率等審査意見書、１ページをお開きいただきたいと思います。 
 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条の規定により健全化比率および第２２条に

規定する資金不足比率について法令等に照らし審査しましたが、審査に付されました比率等に

つきましてはすべて適正に作成されており、是正・改善する必要はない数値であると認めまし

た。特に指摘する事項はございませんでした。 
 以上、平成２３年度決算審査の結果についてご報告をいたしました。よろしくお願いします。 

〇議長（小林始君） 
 以上で、代表監査委員の報告が終わりました。 

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

〇議長（小林始君） 

   これより日程第６ 報告第４号から日程第８ 報告第６号までを一括議題といたします。 

 本３案件につきましては、議案書にありますとおり継続費の精算報告、地方公共団体の財政

の健全化に関する法律に基づく財政健全化判断比率および公営企業の資金不足比率の報告等で

ありますのでご了承願います。 

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

〇議長（小林始君） 

   次に日程第９ 議案第６３号から日程第５３ 議案第１０７号までを一括議題といたします。 

 この際、申し上げます。 

 ただいま議題となっております議案第６３号から議案第１０７号の全案件とも審査を所管の

常任委員会に付託することになっておりますので、これらの案件につきましては大綱的な質疑

に留めたいと思います。 

 それでは、これより大綱質疑の発言を許します。 

 （ な し ） 

 以上で、質疑を終結いたします。 
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 ただいま議題となっております４５案件については、お手元に配布してあります議案付託表

のとおり、所管の常任委員会に付託いたします。 

 以上で、本日の議事はすべて終了いたしました。 

 お諮りいたします。 

 明日４日は議案調査のため、休会といたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 

 よって、明日４日は休会とすることに決定いたしました。 

 次の本会議は９月５日、午前１０時から再開いたします。 

 本日は、これにて散会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

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

散会  午後 ３時１４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。 
 念のため、申し上げます。 
 本日も上着は脱いで結構です。また質問者も答弁者も同様ですので、お願いいたします。 
 本日、傍聴と撮影の申請があり、これを許可しましたので報告いたします。 
 傍聴人に申し上げます。 
 傍聴人は議事について可否を表明し、または騒ぎ立てることは禁止されておりますので静粛

に願います。 
 また携帯電話の電源は切るか、マナーモードに設定していただくようお願いいたします。 
 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。 

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

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

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

〇１４番議員（寳修君） 
 笛政クラブの寳でございます。 
 議長の許可をいただきましたので、会派を代表しまして代表質問をいたします。 
 まず、笛吹市出身の辻村深月さんの直木賞受賞は本当におめでとうございます。林真理子さ

んが受賞されてからの２０数年前、またの快挙でニュース速報が流れたときは思わず手を叩き

喜びました。また４年に一度のオリンピック、日本のアスリートの活躍は目を見張るものがあ

り、競泳、レスリングなど山梨県から出場した選手がメダルを獲得したときは本当に感動いた

しました。大変暑い夏を、オリンピックを観戦し過ごしました。 
 消費税増税案も可決し、首相の問責決議案可決、本当に不安定な政治経済、将来を見据えた

政治を期待しながら、そしてまた荻野市長の市政を評価し３期目を応援しながら質問に入りた

いと思います。 
 まず１番目としまして、決算を受け本市の財政状況についてを質問いたします。 
 国民の暮らしを担う地方公共団体は財政健全化法に基づく４指標、平成１９年度の法改正に

より実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率を算出し公表すること

となっております。 
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 今までの制度では、分かりやすい財政情報の開示や早期是正機能などがないため課題が指摘

され、財政指数を整備し、その公表の仕組みを設け地方分権を進める中で財政の早期健全化お

よび再生のための新たな制度を整備することが必要とされ、健全化法では監査委員の審査や議

会への報告、住民への公表を義務付けて情報開示を徹底し、早期健全化基準を設けることとな

りました。 
 また公営企業や第三セクターの会計も対象とする新たな指標を導入するなど、地方公共団体

の財政の全体像を明らかにする制度となっております。公表後の年度ごとの比率について、こ

こ３年の数値比較をする中で、笛吹市の財政状況をどう分析をするのか伺います。 
 次に景気低迷の中、自主財源の確保というところについてお伺いをいたします。 
 １９９０年ごろから景気が後退しはじめ、バブル経済の崩壊、それにより消費や雇用に悪影

響を及ぼしデフレとなりました。そのような状況であった１９９０年代から２０００年代初頭

までの経済を「失われた１０年」と呼ばれていたが、サブプライムローン問題をきっかけに世

界金融危機へ発展し、世界同時不況へと陥りました。その後も改善に向かわなかったためにイ

ザナギ景気の期間を含め、失われた１０年と２０００年代以降の経済を合わせて「失われた２０年」

と呼ばれるようになりました。 
 このような景気の低迷が続く中、地方公共団体では自主財源の確保に向け積極的に取り組ま

れておりますが、わが笛吹市においても財政の基盤となる自主財源の税、各種料金の収納状況

をお聞かせ願いたいと思います。 
 次に合併特例債活用について、お伺いいたします。 
 合併特例債は合併に伴い、特に必要となる事業に充当できると限定されており、合併により

一時的に経費がかさむものについて国が財政支援を行うことにより、その壁を取り除きスムー

ズに新自治体に移行できるようにするという趣旨のものであり、合併特例債活用は極めて重要

で、また最もメリットのある財源調達法の１つであると思います。起債状況と今後の活用方針

をお伺いいたします。 
 次に基金の状況と合併後の状況について、お尋ねいたします。 
 平成２３年度一般会計に関わる基金保有総額は１５３億円と聞いております。合併当初から

見ると１０７億円が増加しました。これはいろいろな基金を合わせたもので、笛吹市の主要な

基金と理解しており、状況を伺いたいと思います。その活用方針も伺いたいと思います。 
 ２番目としまして、大型プロジェクト事業についてお伺いをいたします。 
 合併特例債の有効活用については、本市の財政状況と今後の活用方針についての中で質問し

ておりますが大型施設整備事業、石和温泉駅周辺整備事業、多機能アリーナ建設事業、砂原橋

架け替え周辺道路整備事業、バイオマスセンター事業、八代ふるさと公園拡張整備事業などが

あります。 
 合併特例債の本来の目的である新市の一体性の速やかな確立を図るため、また均衡ある発展

に資するために行う公共的施設の整備事業に充てるという基本的な考え方に基づいて、特例債

の有効活用が期限内に遂行されることが望まれており、確実な進歩が必要であると考えます。 
 そこで大型プロジェクト事業について、従前、説明を行ってきたと思いますが、なお一層の

説明が必要と考えますが、今後、市民に対する説明方針あるいはまた大型事業だけではなく、

市民の要望等を反映される方策はあるのかをお伺いいたします。 
 次に、平成大合併で誕生した自治体に認められている合併特例債についてお尋ねしますけれ
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ども、合併特例債は政府が発行期限を５年間延長する方針を固め、現行の合併後１０年を１５年

にする法案を可決いたしました。東日本大震災の被災自治体では２０年になり、合併特例債の

有効活用が財政面でのメリットを考え、市民や地域からの要望に応える具体策はあるのかを伺

います。 
 続きまして、多機能アリーナ建設事業について伺います。 
 多機能アリーナについては体育館を主軸にコンサート、集会等、多くの用途に活用できる施

設となっており、人づくり、健康づくり、交流づくりがテーマとされ、多くの人が集い学ぶこ

とができる拠点施設として位置づけ、特に子どもたちにとっては一流のスポーツや文化に触れ

ることやスポーツ活動、文化活動を通じて多くの仲間と触れ合うことができる施設だと思いま

す。また笛吹市の重要産業の観光は近年、大変厳しい状況にあり集客の面においても活用でき

るのではないかと思います。このように多方面にわたる事業であり、有効活用策が望まれる中

でどのような策で計画を進めているのかをお伺いいたします。 
 ３番目としまして、指定管理者制度の検証と今後の方針についてお伺いいたします。 
 指定管理者制度は今までは地方公共団体や、その外郭団体に限定していた公の施設の管理・

運営を株式会社をはじめとした営利企業、財団、法人、ＮＰＯ法人、市民グループなど法人、

その他の団体に包括的に代行させることができる制度として、笛吹市も導入しております。民

間の活力を生かすため、指定管理者制度は合併後１４５施設ある中で４７施設が導入されてお

ります。経費の削減とサービス向上につながってきているのか、コストに関しては数値に基づ

いてどのくらいの効果があったのかを伺います。 
 次に笛吹市で公園施設１０カ所に指定管理を導入されておりますが、利用者から管理が不十

分なところが見受けられるなどの声があり、またスポーツ施設の予約についても連携が不十分、

例えばホテルなどでスポーツを目的に、本市に訪れる方などから連携がとれていないといった

意見も寄せられております。これらの指定管理について、改善策があるのか伺います。 
 次に保育所施設の指定管理について、お伺いいたします。 
 現在、笛吹市において指定管理者を導入している保育所４施設と導入していない保育所１４施

設があります。指定管理者については市において選定委員会に委ね、プロポーザル方式により

選定。その後については管理者独自のノウハウと経営努力により運営を行っていますが、保育

サービスに格差が生じてきていると思いますが、今後、指定管理を導入する考えがあるのかを

お尋ねいたします。 
 次に、総合計画に基づいた施策の実現と状況についてをお尋ねします。 
 本市行政の基本指針となる総合計画、にぎわい・やすらぎ・きらめきのハーモニーふえふき

協奏曲第１番に基づいた躍動するふれあい文化都市 笛吹市のまちづくりを実現するため、市

長におかれては２期目の行政経営に取り組まれてきました。 
 総合計画の基本構想を掲げた主要な施策の実現状況と今後の取り組みについて、市長に伺い

ます。具体的には実り多い産業と人々の集うまちづくりの取り組み、環境にやさしく安心して

すこやかに暮らせるまちづくりの取り組み、個性輝く人々が育ち活躍するまちづくりの取り組

みについてお伺いをいたします。 
 ５番目といたしまして、合併協定項目の達成状況についてをお伺いいたします。 
 合併から８年を迎え６６項目の合併協定項目について、これまでの市政経営の中で多くの課

題を乗り越え実現が図られてきたものと大いに評価をいたします。合併協定項目に掲げた懸案
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事項の達成状況について伺うとともに、さらに検討を要するものや今後、着手していく課題に

ついて市長の見解をお示ししていただきたいと思います。 
 具体的には合併協定項目のうち、この４年間で実現されたものと引き続き取り組まなければ

ならないものについて、お示しいただきたいと思います。 
 合併協定項目の達成が、新市として一体的な行政サービスの実現や一体感の醸成に十分つな

がっていると考えているのか。よいとすれば、その理由をお聞かせいただきたいと思います。 
 協定項目の未達成、あるいは一部達成という課題についての今後の取り組みについてをお伺

いいたします。 
 ６番目といたしまして、笛吹市の森林資源の活用策についてをお尋ねいたします。 
 笛吹市の森林は市全体面積の５８％を占めております。また山梨県では総面積の７８％を森

林が占める緑豊かな森林県であり、この豊かな森林は先人の植林事業によるもので伐期を迎え

ているが、笛吹市の資源はどのような活用策があるのかを伺います。 
 また公共建設物等における木材の利用促進に関する法律を国が定めているが、市は森林資源

を公共施設等の建設に生かしていくつもりはあるのかを伺います。 
 次に森林の整備については、どのように推進していくのか。また間伐材などを活用する計画

はあるのかをお伺いいたします。 
 ７番目といたしまして、笛吹市のスポーツ振興についてをお尋ねいたします。 
 近年、健康志向の高まりや生きがいを求めスポーツ、レクリエーション活動に関心が高まっ

ております。本市も各スポーツの分野において全国大会も開催され、活発化しております。市

民のスポーツ活動をより活発にするための考えがあるのかを伺います。また、市民の誰もがス

ポーツを身近にできる環境づくりが必要だと思います。スポーツ推進委員、体育協会との連携

により高齢者や子どもが参加できるスポーツの推進が望まれていますが、本市の方向性をお伺

いいたします。 
 以上、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。 
 市長、荻野正直君。 

〇市長（荻野正直君） 
 おはようございます。 
 笛政クラブ、寳修議員の代表質問にお答えいたします。 
 はじめに決算を受け本市の財政状況についてのご質問のうち、財政健全化法に基づく４指標

についてのご質問でございます。 
 地方自治体の財政破綻を未然に防ぐために、平成１９年度に地方公共団体の財政の健全化に

関する法律が施行されました。この法律によりまして自治体は毎年、財政の健全度を示す健全

化判断比率４指標の算定と公表を義務付けられたところであります。 
 まず実質赤字比率および連結実質赤字比率については、一般会計ならびに特別会計、公営企

業会計すべて実質収支が黒字でしたので、赤字比率は算出されませんでした。 
 次に実質公債費比率でありますが、平成２１年度は１３．６％、平成２２年度は１３．８％、

平成２３年度は１３．９％とわずかながら上昇いたしておりますが、起債の発行が許可制とな

る１８％以下であり、健全性が保たれているところであります。 
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 次に将来負担比率でありますが、こちらは平成２１年度が１０９．６％、平成２２年度は８８．

４％、平成２３年度は８５．８％と毎年、大幅に数値が向上しているところであります。 
 本要因につきましては、財政調整基金などに平成２２年度においては２０億７千万円、平成

２３年度におきましては１４億５千万円の積み立てができたことにより、将来負担額に対する

充当可能財源が増加したためであります。 
 本市の健全化４指標は２３年度決算においても早期健全化基準を大きくクリアしており、本

市の財政が健全であることを示しており、将来を見据えた行政経営に引き続き努力を重ね、健

全な財政の堅持に努めてまいります。 
 次に自主財源確保の取り組みと各種税・料金の収納状況についてでありますが、市が自主的

に収入できる自主財源は地方税、分担金、負担金、使用料、手数料等がありますが中心となる

ものは地方税になります。 
 本市の市税の現年度収納額は、税源移譲のあった翌年の平成２１年度決算額では９１億５千

万円でしたが、平成２３年度は８４億９千万円と大幅に落ち込んでおります。これは、税源移

譲後のリーマンショックや大震災による景気低迷の影響と、都市計画税の課税延期による調定

額が減少したものであります。 
 税収の増加については景気の回復が必要となりますが、企業の誘致や産業の振興が何よりも

重要と考えておりますので、これらについても今後なお一層の努力をしてまいります。 
 また、山梨県地方税滞納整理推進機構への職員派遣により滞納整理が強化されて収納率も年々

向上いたしております。今後も滞納額の縮減による税収の向上に努めてまいりますが、地方税

だけではなく、分担金、負担金、使用料、手数料等についても検討し、バランスよい財源確保

を目指す必要があると考えております。 
 次に合併特例債の状況と今後の活用方針についてでありますが、平成２３年度決算において

合併特例債の総借入額は１３１億７千万円であり、すでに償還しているものもありますので借

入残高は１０４億円となっております。 
 今後の活用方針といたしましては、大型プロジェクト事業をはじめとする継続事業には引き

続き活用する予定であります。 
 また、合併特例債の発行期限が５年間延長されましたので、今後ごみ処理施設建設、橋梁長

寿命化事業などにも活用が可能となりました。 
 今後も充当事業を精選した上で有効な活用を図り、新市の基盤整備を進めてまいりたいと考

えております。 
 次に各種基金の状況と今後の活用方針、有効活用についてでありますが、平成２３年度決算

時点において、土地開発基金を除いた一般会計に関わる基金保有総額は１５３億７千万円となっ

ております。合併時の持ち寄り額が４１億８千万円でありましたので、実に約１１２億円増加

いたしております。 
 合併特例債を活用して地域振興基金に３９億円を積み立てたのをはじめとし、財政調整基金、

公共施設整備等基金ならびに減債基金に積み立てを行っており、この４つの基金が主要基金と

なっております。 
 今後の活用方針ならびに有効活用でありますが、財政調整基金は財源不足の折には一般財源

として繰り入れて使用できますが、他の基金につきましては特定目的基金でありますので、基

金目的に合致した事業でないと充当できないこととなっております。 
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 このことから公共施設等整備基金については、今後、大型プロジェクト事業の進捗に伴い新

市の基盤整備事業の経費が増えてまいりますので、事業費の一部に充当したいと考えておりま

す。 
 また減債基金につきましては、増加している公債費や特別会計の繰出金への充当を考えてい

るところであります。さらに年度末に歳計現金が不足する場合における、各種基金の繰り替え

運用を行うなど基金の有効活用を図ってまいります。 
 続きまして、大型プロジェクト事業についてでありますが、はじめに合併特例債有効活用の

説明方針と市民要望が反映される方策についてであります。 
 本市において事業の実施にあたっては、市民ならびに関係者には十分な説明を行っていると

考えております。特に大型施設建設につきましては、地区ごとの市民ミーティングの開催や広

報やホームページによる連載周知など、積極的に行っているところであります。 
 また市道改良事業、農道・水路改修および各種施設の整備改修などの各種建設事業におきま

しては、市民要望ならびに地区要望に基づいて実施しております。 
 今後とも事業執行にあたっては、事業の優先順位や市民要望を重視するとともに市民への積

極的な情報開示に努め、説明責任を果たしてまいりたいと思います。 
 次に合併特例債活用の期間が５年間延長により、地域要望に応えるための具体策についての

ご質問であります。 
 市では、中期財政計画に計上されている事業につきましては、計画どおり合併特例債を活用

する予定であります。現在のところ、中期財政計画に計上されていない新たな施策事業につい

ての合併特例債の活用は考えておりませんが、合併特例債の財政面でのメリットを考えた場合、

今後、市民や地域からの要望があり、かつ必要不可欠と判断した新規事業についても特例債の

積極的な活用を考えております。 
 地域要望に応えるための具体策としては、今後も旧町村単位に設置されております地域審議

会や行政区長会など各種地区団体などからの要望や意見などを積極的に取り入れ、各種施策に

地域要望を取り入れてまいります。 
 次に多機能アリーナ事業についてでございますが、多機能アリーナにつきましては、まず市

内の体育施設や文化施設の利用状況を考え合せますと、市民の皆さまの日常的な利活用はとて

も多いものと考えております。 
 また従前よりご説明申し上げておりますとおり、この施設は他県にまたがる大きなスポーツ

大会やコンサート、講演会などが開催可能でありますので、このような事業も積極的に展開し

てまいります。さらに市民の皆さまとの協働による事業展開を目指し、現在ワークショップで

さまざまなご意見をいただいております。今年度中を目途に中間的なとりまとめを行う予定で

すが、現在いただいているご意見の中でも、子どもと一緒に参加できるスポーツイベントや事

業の昼夜開催など利用者視点でのご提案をいただいているところです。 
 多機能アリーナにつきましては、このような多くの事業を効果的に組み合わせる中で人づく

り、健康づくり、交流づくりの拠点として活用してまいります。 
 次に、指定管理者制度の検証と今後の方針についてお答えをいたします。 
 公の施設の指定管理者制度は平成１５年６月の法改正により、従前の管理委託制度に代えて

導入されたもので、公の施設の管理を地方公共団体が指定する団体に代行させる制度であり、

その目的は経費の削減とサービスの向上の２つであります。 
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 市では平成１７年度から導入の検討および関係例規の整備に取り組み、平成１８年度を初年

度として指定管理者の導入を開始し、平成２３年度までに対象となる１４５施設中５７施設に

導入いたしております。 
 指定管理導入施設の平成２３年度決算見込み額と、直営で管理した場合の公費負担額の推計

を比較した場合、５７施設の総額で１億２千万円の経費削減が見込まれ、また施設の開館日の

増加や開館時間の延長、特別保育の導入など確実に制度の導入効果が表われております。 
 公園施設につきましては現在１０施設に指定管理を導入しており、利用者サービスの向上と

施設の有効的かつ効果的な運営および維持管理経費の抑制を図っているところであります。 
 市では毎月、職員が巡回指導を行うとともに年間３回のモニタリングを実施し、管理状況の

確認を行っております。 
 今後もモニタリング等を継続的に行うとともに、アンケートボックス等による利用者からの

意見を参考にし、市民の皆さまが快適に公園を利用できるよう取り組みを進めてまいります。 
 体育施設につきましては、複数の指定管理者と市の直営施設が混在しておりますが、各施設

とも毎月調整会議を開いた上で利用していただいております。今後も指定管理施設、直営施設

ともどもさらに連携を徹底し、利用向上に努力してまいります。 
 また、県と県内市町村とが共同で利用しております電子申請受付共同システム やまなしく

らしネットの施設予約機能についても検討してまいります。 
 次に保育所については公立保育所すべてが対象となっており、今年度までに１４施設中４施

設に指定管理者を導入いたしております。導入した保育所につきましては、指定管理者独自の

ノウハウと経営努力により保育サービスもさらに向上し、休日保育や完全給食、スイミング教

室など保護者の皆さまにもご満足をいただいているところであります。 
 保育サービスの向上を図るには指定管理者導入の目的の１つであり、未導入の保育所も含め

市全体の保育サービスのより一層の向上に努めていきたいと考えております。 
 今後の指定管理者制度導入の方針につきましては、多様化する保育ニーズを見極めながら保

護者の皆さまに十分な説明を行い、ご理解を得る中で指定管理者制度導入をさらに進めていき

たいと考えております。 
 続きまして、総合計画に基づいた施策の実現状況についてお答えいたします。 
 平成２０年３月に策定いたしました第１次笛吹市総合計画は平成２９年度を目標年度として、

まちづくりの基本理念や１０年後の将来像および、それを達成するために必要なまちづくりの

方向を掲げています。 
 平成２４年度が前期基本計画の目標年度であり、これまでの主要施策の実現状況と今後の取

り組みについて、３つのまちづくりの方向によりご報告いたします。 
 最初に、実り多い産業と人々が集うまちづくりについてであります。 
 都市基盤整備、産業振興、交流・交通のネットワークづくりなどを主な施策として展開して

まいりました。都市計画マスタープランの策定、石和温泉駅舎および周辺整備事業、砂原橋の

架け替え事業、（仮称）笛吹スマートインターチェンジの設置促進事業、多機能アリーナ建設

事業など本市の玄関口や交流拠点の整備などの事業推進の礎を築いてまいりました。 
 また観光振興ビジョンの策定、援農支援センターの設立、新規就農農業後継者支援、新規就

農者支援など地域産業の振興策についても進めてまいりました。 
 今後は農業の再興、新たな交流・観光の創造に向け、拠点施設等を活用したネットワークの
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構築を図り、市民の皆さんや笛吹市を訪れる方々が笛吹市の魅力を実感できるように取り組ん

でまいります。 
 次に環境にやさしく、安心してすこやかに暮らせるまちづくりについてであります。 
 子育て支援、健康づくり、福祉施策の充実、また安全・安心、環境への取り組みを進めてま

いりました。 
 子どもすこやか医療費助成事業の小学校６年生までの拡大、児童館・児童センター建設によ

る共働き世帯への子育て支援やかすがい東保育所、石和第五保育所の建設など保育環境の整備

など進めるとともに特別養護老人ホーム２施設の開設など、子どもから高齢者まで安心して暮

らせるまちづくりを推進してまいりました。 
 また、防災・環境面においては防災無線デジタル統合事業、各地域におけるハザードマップ

の作成など災害に対する備えを進め、境川浄水場、御坂浄水場の建設、バイオマスタウン構想

の推進、やってみるじゃん５３減量の推進など住環境整備とともに循環型社会の構築を進めて

まいりました。 
 今後は地域の実情に合った防災計画の見直しを進めるとともに消防、救急、防犯、交通安全

施策などの検証をもとに、さらに安心なまちづくりの推進を図っていきたいと思います。また

健康づくりを進め、明るく元気な笛吹市を目指してまいります。 
 次に個性輝く人々が育ち、活躍するまちづくりについてであります。 
 人づくりは、すべての基本と考えております。幼保・小・中・高の連携を推進するため、学

校教育ビジョンの策定を行い、あいさつ・聞き方・言葉遣いを合言葉にその具現化に向け努力

してまいりました。また、学校サポーター等の市費教職員の配置や学校施設耐震化など教育施

設整備、教育環境整備を進めてまいりました。さらにふえふき文化・スポーツ振興財団の体制

強化を行い、生涯学習、生涯スポーツの推進を図っているところでもあります。 
 今後は総合的な子育て支援、教育支援を進めるため、子ども課の新設などを検討するととも

にあらゆる面において地域リーダーとなるべき人材育成を進めてまいりたいと考えております。 
 続きまして、合併協定項目の達成状況についてお答えいたします。 
 平成１６年１０月の合併から８年目を迎え、これまでの市政経営について振り返ってみます

と合併後に調整・検討を必要とする６６の合併協定項目への対応を優先的に進めてきたところ

であります。 
 ６６の合併協定項目の調整につきましては、市民生活の根幹に直接関わる税・料の統一、ま

たばらつきのあったサービスの平準化など、市民の皆さまのコンセンサスを得ることを第一に、

関係諮問機関からの答申をもとに議会、地域審議会、関係団体等よりご意見をいただく中、進

めてまいりました。 
 現在のところ６６項目においてはおおむね調整が終了しておりますが、教育関係施設使用料

の算定基準の統一化等につきましては、引き続き調整を進めているところであります。 
 今後の課題につきましては、第２次笛吹市行財政改革大綱が目指す前例踏襲型行政から課題

解決型行政への転換を図り、選択と集中の考え方を基本とした笛吹市オリジナルな行政経営を

進めてまいりたいと考えております。 
 続きまして、笛吹市の森林資源の活用策についてお答えをいたします。 
 まず、全体面積の５８％を占める森林資源の活用策についてであります。 
 笛吹市におきましても戦後、造林された人工林が資源として利用可能な時期を迎えていると
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ころであります。国におきましては、公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律を

定め、現在の木材自給率２６％を１０年後に５０％以上にすることを目指しており、笛吹市に

おきましても木材自給率アップを目指していきたいと考えております。 
 本市におきましても、平成２３年度に山梨県森林整備加速化・林業再生事業を活用し、県産

材を利用した木造平屋の公民館を御坂町下野原に建設したところであり、今後も積極的に公共

建築物等への利用を進めていきたいと考えています。 
 次に市の公共施設等の建設への活用についてでありますが、国では平成２２年度に公共建築

物等に木材利用促進法を制定し、基本構想を定めました。 
 笛吹市におきましても、市内の公共建築物等における木材の利用の促進に関する方針を今月、

定めたところであります。今後、公共建築物等の木造化・木質化を行いながら、さらに一般建

築物等においても木材利用を拡大できますよう、アピールしていきたいと考えております。 
 次に森林整備と間伐材の活用についてでありますが、国補造林事業および今年度から導入さ

れた森林環境税に伴う事業、平成１９年度から開始いたしました森林施業における所有者負担

分を補助する笛吹市森林総合整備事業を活用しながら、引き続き健全な森林資源の維持造成を

推進していきたいと考えております。また、森林内より搬出された間伐材等を公共建築物に活

用していきたいと考えております。さらには、本年度から木質バイオマスボイラーの実証実験

をスタートさせます。 
 今後は間伐材を木質ペレットに加工し、燃料原料として新たな利用方法を探っていきたいと

考えております。 
 続きまして、笛吹市のスポーツ振興についてお答えいたします。 
 はじめに笛吹市のスポーツ活動をより活発化するための考えがあるかでありますが、市民の

誰もが身近にスポーツを親しむことができる環境づくりへの取り組みとして、各種スポーツ大

会を開催しております。参加者も年々増加傾向にあり、有意義な大会として成果も上がってい

ると考えております。 
 今後さらに活発化していくために大会運営や経費などの見直しを図る中で、より参加しやす

く満足していただける大会を目指してまいります。 
 また公益財団法人ふえふき文化・スポーツ振興財団と連携を図り、スポーツ推進委員ならび

に体育協会のご協力をいただきながら、誰もが気軽に参加できスポーツを通じていかに楽しん

でもらえるか、いかに触れ合いを深めてもらえるか等を検討し、身近なスポーツプログラムを

作成していきたいと考えております。 
 本年、初の試みといたしまして、誰もが手軽に楽しめる軽スポーツを仲間同士や家族で体験

し楽しんでもらい、体力づくりや参加者相互のコミュニケーションを図るとともに、運動に対

する意識の高揚を図ることを目的にスポーツ推進委員会と教育委員会が主催し、笛吹市軽スポー

ツサーキットを開催する予定であります。グラウンドゴルフやペタンク、シャッフルボード、

輪投げ等を９月２３日の石和地区を皮切りに来年１月１９日の境川地区まで、地域ごとに実施

してまいります。 
 次に高齢者、子どもが参加できるスポーツの推進についてでありますが、これまで高齢者や

婦人層を対象とした女性トレーニング教室や小学生の親子を対象とした親子運動教室、さらに

出産６カ月を経過された方や各地区のグループ等を対象として、社会体育指導員の指導のもと

年間をとおして行う健康づくり教室、また外部団体の協力をいただく中でヴァンフォーレ甲府
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わくわく健康運動教室を開催してきております。 
 今後スポーツ推進委員、体育協会との連携はもちろん他部局との連携を十分に図る中で、現

在実施しているプログラムに、さらに工夫や新たな方法を模索しながらスポーツを中心軸にお

いた健康づくりの実践を集合型や出前型などを織り交ぜながら、楽しく習慣化できるよう検証

しながら、元気な笛吹市を目指したいと考えております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 再質問を行います。 
 寳修君。 

〇１４番議員（寳修君） 
 再質問を行います。丁重な答弁、ありがとうございました。 
 まず本市の財政状況についてですが、実質赤字比率、連結実質赤字比率については、また一

般会計ならびに特別会計、公営企業会計、すべて実質収支が黒字ということなので、また監査

報告でも特に指摘すべき事項はないとの評価が出ておりますので、大いに評価したいと思って

おります。 
 次に基金についてでありますけども、それぞれ目的を持ち、いろんな基金があるわけですけ

ども、その中でも現在のいくつかの基金は、今出ている基金の中では使うことができないわけ

ですけども、目的を持った中での基金については十分、活用できるんではないかというふうに

思いますけれども、その中でも観光基金について今の現状がどのようになっているのかをお聞

きしたいということですけども、私の記憶の中では合併前には７億円ぐらいの基金があったか

というふうに思いますけども、合併当時、さくら温泉通り等の中で３億円ぐらい使ったのかな、

そしてそのあと市道１７号線に、そのほか２億円ぐらいの基金を使ったということで、残りが

あとどのくらいあって、そしてその残りがどのような形で使われていくのか。それとも使わず

にそのまま基金として積んでいくのかということをお聞きしたいということであります。 
 以上、そこで１問としてお聞きします。 

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） 
 寳議員の再質問にお答えさせていただきたいと思います。 
 観光施設整備基金でございますが、これは石和町時代からあった基金でございまして、観光

施設を造るという目的を持った基金だと理解しております。 
 基金の推移でございますが、合併当初、持ち寄ったときが３億８，２００万円ぐらいでした。

今現在、決算を今、これから認定していただくわけですが、２３年度末ということでございま

すと３億４，７７８万円ぐらいございました。この事業につきましては、花火大会等をやる笛

吹川の河川敷がございますね。河川敷に観覧席を設けるものに使ったということを今、覚えて

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） 
 寳修君。 
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〇１４番議員（寳修君） 
 観光というのは、本市の重要なところに位置づけられているわけですけども、昔から観光に

携わる方々が努力されて、そしてまた積まれてきたお金だというふうに思うので、またその活

用方法について、しっかりとしたものを精査しながらやっていただきたいと思います。 
 続きまして、大型プロジェクト事業についてのことについて再質問いたします。 
 中期財政計画に計上されている事業は計画どおりということですけども、石和温泉周辺整備

事業の中で駅舎のエスカレーターについてですけども、南側については設置ということで市長

の表明がありましたが、ＪＲの駅舎の中のラチ内についてどのような協議がされているのかと

いうふうなことをちょっとお聞きしたいと思います。 
 本市は温泉観光地で、温泉を利用した病院がいくつか点在しておりまして、療養に訪れる患

者さんも電車を使い、駅を利用いたします。何年か前に国土交通大臣が本市を訪れた際に足を

ケガしておられ、階段の上り下りに大変苦労したというのを覚えております。やはりエレベー

ターが必要といわれたことも市長のほうも聞かれているというふうに思っております。ラチ内

の協議の詳細をお聞かせいただきたいと思います。 
 それとまた多機能アリーナについてですけども、最初の計画だともう少し大きな計画をして

いたように思いますけども、収容人数が少なくなってしまったけれども、市民の方々に説明を

する中で、出された意見が最初の計画に戻らないのかなといったふうな意見も聞きます。特例

債が５年延長になった今、財政面のメリットを考えて市民、地域からの要望に計画された事業、

また新規事業についても積極的な活用が望まれると思いますけども、お考えをお聞きいたしま

す。 
〇議長（小林始君） 

 最初の駅舎の質問に対しましては、斉藤建設部長。 
〇建設部長（斉藤寿君） 

 寳議員の再質問にお答えします。 
 ラチ内の、俗に言う駅の構内のエスカレーターの設置についての取り組み状況でありますけ

ども、ＪＲにおきましては設置については利用人数の関係上、１万人ほどの利用者がいないと

設置ができないという方針の中で、市といたしましては設置に向けて設置費およびランニング

コスト、維持管理費も含めて協議をしているわけですけども、今現在、ＪＲのほうからは設置

に向けていい返事がきていないと。設置については、利用人数等も含める中で設置ができない

という中で今、推移をして、市の取り組みとしては設置については市が設置する方針ですが、

ランニングコストについてはＪＲが負担してくださいというような協議を、今現在もしている

状況であります。こんな形でありますので、よろしくお願いいたします。 
〇議長（小林始君） 

 多機能アリーナの質問に対して、答弁を風間経営政策部長。 
〇経営政策部長（風間和仁君） 

 寳議員の再質問にお答えさせていただきます。 
 ６月の議会の中でも、４５億円はという形でお話をさせていただきました。実施設計があり

まして、外構がありまして建築がある中で４５億円というお話をさせていただきました。やは

り、これから９月末には実施設計が仕上がってまいります。そういった中で皆さんのご意向を

お聞かせいただきながら、またワークショップ等も開催しながらやっておりますので、そういっ
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たものについては皆さんの意見を聞きながら、帯に短しタスキに長しということがないような

形で検討をさせていただければと思っております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 寳修君。 

〇１４番議員（寳修君） 
 ありがとうございました。本当に大変な事業だと思いますけども、市民の要望等を聞きなが

らやっていってもらいたいと思います。 
 次に指定管理者制度の検証と今後の方針について、再質問をいたします。 
 平成２３年度の指定管理料が９千万円の増額ということですけども、コスト削減が本制度の

趣旨であると思いますけども、増額の原因について伺いたいと思います。また公園管理の先ほ

ども答弁でいただきましたけれども、施設管理、以前に比べれば低下しているという指摘を受

けていますけども、サービスの低下といわれない方策はどのような方策をするのかをお聞きし

たいと思います。 
 指定管理者が市に対して提出する報告、吟味精査されているのかということをお聞きしたい

と思います。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、雨宮総務課長。 
〇総務課長（雨宮寿男君） 

 寳議員の再質問、指定管理者に関する件について答弁をさせていただきます。 
 指定管理施設につきましては、おおむね３年から５年の間で指定期間が設けられるわけです

けども、通常は多くの施設が単年度の指定管理料については同じ額になるのが通常ではないか

と思いますが、ただし中には社会情勢の変化ですとか燃料代等の高騰、また施設の修繕費等の

増加等によりまして、またサービスの向上に向けた指定管理者独自の取り組みなど、さまざま

な要因で前年度の決算額に比べて金額が大きく変わるというふうなケースもございます。 
 今回、平成２２年度と２３年度の決算の比較で約９千万円ほど、２３年度のほうは多くなる

ということについての原因でございますけども、いくつかの要因がございます。１つは平成２３年

度は５７施設に対して指定管理が行われている。２２年度については５４施設ということで３施

設、指定管理施設が多くなっていると。その中で八代の御所保育所、それから石和温泉の駅前

公園、芦川の直売所、この３施設が増えているということで、これが約５千万円ほど指定管理

料がかかっていると。 
 それから保育所の関係ですけども、保育所は指定管理になりまして保育所独自の取り組みが

行われているということで、非常に申し込みが多くなっているということでございます。その

中で石和第三保育所とかすがい東保育所につきましては定員が増えたことや、またそれに伴い

まして園児の数が増えたということで、平成２２年度と２３年度の比較でこの２年で約３０名

ほどの園児が増えているというような状況がございます。その関係で指定管理料も上がってい

るというような状況です。 
 それから指定管理者の収入に伴いまして、返還等が以前はかなりあったというふうな状況で

ございますけども、２３年度につきましては経済情勢の変化、燃料代ですとか水道代等の経常

的経費がかかっているということによりまして、いわゆる利益幅が減少したということと、そ
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れから施設の修繕費に多くかかったということで、返還額が減少しているというような状況で

ございます。温泉施設や文化・スポーツ振興財団からの返還額が、本年度はなかったというよ

うな状況でございます。 
 ちなみに市長の答弁にもありましたように、直営で管理した場合との推計で比較した場合に

は１億２千万円ほどの削減効果が得られているというような状況です。 
 それから指定管理施設の管理状況が低下しているのではないかということでございますけど

も、これにつきましては年２回程度のモニタリングと、それから現地への立入調査を実施する

ことによりまして、管理状況を把握しているというような状況です。改善点があれば指導して

いくということでございますけども、本年度におきましては４月から７月の間、５７施設に対

して１７０回の現地の立ち入りを実施しているということで、平均しますと月に１回弱という

ことでございます。多い施設については週に１回程度の立ち入りを行っています。少ないとこ

ろは３カ月にいっぺん程度ということですので、今後モニタリングに加え現地の立ち入りを強

化することによりまして、良好な施設管理に努めていきたいというふうに考えております。 
 もう１件、報告書類のチェックの関係でございますけども、指定管理者のほうからは年度末

にいわゆる実績報告書というような形で報告書が提出をされます。その業務報告書の内容につ

きましては管理業務の実施状況、それから施設の利用状況、料金の収入実績、管理経費の収支

状況、自主事業の実施状況等の報告がございます。これらにつきましては十分なチェックを行

いまして、今後も指定管理者による適正な事務の処理が行われますように引き続き指導・徹底

を図っていきたいというふうに考えております。 
 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 寳修君。 

〇１４番議員（寳修君） 
 答弁ありがとうございました。 
 ９千万円増えた理由につきましても、いろんな理由の中で園児の数が増えたり、温泉駅の公

園の整備とか芦川の交流施設等ということを言われましたけども、また返還金につきましても

燃料とか水道代等の経費がかかって増加で、減少が少なくなったためというふうなことで、総

合的にみて１億２千万円の、比較して節減ができるということで、これからも導入の計画があ

るということですので、ぜひいろんな形の中で導入していただきたいというふうに思います。 
 また公園等の指定管理ですけども、公園等は不特定多数の方々が利用される中でそうじをし

ても、またすぐ利用される。汚れたところに、見に行ったら汚れていたということもあり得る

ので、そういった常時、月に１７０回の市の立ち入りということですけども、今後も続けてい

ただきたいというふうに思います。 
 続きまして、総合計画についての再質問をしたいと思います。 
 基本計画に掲げた主要施策の取り組み状況および実現状況ということで、先ほども質問しま

したけども、総合計画の前期計画期間は平成２４年度から５年目となり、２５年度からは後期

計画期間の５年を迎えるわけですけども、後期計画期間に向けた見直し等の作業が始まってお

りますけども、お考えはあるのか。 
 そしてまた、大型プロジェクト事業の中のごみの中間処理施設建設など、そういった計画な

どがどういうふうになっているのかということもちょっとお聞きしたいと思います。 
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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） 
 再質問にお答えさせていただきたいと思います。 
 ご承知のとおり後期計画が来年度から始まるわけですが、大筋では変わっておりません。さ

れど時代の趨勢に合わせなければならないところもございますので、基本計画につきましても

２８から２５に減らしたり、事務事業につきましても６８０ぐらいのものを６００に整理統合

する中でやっていっております。特に逆に追加したものもございます。３．１１を受ける中で

防災のための事業なんかも取り組みながら、今、進んでいるところでございます。来年、発表

するような形で進めていきたいと思っておりますのでよろしくお願いしたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、河野市民環境部長。 
〇市民環境部長（河野修君） 

 ごみの中間処理施設についてでありますけども、ご承知のとおり２年の延長ということがあ

りまして、現在２９名、４月稼働を目指して取り組んでいるところでございます。環境影響評

価、あるいは都市計画決定等、順次手続きを済ませまして基本計画の作成、あるいは現在は取

り付け道路の関係、それから用地買収に取り掛かる準備等を進めております。その後、埋蔵文

化財等を調査いたしまして、本体の建設工事に入っていく、予定どおりの今、進捗状況でござ

います。 
 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） 
 しっかりとした計画の中での計画を立てていただいて、やっていただきたいというふうに思

います。 
 続きまして、合併協定項目達成のところについて再質問をいたしますけども、まず合併協定

項目については調整が図られ、ほぼ達成されている状況であっても内容の充実や、さらなる改

善が必要不可欠であるというふうに思います。総合計画や各種の行政計画の推進に併せ、事務

事業の適切な執行により市民第一主義の行政サービスを円滑に行っていけるよう、努力を望む

決意をお聞かせいただきたいといったことでございます。 
 以上です。それをお願いします。 

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） 
 市長答弁の中でもお話しをさせていただきましたように、おおむね達成されていると思いま

す。６６の項目がございます。はじまりは合併の方式からはじまりまして、最後のほうは防犯

灯の維持とか、非常に細かいところまで書いてございます。そういう中でいくつかのものの中

には調整を要するということで進んでいるものもございます。昨年、春日居のほうから、地域

審議会等から意見がございまして、弾力的な運営をするということ、学校の問題でございます

ね。平成２０年に学校の関係のお話をさせていただいて、特に春日居中学校の関係で今、教育



 ４８ 

委員会のほうで調整をしているところが一番、動いているところかなと思っております。その

ほかにつきましては順調に進捗していると思いますし、それも総合計画を実施する中で市民の

一体感を醸成していくよう努力していきたいと思います。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 寳修君。 

〇１４番議員（寳修君） 
 ありがとうございます。 
 合併協定項目をすべてクリアし、総合計画に掲げた将来像を実現するために必要な事業を推

進していくため引き続き市政の舵取りを担っていただけるものと期待をしております。笛政ク

ラブとしても一定の評価と揺るぎない支援と決意を応援したいというふうに思っております。 
 続きまして、笛吹市の森林資源の活用について再質問いたします。 
 第１７４回の通常国会において、公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律が成

立し、平成２２年５月２６日に公布され、同年１０月１日に施行されました。戦後導入された

人工林が資源として利用可能な時期を迎える一方、材木の価格の下落等の影響などにより森林

の手入れが十分に行われず、国土保全などの森林多面的な機能の低下が大いに懸念される事態

となっていると思います。 
 これら厳しい状況を克服するために、木を使うことにより森を育て林業の再生を図ることが

急務だと思っております。こうした状況を踏まえ、現在、木造率が低いため今後の需要が期待

できる公共建築物にターゲットを絞って、木材の利用に取り組むことが必要だと思います。地

方公共団体や民間事業者にも方針に即した主体的な取り組みを促し、住宅など一般建築物への

波及効果を含め、笛吹市の公共の建物に利用したらどうかということを市長にお伺いしたいと

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） 

 森林資源の活用ということになりますが、やはりこれについては議員がおっしゃられたとお

り、木材の下落等々にも結びつくということで、活用策については積極的な推進を図っていく

ということで、国においても公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律を定めてお

ります。市におきましても県で行っております森林整備の加速化、林業再生事業、こういった

事業を活用する中で本年９月、今月になりますが市内の公共建築物等における木材の利用の促

進に関する方針を定めたところであります。これについては木材については断熱性、あるいは

透湿性、あるいは環境保護の面からも非常に有効であるという、こういったことから地球温暖

化の防止、あるいは循環型社会の形成、こういった大きな背景のもとにこの方針を定めており

ます。 
 今後、公共施設等の促進について積極的な活用策、こういったものについても協議をさらに

進めてまいりたいと思います。 
 なお、本年より導入されました森林環境税がございますが、森林環境税につきましても３つ

の基本的な施策方針が定められております。１つが多様的、広域的な機能の維持増進を図る。

あるいは木質・木材等のバイオマスの利活用促進。あるいは社会全体で支える仕組みづくりと
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いうことで、それぞれ３つの大きな項目の中で該当する分野については森林環境税が活用され

るということですので、内容を確認する中で積極的な促進を図ってまいりたいと、こんなふう

に考えております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 寳修君。 

〇１４番議員（寳修君） 
 市におきましても今月、その森林の利用促進に関することについて設立したということです

けども、市のこの法律に関してですけども、この法律に関しては附帯決議等も付けられており、

５つ付けられておるわけですけども、森林、植林、育林、伐採、木材の利用および再植林とい

う森林の循環を促進することにより、森林の有する地球温暖化防止等の機能が十分に発揮され

るとともに、木材の建築材料等々としての利用を促進することにより二酸化炭素の大気への排

出等が抑制される木材の利用を促進することとかそのほか５つありますけども、４番目としま

して木材の地産地消等により木材関連事業の振興を促進し、合わせて安定的な雇用の増大を図

り、山村をはじめとする地域の経済の活性化に貢献することを主として木材の利用を促進する

ことということでもって、いくつかの附帯が付けられておりますけども、この事業につきまし

ては市が中心となって、今から行う事業の中において木材を利用する方向でいくべきではない

のかなということも考えておりますけども、そのへんをちょっとお聞きしたいと思いますけど

も。多機能アリーナについても、そういうものを利用して活用していくほうがいいんではない

かなというふうに思いますけども、いかがでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、豊角産業観光部長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 先ほどの答弁とちょっと重複するわけなんですが、やはり環境保全、生活環境、それから山

における災害の未然防止、こういったものにも森林を保全することがすべてに結びつくという

ことで、市では森林整備計画を定めております。この整備計画に基づく中で基本的に森林所有

者に負担を掛けずに環境を整えるということで、国・県における造林事業に対する補償制度が

ございます。こういったものを取り扱いますと国・県において６８％の補助率、残りの３２％

については所有者負担分になるわけですが、この部分について市のほうで補助を行うというこ

とで実質的な所有者負担をなくすという格好で、この環境保全を含めた森林保全に努めていく

ということで、そういったことから今後、多方面にわたります地産地消の意味も含めた森林材

の活用については、方針で定めておりますので積極的な活用を進めてまいりたいと、こんなふ

うに考えております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 答弁を、風間経営政策部長。 

〇経営政策部長（風間和仁君） 
 補足説明をさせていただきます。 
 多機能アリーナ建設にあたりましても使える部分、材料を見ながら積極的に取り入れられる

ものにつきましては取り入れ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） 

 寳修君。 
〇１４番議員（寳修君） 

 よろしくお願いをいたしたいと思います。 
 最後になりますけども、笛吹市のスポーツ振興についての再質問でございます。 
 ３つほどありますけども、スポーツ振興を通じた子どもの体力向上策、今現在、子どもたち

の体力等がないというふうにいわれておりますけども、私たちの子どものころなんかにおいて

も、集会をしていて倒れた子が何人かおったりもするわけですけども、今現在の状況の中でも

気温もそれ以上に達する、前よりかも今のほうが気温が高いわけですけども、そういった中で

体力の低下の子どもたちが多いということもいわれており、また外に出て遊ぶ子どもたちが少

なくなったということで、体力の減少が見られるということ。 
 そして２番目として生涯スポーツ社会の実現に向けた、地域におけるスポーツ環境整備の充

実策ということをお聞きしたいと思います。 
 ３番目として競技力の総合的な向上策、今回のオリンピック等を見る中で、また地域のスポー

ツなどを見る中で、するスポーツとか、また観戦するスポーツとかということもありますけど

も、その中でもするスポーツの中で競技力、それを付けていくことが必要ではないかなという

ことで今回の、あまり関心がなかった人たちもオリンピックを見て、そして素晴らしいなとい

うふうな感動を覚えたということで、競技の素晴らしさというものもわれわれは実感しており

ますし、そういう中で笛吹市の競技力の総合的な向上策をお聞きしたいと思っております。 
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） 

 寳議員の再質問にお答えいたします。 
 まずはじめにスポーツ振興を通じて、子どもの体力向上策についてでございますけども、寳

議員のおっしゃるように、以前は近くの広場や、また学校の校庭などで多くの子どもたちが遊

んでいたように見受けられます。最近につきましては、そういった姿もめっきり減ってきてお

ります。以前はそうした遊びの中で子どもたちも必然的に基礎体力が付いてきたというように

も思っております。 
 市内の状況を見ますと、市内には子どもたちに関係するスポーツとなりますとスポーツ少年

団がございます。また近年ではスポーツクラブ等に入会いたしまして、専門的な競技を行って

いるというような状況でございます。特に私ども教育委員会といたしましては、スポーツ少年

団活動につきましては、スポーツ振興財団と連携いたしまして支援を行っております。 
 現在６３のスポーツ少年団単位団がございまして、約１，５００名の子どもたちが入団して

おります。３２０名の熱心な指導者のもとに活動しているわけでございますけども、それぞれ

の単位団の活動状況に違いはございますけども、そういった日々のスポーツ少年団の活動、ま

たは大会への参加、こういったことによりまして精神的なものも含めまして体力の増強に励ん

でいただいています。 
 また、市内には総合型地域スポーツクラブが１団ございます。この総合型地域スポーツクラ

ブというのは複合種目を対象に活動しております。複合種目といいますと１つの種目というの
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ではなくて、いろんな種目のスポーツを、またはレクリエーションを通じて子どもたちととも

に活動している、いわゆるわいわいスポーツクラブでございます。そういった団体が境川に１団

ございまして、その活動につきましても地域の皆さんとともども子どもを中心に活動させてい

ただいております。 
 子どもたちの体力につきましては、そういったスポーツ少年団活動も含めまして、私どもも

スポーツ推進委員会、ならびにスポーツ振興財団等と連携を深めまして、さらに子どもたちを

中心にしたスポーツ大会の開催を進めてまいりたいと思います。 
 また先ほど議員おっしゃったように、日本のトップアスリートを招いていろんな教室を考え

ております。この９月には、先のロンドンオリンピックで女子のバレーボールで大活躍をされ

ました佐野優子選手、リベロというところで、黒いユニフォームを着たと思うんですけど、そ

のアスリートを招きましてバレーボール教室を開催する予定でございます。そういった方々を

誘致しまして、夢のあるスポーツ活動ができるような推進を図っていきたいと思っております。 
 次に生涯スポーツ社会の実現、地域スポーツの環境整備ということでございますけども、合

併以前から開催しておりました各地域のスポーツ大会等については、現在も同様に大会を進め

させていただいております。地域の地区体協もございます。また地域にはスポーツ推進委員会

もございます。前の体育指導委員会でございますけども。そういった皆さまのご指導のもと従

前と同じような大会を進めております。なおかつ教育委員会といたしましてはスポーツ教室、

ならびに市民講座を通じて、地域に出向いての健康スポーツ教室なども開催させていただいて

おります。そういったことを通じまして、地域においての生涯スポーツ普及を図っていきたい

と思っております。 
 なお、それに伴いまして活用する施設、そういったものの整備も図らなければなりません。

合併以降、私どものほうでもいろいろと老朽化等もございますけども、施設の改善に努めてま

いりました。スポーツ広場の防球ネット、体育館の雨漏り等、そういったものについても積極

的に取り組んでおります。 
 いずれにいたしましても、ソフト面、ハード面、双方についてそれぞれの地域の皆さんとも

どもに体育協会、それからスポーツ推進委員会等を通じまして、さらなる推進を進めてまいり

たいと思います。 
 最後になりますけども、競技力の向上でございます。 
 競技力の向上につきましては、やはり体育協会に大きく依存したいと思っております。昨年

の県の体育祭におきましてはご承知のとおり、あの甲府市に３点差に迫る準優勝を収めさせて

いただきました。これは体育協会が日ごろの競技部門、種目別の競技部が率先して練習、また

は精進していただいた賜物と思っております。 
 今後につきましても体育協会、ならびにスポーツ振興財団を通じまして引き続き支援を行い、

ともに精進して競技力の向上を図っていきたいと思っております。 
 ちなみに、先ほど寳議員もおっしゃっていました全国大会規模のものというお話しでござい

ますけども、今年度につきましては７月には東日本ソフトテニス大会、８月には全国中学校の

ソフトテニス大会、それから１１月には全国エアロビックマスターフェスティバル、それから

同じく１１月には関東大学ソフトボール選手権大会というようなものを誘致して、より高度の

技術を持った人たちの観戦をしていただき、技術を習得していただけるようなことも考えてお

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） 

 寳修君。 
〇１４番議員（寳修君） 

 ありがとうございました。 
 競技力の総合的な向上策とか生涯スポーツ社会の実現に向けた地域におけるスポーツの環境

整備などにつきましても、説明していただきありがとうございました。 
 １つ、競技力の総合的な向上策ということの中で体育協会に依存ということを言われておっ

たわけですけども、要望書等も出ているかと思うんですけども、この間、総会の折に出てきた

わけですけども、卓球台がないとかというふうな、細かいことですけども卓球をする人にとっ

てみれば細かくはない話であって、われわれがテニスをするのにコートがないのと同じような

形の中だと思いますけども、今現在そういった形で各小学校等を利用する中でやっているわけ

ですけども、その中でそういった場所がない、施設がないということで要望書を出してあると

いうことの中で、体協の中でもそういう話が出てきたということで、そういうものが、しっか

りしたものがあればもっと競技の力も向上していくんではないかなというふうに思います。 
 また来年度には、全国小学生のソフトテニス大会等もございます。そこには皆さん、たくさ

んおおぜいの方々が来て競技をしていただくということの中で、しっかりとした出迎えをした

いなというふうに思っております。 
 そういう中で丁寧に答弁していただき、ありがとうございます。以上で７つの質問を私、終

わるわけですけども、今後とも笛政クラブにおきましては、行政とともに一緒になって歩んで

いきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 
 これで、私の質問は終わります。よろしくお願いします。 

〇議長（小林始君） 
 （「議長、暫時休憩。」の声） 
 松澤議員からただいま動議がありましたけども、マイクの感度が悪いということで、よろし

いですね。調整をいたします。ありがとうございます。 
 以上で、笛政クラブの代表質問を終わります。 
 次に、正鵠会の代表質問を行います。 
 中村正彦君。 

〇５番議員（中村正彦君） 
 議長の許可をいただきましたので、正鵠会を代表いたしまして質問をさせていただきます。 
 今年の夏も猛暑、酷暑が続いております。特にここ数週間は極端に降水量が少なく、これか

ら収穫の本番を迎えるブドウ栽培農家はもちろんのこと、さまざまな農作物への影響が心配さ

れます。 
 国会では会期も終盤に入り、参議院における野田首相の問責決議案が可決し、赤字国債発行

法案や一票の格差是正などを盛り込んだ、衆議院選挙制度改革法案の成立が困難な状況となっ

ております。 
 特に地方交付税の支払いに影響の出る赤字国債発行法案が先送りされるような状況は、自主

財源の少ない市町村にとっては事業執行に影響が出るので、ぜひとも避けていただきたいと思

います。 
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 国政には山ほどの難題が残されております。東北地方の復興、原発に頼らない発電、領土問

題、莫大な国の借金、若者の雇用問題、社会保障など緊張の課題ばかりです。政局に惑わされ

ることなく、われわれ国民に信頼される国政を一刻も早く取り戻してほしいものであります。 
 笛吹市においては、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に象徴され

る第１次笛吹市総合計画に基づきながら各種施策を展開し、市民の安全・安心、住みやすいま

ちづくりに向けて努力されているところでありますが、以下、次の点についてお伺いをいたし

ます。 
 はじめに平成２３年度決算の財政状況を踏まえながら、２５年度予算編成やその施策の取り

組みにお伺いいたします。 
 平成２３年度決算においては歳入総額３３９億円、歳出総額３２１億円で実質収支額は１１億

８千万円余り、黒字を計上することができたと伺っております。 
 また、このたび監査委員さんから提出された平成２３年度財政健全化判断比率等の審査意見

書によれば、実質公債費比率４指標のいずれも健全な経営がなされているとの意見が出されて

おります。このことは総合計画に基づく施策配分予算編成が浸透するとともに、第２次行財政

改革大綱に基づき健全な財政基盤の構築、計画的な行政経営の実現などに鋭意努めた結果であ

り、大変評価できるものであると考えます。 
 しかしながら将来を見たときに、歳入面においては普通交付税が合併特例債期間終了後、段

階的に減少し、平成３２年度には２７億円ほど減少することが予測されます。また歳出面にお

いては高齢化社会が急速に進む中で、社会保障に関わる経費などが年々増加傾向にあります。

そこで財政の健全化を今後、具体的にどのように進めていくのかお伺いいたします。 
 次に笛吹市では昨年ですが、市の資産や負債の現状を的確に把握するとともに事務事業の見

直しや改善に活用し行政経営の効率化に役立てていくため、包括年次財務報告書を作成し、市

全体の財政状況や住民一人ひとり当たりの資産や借金、行政コストなどを詳細に紹介していた

だきましたが、その結果として私たち市民は市の財政状況をつまびらかに知ることができ、荻

野市長が進めています透明性と信頼度の高い行政経営をうかがい知ることができますとともに、

一市民としても今後も継続して作成・公開していただくことを期待するものであります。 
 そこでお伺いいたします。 
 ２３年度版包括年次財務報告書の作成をする予定はあるのでしょうか。また作成するとした

場合、構成や内容をさらに充実したものにしてほしいと望んでおりますが、その見解について

お聞かせください。 
 次に合併特例債について、お伺いいたします。 
 ６月２０日、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参議院本会議にお

いて全会一致で可決・成立いたしましたが、笛吹市においては平成２２年度までに合併特例債

を約１０４億円発行しておりますが、この限度額までは発行可能であろうと思います。このた

め平成２５年度において合併特例債を活用し、どのような施策を取り入れるか。また、どのよ

うな事業を展開していくお考えがあるのか、お尋ねいたします。 
 次に荻野市政２期８年間の成果と課題について、伺います。 
 合併８年が過ぎようとしています。歴史・文化・伝統の異なる７町村が合併し、何かと苦労

の中で公平・公正な立場で市政に取り組まれた荻野市政に対しまして、われわれ正鵠会といた

しましても高く評価をいたします。合併直後は各町村の垣根もあったように思いましたが、最
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近ではその垣根も取り払われ、市一丸となってオンリーワン都市笛吹を目指し、市民の一体感

も生まれてきたように思います。しかし、成果を達成できたものもありますが、まだまだ課題

等も山積みだと思います。そこで８年間の成果と課題について伺います。 
 まず、笛吹教育の指針となる笛吹市教育ビジョンを先生方の手作りで策定し、その具現化に

も積極的に取り組み、あいさつ・聞き方・言葉遣いについては学校はもとより市内全般に普及

しています。 
 また校舎の耐震化や太陽光発電施設の設置など、教育施設整備にも積極的に取り組まれてお

ります。そこで教育環境整備について、ハード面、ソフト面も含め伺いたいと思います。 
 次に農業・観光政策について、お尋ねをいたします。 
 農産物価格の低迷、農家数の減少や高齢化、それに伴う耕作放棄地の増加などは桃・ブドウ

日本一の郷である笛吹市においても大きな課題となっております。国は新規就農者を毎年２万

人定着させ、持続可能な力強い農業の実現を目指すとした政策目標を掲げました。さらには農

村に存在する豊富な資源を有効に活用し、六次産業化を推進することにより付加価値を向上さ

せ雇用と所得を生み出し、農業をさらに成長・産業化するとしています。本市においても、若

い農業者の確保や新たな農業経営の確立は急務であります。 
 また六次産業化に代表される新たな農業経営の確立に向けては、多くの観光客が訪れる本市

の観光施策とのこれまで以上の連携が必要と考えております。石和・春日居温泉郷を有し、桃・

ブドウ日本一の郷に代表される一大果樹生産地である笛吹市においても、近年の経済状況など

により農業や観光産業は厳しい状況にあります。 
 このような状況の中、荻野市政における農業政策・観光政策における８年間の成果と課題に

ついて、お尋ねをいたします。 
 最後に合併後、すぐにやってみるじゃん、笛吹ごみ減量化５３％作戦に取り組まれ、最近は

エコアクション２１の宣言等、時代のニーズを先取りするように環境問題に取り組まれており

ます。中でも特に芦川小学校を除く全小中学校に太陽光発電設備をされたことは、自然エネル

ギーや再生可能エネルギー活用が、これほど急速に議論されることになると思いませんでした

ので大変タイムリーだったと思います。 
 本市の環境政策は山、川等の豊かな自然環境の恩恵を受けながらも大量生産と大量消費によ

る廃棄物や大気・水質保全などの環境問題、地球温暖化などの環境問題、さらにエネルギー政

策などさまざまな厳しい課題を抱える中、笛吹市環境基本計画や大量生産・大量消費から循環

型社会への転換に取り組む笛吹市ごみ減量共同プランの策定、さらに公共的事務事業所から排

出される二酸化炭素の削減を目指した笛吹市地球温暖化対策実行計画の策定により、市民や事

業者との共同で取り組みを行い、その総括としてエコアクション２１認証取得による環境経営

システム構築への取り組みなど、限りある資源を大切にする循環型社会づくりに向けた基盤が

築けたものと評価させていただくところであります。この８年間の環境政策を振り返り、市長

はどのように捉えているのかをお伺いいたします。 
 また今後の課題として東日本大震災以降、福島原子力発電所の事故によりエネルギー政策が

各地で議論になっております。この中で特に注目を集めているのが太陽光発電のような再生可

能エネルギーの利用促進であります。そこで本市として地球温暖化防止対策として有効な再生

可能エネルギーの太陽光発電について、取り組みの現況と今後の取り組みについてお伺いをい

たします。 
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〇議長（小林始君） 
 当局の答弁を求めます。 
 市長、荻野正直君。 

〇市長（荻野正直君） 
 正鵠会、中村正彦議員の代表質問にお答えをいたします。 
 はじめに、平成２３年度決算の財政状況と２５年度予算編成の取り組みについてのご質問の

うち、財政の健全化はどのように進めていくのかであります。 
 笛吹市の平成２３年度一般会計決算では、前年度に引き続き実質単年度収支が黒字となり、

さらに基金総額も増加するなど良好な決算結果となったところであります。現在、本市におい

ては、大型プロジェクト事業など新市の基盤整備に積極的に取り組んでおります。 
 また社会保障に関わる経費等も年々増加しており、さらにもろもろの行政課題にも対処して

いかなければならないことから、各種行政経費は高水準を推移するものと予測されます。また

東日本大震災以後、国の動向は非常に不透明であり、解散総選挙も近々といわれる中、地方財

政への影響も懸念されているところであります。 
 しかしながら、今後も税など自主財源の確保はもとより国や県の補助金・交付金の積極的な

獲得および合併特例債などの有利な起債を活用することによって財源確保を図るとともに、各

種基金の有効活用も考えてまいります。さらに行財政改革を一層推進し、歳出抑制を図ること

により財政の健全化が図れるものと考えております。 
 次に、平成２３年度版包括年次財務報告書の作成予定とその内容についてであります。 
 包括年次財務報告書については、職員の財務書類に関する知識と活用方法の習得、市民の皆

さまへのより透明性の高い財政状況の公表を目的に作成し、本年３月に県内自治体では初めて

公表したところであります。 
 本市では本年度以降も継続的に普通会計、ならびに連結財務書類４表を中心とした報告書を

作成する所存であります。３月に公表した２２年度版につきましては、レイアウトおよび内容

構成、決算分析など、まだまだ全体的に熟成には至っておりません。本報告書は財政課職員の

手作りでありますので年々研鑽を積み重ねながら修正や変更を加え、さらに充実した内容にし

ていきたいと考えております。 
 次に合併特例債の発行期限が５年間延長されたが、２５年度はどのような施策を取り入れ、

どのような事業を展開していくのかとのご質問でございます。 
 平成２５年度における新規および継続施策への予算措置については現在のところ、まだ決定

していないのが状況でありますが、よって具体的にどの事業に合併特例債を活用するのかは明

言できませんが、現在実施している継続事業には平成２５年度以降も引き続き、特例債を活用

する予定であります。 
 合併特例債は本市におきましては３８７億円が活用可能であり、新市の基盤整備を進める上

で非常に有利な財源となります。 
 今後は財政状況を勘案しつつ、ごみ処理施設建設、橋梁長寿命化など事業を精選した上で有

効的な活用を図ってまいりたいと考えております。 
 続きまして、２期８年の成果と課題についてのご質問にお答えいたします。 
 はじめに教育環境整備についてでございますが、まず施設整備につきましては安全・安心で

快適な教育環境の整備という点から、学校教育施設の整備には国の臨時交付金や学校施設環境
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改善交付金などの国庫補助金を取り入れ、常にできる限りの対応をしてまいりました。その中

でも大規模な事業として、平成１８年度に一宮西小学校屋内運動場の改築事業、平成２２年度

に春日居中学校柔剣道場建設事業、市内小中学校太陽光発電設備設置事業、小中学校トイレ改

修事業、平成２３年度に一宮学校給食センター建設事業、一宮中学校校舎耐震･大規模改修事業

などを実施してまいりました。さらに本年度は小中学校教室空調設備設置事業、石和中学校北

館および給食棟の改築事業に取り組んでおります。同時に生涯学習施設・体育施設の整備につ

きましても誰もがいつでも親しめる施設づくりを目指し、石和中央テニスコートをはじめとす

る各テニスコートにつきましては一部を除き砂入り人工芝コートへと改修し、機能美と経済性、

また合理性を併せ持った施設を実現しておりました。 
 さらにスコレーセンター集会室観覧席の修繕や図書館ネットワークの構築など、市内の生涯

学習施設、スポーツ広場、体育館などの修繕・改修等を行い、利用拡大や利便性の向上などを

図ってまいりました。 
 次に学校教育についてでありますが、教育における人づくりこそまちづくりに通じるもので

あり、笛吹市の将来の発展は人づくり、つまり学校教育にかかっているというスタンスで教育

に理解を示し、力を注いでまいりました。 
 学校教育の成果として真っ先に挙げられることは、笛吹市学校教育ビジョンの策定およびそ

の具現化についてであります。 
 ご承知のとおり笛吹市学校教育ビジョンは笛吹市教育委員会の目指す子ども像やその理念、

目標、さらに具体的実践が述べられております。市内１９の小中学校が推し進めていく共通の

指針であり、この指針をもとに各校の校長が特色ある学校経営を展開していくわけであります。

そして画期的なことは、現場の教師らによる手づくりであることです。手づくりであるからこ

そ、自分たちの学校づくりを推し進めるのだという、積極的な関わりを醸し出すことができて

いると感じております。 
 この学校教育ビジョン具現化の具体的な内容と成果を挙げてみますと、まず標準学力検査Ｎ

ＲＴの実施と分析、課題領域への対策により確かな学力の定着と向上につながりました。さら

に学力向上研究委員会を設置し、市が目指す知・徳・体のバランスの取れた子どもづくりの実

現のためにさまざまな成果物を開発し、学校ごとに具体的な取り組み実践を始めており、すで

に成果が上がりつつあります。 
 また指導主事の配置では教師の授業力の向上や諸問題への適切な対応、県教育委員会との連

携等がより一層図られるようになり、さらに学校教育課長を教育現場から迎えることができ、

市教育委員会と学校現場との距離がますます近くなり、共通理解のもと学校教育が進められて

いることを実感いたしております。 
 同時に市費負担教師の配置では、少人数教育やきめ細かい指導が可能となり、またサポーター

の配置では障がいを持ったお子さんへの丁寧な対応ができるようになりました。また、笛吹市

の将来を託す若者の育成を目的とした次世代育成リーダー研修会を昨年度、初めて開催いたし

ました。 
 市内全中学校の生徒会役員２０名が参加し、講師にお迎えした市内外で活躍されている実業

家や芸術家による一流の研修を受けることができました。子どもたちの感想からは深く感銘を

受けた様子が読み取れ、笛吹市の将来に光が見えてくるように感じました。この次世代育成リー

ダー研修は好評でありましたので、今年度も実施する予定でおります。 
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 備品整備につきましては、教職員１人１台パソコンの導入で学校現場の事務効率の向上が図

られ、安全・安心メールの運用開始によって、いざというときの保護者と学校とが安心感でつ

ながることができました。 
 新学習指導要領の改訂に伴う理科・算数備品の購入にも努め、新しく学習備品が充実したこ

とで、子どもたちの学習が深まり一層の効果があるものと期待しているところであります。 
 またふえふき教育相談室の開設により、学校では相談しにくい保護者等の利用や学校教育の

課題であるいじめ・不登校等への対応も学校、学校教育課、児童課との連携の中で適切な対応

が実現できております。 
 保幼・小・中・高の連携につきましても連携部会の設置で、それぞれが笛吹市の目指す子ど

も理念の実現に向けて同じ方向で意見交換ができるようになり、交流も深まってまいりました。 
 次に生涯学習についてでございます。 
 合併以来、市民が学びたいという意欲や興味に応じ、生涯学習のきっかけづくりである市民

講座や学習機会の拡大と生涯学習活動における市民協働に向けた地域コミュニティ（スコニティ）

講座を開催し、子どもからお年寄りまでいつでも、どこでも、誰もが学べる環境づくりを推進

してまいりました。 
 また、子どもたちの心豊かな成長と地域を大切にする心を育むことを目的に始まった小学生・

中学生俳句会は新市においても引き続き回を重ね、平成２３年度には北は北海道から南は沖縄、

さらに海外も含め、３万７，８０１句もの作品が寄せられるまでになっております。 
 合併協議会の中で検討されましたスポーツ振興につきましては、合併後まもない１０月２６日

に体育指導委員の委嘱を行い、平成１７年度には体育協会ならびにスポーツ少年団が統合され

ました。 
 また、御坂町が実施しておりましたゲートボール大会と一宮町が実施しておりましたマラソ

ン大会については、新市になりましても４月の笛吹市桃の花まつりの期間中に開催しており、

全国からおおぜいの皆さまにご参加をいただき好評をいただいているところであります。 
 そして公益財団法人ふえふき文化スポーツ振興財団におきましても、地域の芸術・文化およ

びスポーツの向上を図り、活力ある地域づくりを目指して「ふるさと子ども落語会ｗｉｔｈ彦

いちや」小中学生囲碁・将棋大会等の芸術文化振興事業および、ソフトテニス大会や軟式野球

大会等のスポーツ振興事業に取り組んでおります。 
 このように財政状況が厳しい中でも、教育環境の整備には最大の努力を図ってまいりました。

今後も引き続き力を注いでまいりたいと存じます。 
 続きまして、農業政策・観光政策の８年間の成果と課題についてお答えいたします。 
 まず農業政策でありますが、桃・ブドウ日本一の郷を誇る笛吹市ですが、農業従事者の高齢

化に伴う後継者不足は、産地を維持していく上で大きな課題となっております。 
 こうした状況の中、担い手対策といたしまして平成２２年度から笛吹市新規就農農業後継者

支援制度を県内で初めて定め、これまでに４６名の認定を行いました。さらに本年には４５歳

までのＩターンの新規就農者に１００万円、Ｕターンの新規就農者に対しましては５０万円を

それぞれ２年間支援する笛吹市新規就農者支援制度をスタートさせるなど、若手農業者の育成

を図ってまいりました。 
 また、生産者の経営を支えるために援農支援センターの設置、地域担い手育成総合支援協議

会へのコーディネーターの配置など、担い手農家への経営支援を図ってまいりました。 
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 次に農作物への鳥獣害対策でありますが、これまでに４３１件の電気柵等の設置補助により

農家を支援するとともに各地区における鳥獣害防止フェンスの設置に対して原材料を支給し、

これまでに約５４キロメートルにわたる鳥獣害防止フェンスが設置され、被害防止を担ってお

ります。 
 また、県下で唯一の農業生産法人化助成金事業により積極的に農業生産法人の設立支援を行っ

てまいりました。現在２０法人が設立され、生産から加工、販売まで六次産業化への取り組み

や遊休農地解消など、意欲的な経営での農業振興が図られております。 
 生産体制への取り組みにつきましては、平成２０年度に八代地区の統合共選場建設や光セン

サーの導入およびＪＡの資材の統一化を支援し、平成２３年度には御坂地区の光センサー導入

による出荷物の高位平準化の促進を支援してまいりました。 
 また販路拡大につきましては、ＪＡとともに東京・大阪・名古屋など大消費地でのＰＲやキャ

ンペーンとともに、台湾や香港など海外でも市長トップセールスとして輸出の促進を図ってき

たところであります。 
 今後も桃・ブドウ日本一の郷としての産地強化が必要であることから、市とＪＡが一体となっ

た相談・指導体制を確立し、より効果的な担い手の育成、指導体制の整備や生産体制の整備に

取り組むことが必要であると考えております。 
 次に観光政策でありますが、新たに誕生した笛吹市の観光政策を進めるにあたって、まず観

光事業に携わる方々による市全体の組織づくりが不可欠でありました。このため、旧町村の観

光協会を総合的に調整し、笛吹市全体の観光事業を総括する笛吹市観光物産連盟の組織化を進

め、市全域に関わるイベントの実施・宣伝・誘客活動など笛吹市の観光事業を展開していく中

心的な組織づくりができました。 
 また、合併以前からある各町村の特色ある観光資源や日本一の桃・ブドウに代表される果物・

温泉等を本市の観光資源として広く県内外や海外にアピールし、誘客につなげていくことが大

切でありました。 
 そのため、国内外の観光事業者などへ直接出向きアピールするトップセールスの実施やマス

メディア、インターネット、紙媒体等、さまざまな観光宣伝ツールの活用による全国に向けた

適切な時期の情報発信など、誘客活動に努めてまいりました。 
 さらにさまざまに変化する観光ニーズを的確に捉え適切に対応するため、笛吹市観光ビジョ

ンをさらに具現化した観光アクションプランを市民協働により作成し、将来に向けた観光の道

しるべをつくりました。またハード面では、笛吹川観覧席の整備やふるさと公園の拡充・農産

物直売所の設置、石和・春日居駅前の整備等観光関係の施設の充実も行ってまいりました。 
 イベントでは各町村独自で行ってきたものを、春の桃の花祭りから夏のさまざまな夏祭りま

でとりまとめ笛吹市全体のお祭りとして開催し、多くのお客さまに楽しんでいただけるように

なりました。 
 今後の課題は現在のイベント等をいかにグレードアップさせ、各種観光関連団体や市民の皆

さんとさらなる連携を図り、限られた予算を有効に活用しながら多くのお客さまをお迎えでき

る観光政策を推し進め、笛吹市の知名度をより高めていくことが必要であると考えております。 
 次に、環境政策についてお答えいたします。 
 本市ではこれまで循環型社会、低炭素化社会を目指して、ごみ減量５３％への取り組みや資

源リサイクルへの取り組み、地球温暖化防止対策として二酸化炭素削減への取り組み、太陽光
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など新エネルギーの導入、さらにエコアクション２１へのチャレンジなど積極的に取り組んで

まいりました。 
 ２１世紀は環境の世紀であるといわれており、環境問題は笛吹市政にとりましても極めて重

要な政策課題であります。恵まれた自然環境、風土を大切にしながら、これまで培われてきた

この環境を次世代の子どもたちに引き継いでいくことが、私たち市の行政に携わる者の責務で

あると考えております。 
 特に昨年、発生いたしました東日本大震災を契機に注目を集めておりますのが、太陽光発電

をはじめとする再生可能エネルギーの利用促進であります。太陽光による再生可能エネルギー

資源の活用は、温室効果ガスである二酸化炭素等の発生抑制に大きく寄与することから、本市

では小中学校、庁舎等２３施設に太陽光発電システムを設置してまいりました。また、住宅用

太陽光発電システムの設置につきましても助成制度を設け、これまでの導入件数は８０６件と

なっております。 
 こうした取り組みの中、国においてはエネルギーの自給率を高めるとともに、地球温暖化防

止対策の主要施策として、平成２４年７月から電気事業者による再生可能エネルギー電気の調

達に関する特別措置法が施行され、再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度を開始いたし

ました。この制度は、太陽光などによって発電された電気の全量を国が定める固定価格や期間

で電力会社が買い取ることを義務付けたもので、社会全体で再生可能エネルギーを普及・拡大

させていくものであります。 
 本市では、この固定価格買い取り制度を活用した公共施設屋根貸し発電事業の導入を考えて

おります。屋根貸し対象施設の調査を始めたところであります。この事業は、屋根貸し公共施

設について、市と地元事業者の参加する発電事業者との間で賃貸借契約を締結し、発電事業者

は太陽光発電設備を設置し、発電された電気については電力会社に原則、全量を売却するもの

であります。 
 市では、緊急災害時における市民への対応や地域産業および地域経済に貢献できること。ま

た施設の賃借料収入、さらに二酸化炭素の排出量の削減につながり、地球温暖化防止施策に貢

献できるなどのメリットと環境先進都市としてのイメージアップにもつながることから、積極

的に取り組んでいきたいと考えています。 
 今後も太陽光などの再生可能エネルギー資源の有効活用を調査・研究し、普及・拡大につな

げ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） 
 暫時休憩いたします。 
 再開は１時３０分といたします。 

休憩  午後１２時１５分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 １時２８分 
〇議長（小林始君） 

 再開いたします。 
 再質問を行います。 
 中村正彦君。 
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〇５番議員（中村正彦君） 
 再質問をさせていただきます。 
 先ほどの市長の答弁とはかぶるところもあるとは思いますけども、財政のところで監査委員

さんから平成２３年度の財政健全化判断比率４指標の状況の中から、市は健全な経営を行って

いるとの意見が出されましたが、２３年度決算を２２年度決算と比較した中で、４指標の推移

についてどのような財政的な分析をされているのかをお伺いいたします。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、成島財政課長。 
〇財政課長（成島敦志君） 

 財政健全化４指標ということであります。財政の健全度を示す比率でありますけども、その

４指標の算定をした報告もさせていただきましたところですけども、実質赤字比率、それから

連結の実質赤字比率については、赤字が一般会計、その他会計においても出ていないというこ

とで算定されていないところでございます。 
 次に実質公債費比率でありますけども、平成２２年度１３．８％、それから２３年度には１３．

９％というところで０．１ポイント上昇しているという状況でございますけども、ここにつき

ましては起債の発行の許可制１８％という基準がございましたので、その面からも健全化が保

たれているというふうに考えております。 
 あと、もう１点の将来負担比率でありますけども、こちらの平成２２年度につきましては８８．

４％、それから２３年度が８５．８％ということで、これは２１年度からも続いておりますけ

ども、毎年大幅に数値のほうは向上しているところでございます。 
 この向上している要因でございますけども、財政調整基金をはじめまして２２年度におきま

しては２０億７千万円、２３年度において１４億５千万円の積み立てをしてきていると。その

ようなところから将来負担額に対する充当可能財源が増加しているところから、このような状

況になっております。 
 今の本市における健全化の４指標でありますけども、いずれも早期健全化基準といわれる数

値も大きくクリアしておりますので、財政健全であるというところを示されているところでご

ざいます。 
 今後ですけども、将来を見据えてさらに行政経営の努力を重ねて健全財政を進めていきたい

というふうに考えております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 中村正彦君。 

〇５番議員（中村正彦君） 
 この財政は市の根源となる、源であると思います。また長期的な視野の中で健全な財政運営

に取り組んでいただきたいと思います。 
 また荻野市政２期８年の成果と課題の中で、１つ質問させていただきたいと思います。 
 先ほどの市長の答弁の中で、教育関係においては本当に厳しい財政の中で十分、教育全般に

配慮してくれている状況が分かりました。また今後とも笛吹の宝である子どもたちにできる限

りの支援をお願いしたいと思います。 
 また農業政策の中での質問でありますが、今現在、市内に遊休農地の問題等があると思いま
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す。現在、市内に遊休農地、耕作放棄農地はどのくらいあるのか。また遊休農地解消に向け、

どのような施策を取り入れているのかをお聞きいたします。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、豊角産業観光部長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 農業政策関連の中で遊休農地、あるいは放棄農地等になりますが、昨年度実績ですが１４５ヘ

クタールになります。ここ３年ほどは横ばい状態で面積的にはほとんどの増減はございません。

これら桃・ブドウ日本一の郷を誇るということがありますので、この対策関係については積極

的な推進を図っております。 
 特に基本的には利用権設定の中で、売買も含めますが斡旋事業を率先して取り組んでおりま

す。そのほか国において、あるいは県においての補助事業がありますが、市におきましても担

い手対策として新規就農農業後継者の支援制度、あるいはＩターン者、Ｕターン者に対する支

援制度、国においても成年就業給付金交付事業という似た制度がございますが、それ等々の推

進を図っております。そのほかに補助事業とすると農地流動化奨励補助事業がございます。こ

れについては、農地を借り受ける農家に対して１反歩当たり２万円という額になりますが、こ

れを補助する制度、あるいは市の単独ですと、もう１つが地域型、提案型遊休農地の活用事業

というものがございます。これは荒廃が進んでいる農地についての土地改良等々にかかる費用

について補助するもので、１反歩当たり２１万円の限度額をもっての補助制度、こういったも

のを活用する中で遊休農地の解消促進に努めてまいっております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 中村正彦君。 

〇５番議員（中村正彦君） 
 ありがとうございました。 
 遊休農地、耕作放棄地解消には時間がかかるとは思いますが、農業委員会、またＪＡ等と連

携した中で解消に向け努力していただきたいと思います。 
 最後になりますが、われわれの任期も残すところ数カ月となりました。今後もそれぞれの立

場の中で笛吹市発展のため尽力いたしますことをお約束しまして、私の正鵠会を代表しての質

問を終わらせていただきます。 
〇議長（小林始君） 

 以上で、正鵠会の代表質問を終わります。 
 続いて、正正会の代表質問を行います。 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 正正会の風間好美でございます。 
 通告に従い、代表質問を行います。 
 先に辻村深月さんの直木賞受賞に対し、誠におめでとうございます。県民および市民の喜び

はもとより長年、市の職員として勤めていただいたご両親の喜びはひとしおの喜びと感じます。

これからの活躍をご期待申し上げます。 
 それでは、質問に移ります。 
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 １問目として、荻野市長の選挙マニフェスト４年間の中で１７項目のうち４点について、市

長の見解をお伺いいたします。 
 ４年前、「よく見て聞いて対話を重ね豊かな笛吹市をつくります。あなたとつくる笛吹市」

のキャッチフレーズでスタートされましたが、いかがだったでしょうか。以下、質問に移りま

す。 
 （１）として、市民の思いや夢を形にする市民第一主義で、市民起点のまちづくりを推進し

ますとありますが、どのように展開したのでしょうか、お伺いいたします。 
 （２）として正確な情報は常に現場にあり、市民にあるを念頭に市民と直接対話する普段着

の市民ミーティングを開催しますとありますが、どのように展開したのかお伺いいたします。 
 （３）として県と連携して優良企業を笛吹市に誘致し、産業振興を図りますとありましたが、

どのような企業誘致が実現したのか、お伺いいたします。 
 （４）として協調・調和（融和）を図り、合併してよかったと実感ができるまちづくりをし

ますとありますが、今、市民の皆さまが本当に合併してよかったと思っていると考えているの

か、市長の見解をお伺いいたします。 
 ２問目に移ります。 
 ２問目として、大型施設整備について。 
 平成２１年７月に６大プロジェクトとして整備構想をお示しになりましたが、そのうちの３点

について市長の見解をお伺いいたします。 
 （１）として旧多目的ホール、現在は多機能アリーナ建設事業について。 
 （イ）事業認定についての諸課題と進捗状況はどのようになっているか、お聞きいたします。 
 （２）として、砂原橋架け替えおよび道路整備事業について、お伺いいたします。 
 この橋の架け替えには議会でも期成同盟会設立、また合併当時八代町も要望していたことは

認識しております。 
 （イ）として、進捗状況はどのようになっているのか。 
 （ロ）として、総事業費当初２４億円、その後、約４０億円に変更されているが市に対する

経済効果はどのように考えているか、お伺いいたします。 
 （３）として、バイオマスセンター建設事業についてお聞きします。 
 （イ）として、現在の進捗状況は。 
 （ロ）として、建設総事業費は。 
 （ハ）として、建設後（完成）の管理・運営費と収集運搬コストはどのくらいと考えている

のか、お伺いいたします。 
 （ニ）として、利活用について市民との話し合いで事業が進んでいるのかお伺いいたします。 
 ３問目として、市民のための機能的な市役所について市長の見解をお伺いいたします。 
 暫定庁舎の耐震改修に伴い、分散化している南館や保健福祉センターなどいくつかの調査の

改修スケジュールが示され、すでに一部の工事が進められておりますが、多額な費用をかけて

本当に市民のためと機能的な市役所となるのか、疑問を感じております。 
 以下、３点について質問します。 
 （１）として、庁舎の耐震および改修の総事業費は。 
 （２）として、改修後の使用期間はどのように考えているのかお聞きします。 
 （３）として、改修後の市役所としての機能と利便性はどのように考えているのか、お伺い
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いたします。 
 ４問目として、本市における滞納処分について市長の見解をお伺いいたします。 
 本市の市税収納率は残念ながら県下でもワースト１位と認識しています。さらに山梨県は全

国都道府県の中でもワースト１、２ぐらいとお聞きしています。大変不名誉な状況と認識して

います。税金を納めていただくことは国民の義務であり、地方自治の基本でもありますので、

税負担の公平性の確保をする上でも滞納者を出さないことが重要と考えます。しかしながら

１００％収納は大変困難と承知しております。 
 以下、３点について質問を行います。 
 （１）として、平成２３年度の市税および料金の滞納額と滞納処分状況はどのようになって

いるのか、お聞きします。 
 （２）として、安易な不納欠損処理をしないためにどのような対策を行っているのでしょう

か、お伺いします。 
 （３）として、本市独自の罰則規定を設ける考えはないのか、お伺いいたします。 
 ５番目として、本市に民謡をと題して市長の見解をお伺いいたします。 
 本市も合併して早や８年間が経過しようとしております。これからの笛吹市のまちづくりを

進める上でも、また市民の一体感を醸し出すことが重要と考えます。 
 以下、質問に移ります。 
 （１）として、笛吹市ににぎわいの一環として本市に合った民謡（仮称、笛吹音頭）の制作

は考えられないのか、市長のお考えをお伺いいたします。 
 以上、よろしくご答弁をお願いします。 

〇議長（小林始君） 
 当局の答弁を求めます。 
 市長、荻野正直君。 

〇市長（荻野正直君） 
 正正会、風間好美議員の代表質問にお答えをいたします。 
 はじめに市民第一主義で市民起点のまちづくりについてでございますけども、市長就任時か

ら市民第一主義の行政経営方針のもとに市民起点のまちづくり推進に取り組んでまいりました。 
 はじめに市民の知る権利を尊重し、情報公開先進都市を目指した市民への情報提供と行政の

説明責任および市民の声を行政への反映を目的に、市政クイックアンサー制度を平成１６年度

から実施しており、多くの方々からのご意見やご提案に対しましてスピーディーな対応を行っ

てまいりました。そして、男女共同参画プランに沿った取り組みや地域振興基金運用益を活用

しての市民活動の推進など協働のまちづくりを推進してまいりました。 
 また、市民と直接対話する市民ミーティングを平成１８年度の制度化以降、実施し対話の機

会の充実化を進め、さらにはパブリックコメント制度を導入し、各計画への市民のご意見をい

ただく仕組みも整えてきたところでもございます。 
 さらに各種計画・方針の策定においては、市民の皆さまから意見やアイデアをいただくため

のワークショップを設け、さまざまなご意見をいただく中で、市民の皆さまとの協働による事

業を展開してまいりました。このほか市内小中学校の代表によるこども議会を開催し、将来の

笛吹市を担う子どもたちの豊かな発想や提案をまちづくりの参考とさせていただくようにして

おります。 
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 このように多様化するニーズに対しまして、市民第一主義による市民参加型の行政経営によ

り協働のまちづくりを推進してまいりました。 
 次に、市民ミーティングについてであります。 
 市民ミーティングは市民と市長が直接市政について意見交換を行い、現状の課題や理想のま

ちづくりについての情報を共有することで、市民に開かれた行政の実現と市民と行政による協

働のまちづくりを推進することを目的として開催いたしております。 
 開催方法は団体から申し込みがあり開催する公募型と市がテーマ等を決め、対象者に対し開

催についての依頼、または告知を行って開催する対象限定型がございます。開催団体の募集に

つきましては、本庁や各支所をはじめ図書館や公民館等、公共施設にチラシを配置しているほ

か広報紙・ホームページにより周知をいたしております。 
 市民ミーティングの４年間の実績でありますが、平成２０年度は公募型が４団体からの希望

により７７名、対象限定型は「上下水道料金改定・都市計画マスタープラン」をテーマに市内

８カ所において４５３名の参加をいただきました。 
 ２１年度は公募型が１団体からの希望により７名、対象限定型は「市の財政、大型施設整備

構想、都市計画税」をテーマに市内６カ所において４０１名の参加をいただきました。 
 ２２年度は公募型が１団体からの希望により２５名、対象限定型は「多機能アリーナ建設事

業について」をテーマに市内７カ所におきまして、１，６１０名の参加をいただきました。 
 ２３年度は公募型が２団体からの希望により７０名、対象限定型は「多機能アリーナ説明会」

をテーマに市内２カ所、５５０名の参加をいただきました。 
 合計いたしますと３１回の市民ミーティング開催により、３，１９３名との意見交換をさせ

ていただいたこととなります。 
 次に、県と連携してどのような優良企業を笛吹市に誘致することができたかでございます。 
 市では市内９カ所に農工団地を指定し、優良企業が有利な条件でスムーズに立地できるよう

企業誘致の推進を図ってまいりました。現在、市内農工団地に２４企業、そのうち７企業が合

併以降の誘致となり、農工団地以外でも５社の企業誘致が図られました。 
 これらについては、県と協同で各種産業集積のための助成制度等の内容を説明しながら、企

業入居しやすい環境づくりのお手伝いを行った成果であります。 
 ここ４年間につきましては、境川地内の農工団地に飲料水の自動販売機会社の誘致を行い、

さらには農工団地外では石和地内に食品生産企業の操業がなされ、境川・御坂地内にもＩＴ関

連会社や製造企業等の企業立地が図られるなど、景気低迷のこの時期でも企業誘致に成功し、

多くの雇用を生み出すことができております。また、現在も市との協議に入っている企業が２社

あります。新たな立地に期待しているところであります。 
 今後も企業の意見や要望等を施策に反映するとともに関係機関と連携し、雇用機会の拡大を

図り、商工業の振興を図ってまいります。 
 次に市民の皆さまが本当に合併してよかったと思っているかとの考えについてでございます。 
 私は市長就任時、市民第一主義を掲げ、５つの行政経営のもと清潔・公平・公正に徹し、隠

しごとのない市政を市民の皆さんとともに確立し、協調・調和を図り笛吹市が誕生してよかっ

たといわれるまちづくりに取り組んでまいりました。 
 そしてそれを現実にするため、選択と集中・市民第一主義の行政経営方針のもと第１次笛吹

市総合計画を策定し、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
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きの創出に向けた取り組みを行ってまいりました。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、職員と共に一丸となって今日まで取り組んできております。多くの施策に

おいて成果が表われており、将来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。こ

のことからもふえふき協奏曲第１番の実現に向けて、市民の皆さまにご理解・ご賛同をいただ

いているものと信じております。 
 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オンリーワ

ンの都市づくりを目指してまいります。 
 続きまして、大型施設整備についてお答えいたします。 
 まず多機能アリーナの事業認定についてでありますが、現在、建物本体や外構についての実

施設計を進めております。この実施設計は、各種認可による諸手続きに関する業務も含んでお

りますので、履行期限を平成２５年３月としておりますが、建物等の内容につきましては、本

年９月末を目途に確定したいと考えております。この内容確定を受けまして、事業認定につき

ましても事前協議を本格化させてまいりたいと思います。 
 また、事業認定における課題の抽出につきましては実施設計業務に併せ、庁内で広範囲な観

点で協議を進めております。事前協議を本格化させる中で課題を整理し、解決してまいります。 
 次に砂原橋架け替えおよび道路整備事業の進捗状況についてでございますが、平成２３年度

に発注しました橋脚３基のうち笛吹川左岸側のＰ４橋脚は本年６月に完成、河川内のＰ２・Ｐ

３橋脚も一部を残して完成いたしております。また、上部工製作工事につきましても９月末に

は完成予定となっております。 
 残り３基の橋脚につきましては、平成２５年６月の完成を目途に発注予定であります。うち

右岸側の２基については、今議会において契約締結議案を提出させていただく予定であります。 
 また、取り付け道路を含めた周辺道路の整備につきましては、関係地権者のご理解を得なが

ら、平成２６年度供用開始を目途に鋭意努力をいたしております。 
 次に市に対する経済効果はどのように考えているのかでありますが、笛吹川左岸側につきま

しては、境川町石橋工業団地を経由する圭林バイパスから砂原橋へのアクセス道路として八代

町増利地内を経由し、県道藤垈石和線への接続を計画いたしております。平成２７年度には供

用開始予定の（仮称）笛吹スマートインターチェンジへのアクセスについても、関係機関と検

討いたしております。 
 右岸側につきましては県道白井河原八田線に接続する計画で事業を進めており、西は計画中

の新山梨環状道路と国道１４０号線との交差部分で、環状道路のフルランプに直結することに

なっております。 
 また砂原橋および周辺道路の整備が完了いたしますと新山梨環状道路、（仮称）笛吹スマー

トインターチェンジ、若彦路とのアクセスにより人・物の動きが一層増幅され、経済効果も期

待されるところであり、地元関係者の長年の悲願でもあります。 
 また、砂原橋はマグニチュード７規模の地震に耐えうる構造で落橋防止装置も備えることに

しておりまして、災害時には救援物資等の輸送経路としても重要な役割を果たすものと考えて

おります。 
 次に、バイオマスセンター建設事業についてであります。 
 まず現在の進捗状況でありますが、バイオマスセンターの運営コストやリスク管理、民間事

業者の選定方法などについて検討し、事業の実施方針、事業者の募集要項等の公表に向けて準
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備を進めております。 
 施設用地につきましては、関係地区の同意が得られるように取り組んでいるところでありま

す。本年度においての用地取得を目指して努力をいたしております。 
 次に建設総事業費および管理運営費、ならびに収集運搬コストにつきましては、建設費につ

きましては７億円、用地取得費等につきましては２億円程度、収集運搬経費は年間７，２００万

円程度と想定しております。 
 なお、管理運営費につきましては公設民営方式のため、市からの支出は発生いたしません。 
 ただし、これまで可燃物として焼却処分されていた生ごみを堆肥化することから、焼却処分

の際に負担している処理費を堆肥化の処理費として活用することとなります。 
 現在、可燃物の焼却には甲府環境センターにおいて、１トン当たり３万２千円程度の処理費

が発生しております。バイオマスセンターでは公設民営方式による民間の経験、ノウハウの発

揮という観点から１トン当たり処理費単価は運営事業者の選定における重要な審査項目となり

ますので、効率的な施設運営により現在の処理費より大幅に削減されるものと考えております。 
 次に利活用について市民との話し合いにつきましては、従前より笛吹市バイオマスタウン構

想を市のホームページにおいて公表しております。また、バイオマスセンター建設事業につき

ましては、平成２２年度よりマニフェストで発表するとともに広報ふえふきにおいても事業の

説明を掲載しております。 
 今後も広報やホームページを活用した情報の提供を行ってまいります。 
 地区説明会につきましては地元砂原、増田地区において、バイオマスセンターの事業内容を

配布し、建設事業の説明や地元住民を対象とした類似施設の視察研修を行ってまいりました。 
 今後は都市計画素案の縦覧や計画案に対する意見書の提出および市民を対象とした説明会、

公聴会を通じて広く市民の皆さまに周知を重ね、地域における資源循環の推進が図られますよ

う努めてまいりたいと考えております。 
 続きまして、市民のための機能的な市役所についてお答えいたします。 
 まず、庁舎の耐震および改修の総事業費はについてでございます。 
 本庁舎は現在耐震補強改修工事の設計委託業務中であります。約６億円。南館関連は平成

１９年度に施工した耐震改修工事、現在施工中の４階ほか改修工事、今年度発注する立体駐車

場建築工事で約７億円、石和保健福祉センター改修工事および分室建設工事で約２億円、合計

約１５億円の改修工事費を見込んでおります。 
 なお、これらの工事費の財源といたしましては、合併特例債を充てております。 
 次に、改修後の使用期間はどのように考えているのかについてであります。 
 本庁舎の耐震診断時の調査結果によるとコンクリートの劣化もなく、外装補修を行うことに

より耐用年数は今後、約６０年との推定結果でありました。耐震補強改修後、日常の維持管理

に心がけ、できる限り大事に長く使用していきたいと考えております。 
 次に改修後の市役所としての機能と利便性はどのように考えているのかについてであります。 
 今回の本庁舎耐震補強改修に併せ、南館を改修し南館２階に住民サービス系の業務を集約し、

同一敷地にある石和保健福祉センターとの連携により来庁者の移動距離を短縮させます。 
 また、総合窓口化の第１段階として戸籍住民窓口を新たに証明発行窓口と届け出受付窓口の

２つに分け、総合案内を充実し来庁者のスムーズな動線の確保を行います。 
 今後、総合窓口化の検証を重ねながら電子システムを活用したワンストップサービスの導入
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を目指し、便利で親しみやすい市役所にしていきたいと考えております。 
 続きまして、本市における滞納処分についてお答えいたします。 
 平成２３年度の市税および料金の滞納額と滞納処分状況についてでありますが、滞納額につ

きましては、すべて平成２３年度の現年度分と過年度分を合計した決算数値でお答えさせてい

ただきます。 
 まず地方税法により、または地方税法の例により自力で差し押さえ等が実施できる強制徴収

債権の滞納額でありますが、市税が１８億２千万円、国保税が９億１千万円、介護保険料が３，

８００万円、後期高齢者医療保険料が７６０万円、下水道使用料が１億円、下水道受益者負担

金が４，１００万円、保育所保護者負担金が４，９００万円、笛吹沿岸畑灌加入者分担金が

５１０万円となっております。 
 これら市税等の強制徴収債権の滞納処分状況についてでありますが、９５７件の差し押さえ

を実施し、換価した合計額は１億８００万円余りでした。差し押さえの主なものは預貯金７２６件、

給与４６件、不動産４１件であり、これらで差し押さえ全体の８５％を占めており、他の差し

押さえ物件は家賃債権、自動車、動産等であります。 
 また、民事訴訟法による法手続きを経る必要のある非強制徴収債権の滞納額はそれぞれ水道

使用料が２億５千万円、簡易水道使用料が４万円、農業集落排水使用料が２４万円、温泉使用

料が９７０万円、住宅使用料が２，８００万円、学童保育保護者負担金が９９万円となってお

ります。 
 これらの強制徴収ができない債権の滞納者には督促、催告、個別訪問による徴収に努めてお

り、市営住宅では建物の明け渡し訴訟の提起、水道使用料については給水停止処分の実施によ

り滞納整理を実施いたしております。 
 平成２３年度の停水処分は４４９件の給水停止予告書を送付し、うち完納件数は１２８件で

１，１００万円を徴収いたしました。 
 次に安易な不納欠損処理をしないために、どのような対策を行っているのかについてであり

ます。 
 不納欠損処理する債権は、差し押さえ処分の執行を停止した債権および時効を迎えた債権に

なります。市税等の差し押さえ処分は預金調査など厳密な財産調査を実施し、財産がない場合

や処分すると生活を窮迫させてしまう場合、また居所が不明である場合は、法に基づき差し押

さえ処分の停止を実施いたしております。差し押さえ処分の執行を停止した債権は消滅し、不

納欠損処理をすることになります。これらは倒産や自己破産および、それらに類するものが多

くなっております。また時効となった債権も消滅し不納欠損になりますが、督促、催告、個別

訪問の実施により徴収に努めるとともに、財産のある者につきましては差し押さえの実施や分

納誓約時に滞納の事実を承認させることにより時効を中断させ、時効を迎えることなく徴収す

るようにしております。 
 次に本市独自の罰則規定を設ける考えはについてでありますが、介護保険、国民健康保険、

後期高齢者医療ではそれぞれの法律に滞納者への給付制限等が規定されておりますが、他の債

権は法令に滞納していることに対する罰則規定はなく、本市もそれぞれの法に従い対応いたし

ております。 
 しかしながら、納期内に納めた者と滞納している者の公平性の確保は極めて重要であります。

市税等では地方税法に従いまして、滞納者から年１４．６％の延滞金を原則、すべて徴収して
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おり、上水道では給水停止処分の実施、市営住宅では建物の明け渡しの訴訟を実施しておりま

す。これらの実施により両者の公平性は保たれていると考えております。また、市独自の施策

につきましては、市税等を完納していることを補助金の給付や制度の利用条件としているもの

も多くあります。 
 これらは広義での罰則と考えられ、今後につきましても検討しながら実施していく必要があ

ると考えております。 
 続きまして、本市に民謡をについてお答えいたします。 
 平成１６年に合併し、これまで市の木・花・鳥の制定、桃・ブドウ日本一と温泉の郷 笛吹

市、甲斐国千年の都 笛吹市などのキャッチフレーズやイメージキャラクターとしてフッキー

の制定など、市民の一体感を醸成する施策として進めてまいりました。 
 ご提案いただきました笛吹音頭等の民謡の制作につきましては、市民の一体感を高める手段

の１つとして承らせていただきます。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 再質問を行います。 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 それでは、１問目の再質問をさせていただきます。 
 （１）の再質問、市民の知る権利としていろんな施策を展開しておりますが、市民の思い、

市民起点のまちづくりは各行政区１３２区を細かくまわり、行政報告等々、また市民の声を聞

くことが本当の市民第一主義と捉えるが、市長の見解はどのようにお考えでしょうか、お聞き

します。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、荻野市長。 
〇市長（荻野正直君） 

 ただいまご提案ありました１３２区すべてまわって意見を聞くべきだと、こういうふうなご

提案でございますけども、時間がとれればそれが一番ベターではないかというふうにも考えま

すけども、現状の中ではやっぱり１３２まわるには大変な時間と労力が必要となります。行政

にはそれぞれたくさんの課題や施策がございますから、そういったものに鑑みつつ、これから

の市民ミーティング等の開催について参考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） 

 時間がとれればということなんですけど、過日の南アルプス市、今度は庁舎をつくるという

ことなんですけど、あそこも何区あるか、ちょっと私、分かりませんけども、そこへ市長が出

向いて皆さん方にその施政報告をするというようなことを私たちもニュース、またテレビ等で

見たわけですけども、そのような考えをしてもらいたいということですけどいかがでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、荻野市長。 
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〇市長（荻野正直君） 
 数字が合っているかどうかあれですけども、南アルプス市では２６カ所というふうに伺って

おります。もちろん私のほうでもできる限りの、そのときの状況にもよりますけども、市民ミー

ティングについては細かく開催できるように、また団体からの要望があれば、それに対して時

間を合わせた形でお受けするようにというような形でさせていただいております。 
〇議長（小林始君） 

 風間好美君。 
〇６番議員（風間好美君） 

 それでは（２）の再質問に移ります。 
 何回か市民ミーティングを実施した経過は存じておりますが、特に多機能アリーナ事業につ

いてはただの報告会と私は捉えました。この市民ミーティングはマニフェストに掲げる普段着

の市民ミーティングと考えているのか、再度市長の見解をお伺いいたします。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、荻野市長。 
〇市長（荻野正直君） 

 多機能アリーナにつきましても市民に広報等でお知らせしたあと、それぞれの会場に行って

改めてご説明申し上げご意見をいただいた、こういう次第であります。 
〇議長（小林始君） 

 風間好美君。 
〇６番議員（風間好美君） 

 先ほども述べたように、各行政区に出向いて膝を交えて行うのが本当の普段着の市民ミーティ

ングと考えます。ぜひそういうこともここに、マニフェストに謳ってありますので、ぜひそう

いうことも実現してもらいたいと思います。そのことについての見解はいかがでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、荻野市長。 
〇市長（荻野正直君） 

 先ほどから申し上げているとおり、できる限り時間が許せば、いわゆる細かく行くような方

向でも承りたいというふうに申し上げているとおりでありますし、なおかつ特別にそれぞれの

団体、あるいは地域から要望があれば、時間を合わせてできる限り市民ミーティングの開催に

臨んでいきたいと、かように思っております。 
〇議長（小林始君） 

 風間好美君。 
〇６番議員（風間好美君） 

 それでは（３）の再質問へいきます。 
 本市の雇用を生み出すということは非常に結構ですが、先ほど答弁の中で会社名等が全然入っ

ていないんですけど、主な会社が分かりましたらお教え願いたいなと思っております。 
 主な企業で結構です。 

〇議長（小林始君） 
 答弁を、豊角産業観光部長。 
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〇産業観光部長（豊角英人君） 
 企業名まではどうかと思いますが、関連する部分については新たに合併後にきた部分では電

子制御の基盤整備の関係の事業、あるいは電気器具の製造業、それから非鉄筋金属の製造業、

これは２社ございます。その他製造関係も１社、それから卸売業等もあります。最近４年間で

すとＩＴ関連の企業が１社、運輸・運送関係の製造業、これが１社、ペットボトルの製造業が

１社、それから清涼飲料水の販売等になりますが卸売業が１社、それから食品生産企業１社と

いうことで、ここ４年間については５社が企業誘致として本市に入っております。 
 なお、これらについてはすべてではございませんが、県の産業集積促進の助成事業、あるい

は市における企業立地の助成事業を取り組んでいる企業も数社、含まれております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 今の答弁ですね、企業名はなぜ言えないのか、再度お聞きします。ＩＴ企業で結構です。 

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） 
 企業名は各個人企業のことになりますのでちょっと控えさせてもらったんですが、ＩＴ関連

の企業になりますと株式会社ジインズという、境川のほうに昨年度入っておりますが、その会

社であります。 
 以上になります。 

〇議長（小林始君） 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 次に（４）の再質問へいきます。 
 ただいま市長の答弁の中で、市長就任のときに５つの行政経営と言いましたけども、私もちょっ

と勉強不足で申し訳ありませんけど、その５つの行政経営と言いましたが、その５つはどのよ

うなことを言ったのか、改めてお伺いいたします。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、荻野市長。 
〇市長（荻野正直君） 

 市民第一主義を掲げ５つの行政経営の柱、清潔・公平・公正に徹し隠し事のない市政を市民

の皆さんとともに図り、協調・調和を図りますとこういう話をさせていただきました。 
〇議長（小林始君） 

 風間好美君。 
〇６番議員（風間好美君） 

 分かりました。それで本当に合併してよかったのかということなんですけど、１、２の例を

申し上げますが、旧町村時代は各種団体のイベント、また研修等々の小回りがきいた町営バス

の利用ができたわけなんですけど、これも合併してからできなくなって非常にさみしさを感じ

ております。 
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 また地元八代町で行っていた老人に対する、ボランティアによる週５回の夕食の配食が廃止

となり、ボランティアによる手助けの配食が中止となりまして、老人の方々から非常に不満が

盛り上がりました。また支所に伺っても、ここでは分からないから本所に行ってくださいとの

ことで、このようなことからも市民に対して本当に合併してよかったと考えているのか、再度

市長の考えをお伺いいたします。 
〇議長（小林始君） 

 荻野市長。 
〇市長（荻野正直君） 

 非常に合併そのものの議論から話をしなければならないのかなという、大きなテーマだと私

は思います。 
 合併協議会にも風間議員、関わりがあったと思いますけども、なぜ合併しなければならない

のか。そして合併した暁には、どうなってしまうのかということについてもいろいろ議論がさ

れました。６６項目の合併協定項目というものの中に、かなり集約されていると思いますけど

も、６つの町が一緒になるわけでありますから、よくなるところと悪くなるところ、そういう

ことをお互いに協議しながら調整していきましょうというようなことですから、よくなったと

ころと悪くなったところ、いわゆる１つの事情をとりましても例えば行政区にお渡しする行政

区の補助金等々につきましてもよくなったとか悪くなったとか、これは当然出てくると思いま

す。あるいは水道料金１つとりましても安くなったとか高くなったとか、いわゆる全部、例え

ば安いところに合わすということになりますと市の行政は大変な状況になりますし、では全部、

高いところに合わせると、そういうようなことも考えますとやっぱりよくなったところと悪く

なったところ、いろいろと出てまいります。 
 ただし、トータル的に合併の最終的な目的というのは、いわゆる６つの町が一緒になって、

持続可能な社会を、市をつくっていきましょうと、こういう目的で始まった合併でありますか

ら、ぜひそのへんの大局的なものの見方をしていただければありがたいというふうに思います。 
〇議長（小林始君） 

 風間好美君。 
〇６番議員（風間好美君） 

 それで支所について、いま少ししっかりした権限、しっかりまたそれに対する市民に対する、

お答えができるという、何か支所についての職員間の充実というものに対してはいかがでしょ

うか。サービスについて。 
〇議長（小林始君） 

 荻野市長。 
〇市長（荻野正直君） 

 合併する前の自治体と、あとの自治体の大きな差というのは首長がそこにいるか、いないか、

こういうようなことが大きな差になってくると思います。しかし、各支所におきましては今、

最大限の配慮をさせていただいております。それは支所長というのはできるだけ地元の方にやっ

ていただく。そして中にいる職員の方もできるだけ地元出身の方にいていただく。それはやっ

ぱり地元が一番よく分かるからということの配慮をさせていただいております。 
 これは今、風間議員のご質問の内容を細かく分析してみますと一人ひとりの能力の問題にも

大きく影響してくると思います。そういったことのないよう、できる限りコミュニケーション
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をしっかりとりながら事業を進めさせていただいております。月に最低、支所長は２回の本庁

への会議の出席を義務付けております。その中で自分のところにある問題等々について、いわ

ゆる提案をしていただき、またそれに対してきっちりお答えをするというような体制もつくっ

ております。なおかつ今のＩＴ関連でありますけども、すべての職員が同じ情報を得るように

システムもきちっとつくってございます。また情報発信についても逆も、誰からでも発信がで

きるような、そういうふうな状況になっておりますから、コミュニケーションにつきましても

合併以前、いわゆる庁舎が分かれていてもしっかりとコミュニケーションが取れるような方向

で進めさせていただいております。これからも、さらにその制度については高めていきたいと

いうふうに思っております。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 ぜひ支所についてはなお一層、徹底して皆さん方のサービス向上につなげてもらいたいと思

います。 
 それでは２問目の再質問にいきます。 
 （１）、（２）の事業認定における課題はどのような課題が考えられるのか。またどのように

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。 
 多機能アリーナについてだけ、ちょっと説明させていただきます。 
 市長の答弁の中にもございましたように、今月末に実施計画書が出てまいります。それを見

ながらそれぞれ対応していきたいと思っております。いわゆる事業認定ですので、いろいろな

関係機関、特に県等に調整をしなければならない部分もございますので、今まさにその問題の

抽出を検討しているところでございますし、県のほうに事前協議会にボツボツ行かせていただ

くような準備を整えております。 
 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） 
 今、部長がお答えしていただいたんですけど、今からの県との対応ということなんですけど、

それで本当に予定している完成ができるんでしょうか。２６年度について。 
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） 

 実施設計が出てみないとなんとも言えませんが、一応、現状では計画どおり進めさせていた

だく予定でございます。 
 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） 
 （２）のロとしての再質問をさせていただきます。 
 仮称、笛吹スマートインターチェンジのアクセスはたぶん中央道側道等々の改修を行うのか

なというような憶測があるわけなんですけど、市としてはどのように考えているのか、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） 

 風間議員の再質問でありますが、平成２７年度にスマートインターができるわけですけども、

その完成にとりまして、砂原橋の架け替えと取り付け道路がございます。現在、スマートイン

ターの出入り口につきましては、上り方面につきましては県道藤垈石和線に下りる予定でござ

います。その関係で、砂原橋の取り付け道路も県道藤垈石和線に接続されます。そんな中、現

在の県道藤垈石和線は県道甲府笛吹線とＴ字路で交差して重複した中で現在、境川のほうへ向

かっております。そうしたことがあるために本来の整備交換が生かされないということであり

まして、現在、市ではそれを県道甲府笛吹線と県道藤垈石和線のＴ字路のところから、新たに

できます砂原橋の取り付け道路の県道藤垈石和線まで、中央道の側道を使った中で県道のバイ

パス的役割を果たす整備を、道路管理者であります山梨県のほうへ要望し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） 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 次に（３）のバイオマスセンター建設についての再質問をさせていただきます。 
 建設費の、先ほどの答弁の中で７億円、たしかそのようなことを言っておりましたけど、ど

のような方式を想定したのか、お伺いします。建設費の７億円についての考え。 
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） 

 建設事業費ということで、建設費７億円という答弁をさせていただきました。 
 内容になりますが、これからになりますが民間事業者の選定の中に笛吹が目指します要求水

準書の提案がございます。これに基づいて、民間がどのような方法で民間ノウハウを使う中で

ということで実質的に変わってきますが、おおむね７億円という数字については、あくまでも

概算、それからほかの類似施設における建設費、これを勘案する中での歳出根拠となっており

ます。 
 以上になります。 

〇議長（小林始君） 
 風間好美君。 
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〇６番議員（風間好美君） 
 それでは先ほど答弁の中に、用地費が２億円というような記憶があります。それは改めて何

平方メートルが、また平方単価というものはどのくらいのことを考えているのかお聞きします。 
〇議長（小林始君） 

 豊角産業観光部長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 細かい買収面積等については、まだはっきりした数字は固まっておりません。単価について

も同じくなりますが、砂原橋の取り付け道路の関連と合間っての残地を計画しております。そ

れから最終的な、先ほど申したように事業の実施方針等について事業者の確定も済んでおりま

せんので、これ等にも影響がありますが、今現在は砂原橋の取り付け道路と増田区側の右側と

いいますか、南側になりますが、ここを計画しておるということになります。 
 なお２億円程度というのは買収費、それから上物の補償物件、合計の金額がおおむね２億円

程度ということで想定しております。 
 以上になります。 

〇議長（小林始君） 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 おおむね上物まで入れて２億円ということなんですけど、それでも何平方メートルというこ

とは分からないんですか。 
〇議長（小林始君） 

 豊角産業観光部長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 あくまでも予定面積になりますが１万７，９００平方メートルということになっております。 
 以上になります。 

〇議長（小林始君） 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 次に移ります。 
 （ハ）の完成後の運営管理のことで再質問させていただきます。 
 管理運営は市からの支出はないとの答弁と解釈しています。どのような方式、またどのよう

な考えなのかをお聞きします。市からの支出はいらないとの考えは、どのように考えているの

をお聞きします。 
〇議長（小林始君） 

 豊角産業観光部長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 先ほども答弁で申し上げたとおり管理運営費については、今の事業方針が公設民営方式で進

めております。そのために市からの直接的な支出がないという答弁になります。今までは生ご

みについては可燃ごみ扱いということで、甲府の環境センターにおいて焼却処分、これは負担

金になりますが、ということで事業費が発生しておりました。これを今度、生ごみ部分に限っ

てはバイオマスセンターでの堆肥化費用に切り替えるということで、同じくその部分について
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の経費削減は相当部分が図られると思います。その部分についての委託料は発生しますが、直

接的な管理運営については、公設民営のために民間業者がすべて支出するということになりま

す。 
 以上になります。 

〇議長（小林始君） 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 そうしますと、これで計画しますと約１０億円、土地・建物合わせて１０億円で完成すれば、

以後は一切、本市での支出はないと考えてよろしいんでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 豊角産業観光部長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 答弁でも申し上げたとおり管理運営費については発生しませんが、堆肥化の処理費というこ

とでは当然ながら発生します。今現在がトン当たり３万２千円ほどかかっておりますが、これ

についてはかなりの削減が図れるということで、これについても今からの事業者決定に伴って

処理単価が決定されますが、それ等についての処理費については当然ながら発生する格好にな

ります。 
 以上になります。 

〇議長（小林始君） 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 しつこいようですけど、そういうような処理費がかかるということであれば本市での支出は

ないというような答弁というのもおかしいではないかなというような感じがするんですけど、

そこらへんについてはいかがでしょうか。 
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） 

 ご質問は管理運営費というご質問だったために、管理運営費についての支出はないというこ

とになります。処理費については当然ながら、軽減はされますが発生はいたします。 
 以上になります。 

〇議長（小林始君） 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 次に収集運搬は７，２００万円ということでお示しがありましたが、市で考えております車、

バッカー車ですね。またそれに伴う人件費、運転手とかいろいろなことを考えていると思いま

すけど、どのように考えているのかお知らせ願いたいと思います。７，２００万円に対しての。 
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） 

 収集運搬になりますと市民環境部の所管になるわけですが、バイオマスセンターにかかる部
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分ということで、私のほうからちょっと答弁させていただきます。 
 ７，２００万円の見込みになっております。これについては現在、可燃物の収集日が月、火、

木、金と週４日間を地域ごとに分けて集めております。この方法を継続していきたいと考えて

おります。 
 なお、収集場所の方法なんですが、生ごみの専用の蓋付き容器、これを設置する予定になっ

ております。車については、平ボディーの２トントラック７台ほどを予定しております。その

ほか収集容器の設置が伴いますので、軽トラックについても一定数の台数、７台ほどですがこ

れも予定しております。そういったことでそれに伴います人員の確保、それから車の購入、そ

れから減価償却等も含めた中で年間、約７，２００万円という、こういった積算の根拠となっ

ております。 
 以上になります。 

〇議長（小林始君） 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 次に、今までは例えば燃えるごみとして搬出していましたが、そのバイオマスセンターの完

成後には分別しなければならない労力、またコストについてはどのように考えているのかお聞

きしたいと思います。コストというのはやはり、ビニール袋を今度は新しく買わなければなら

ないとか、いろいろなその労力もかかると。そのことについての質問です。 
〇議長（小林始君） 

 豊角産業観光部長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 収集場所には生ごみの蓋付きの専用バケツということです。搬出については、各市民の方の

排出利便性を考えるということで、ビニール袋、あるいはそれに類するものを予定しておりま

す。これはレジ袋等々についても当然ながら可能という考えでおります。そういったことで市

民の皆さんが分別して出すという、手間を手間として考えずに出しやすい方法、これ等々につ

いては今の環境推進課との協議を行っておりますが、さらに内容を詰める中で一番最適であり、

簡易的な方法を考えていきたいと考えております。 
 以上になります。 

〇議長（小林始君） 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 それでは果実、要するに果物の剪定枝はわれわれは、旧共撰所を借りてそこへ収集して利活

用するということなんですけど、今でもその考えに変わりはないですか。 
〇議長（小林始君） 

 豊角産業観光部長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 剪定枝については、基本的にはセンター持ち込みを基本的な考えといたしております。当然

ながら近隣の方については可能であっても、ちょっと遠方の方については先ほど申したように

拠点をつくることによって収集方法、これも二段構えでは当然ながら協議の段階になろうと思

います。ただし、自己搬入についてはそれに対する対価といいますか、でき上がった堆肥等の
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製品を搬入量により配布する、こういったことも考えております。 
 以上になります。 

〇議長（小林始君） 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 以上のようなことを踏まえまして、市民に対する説明会はどのような方法というか方式で行

うのか市の考えをお聞きしたいと思います。例えばこの町内が近くても、これは軽四なら持っ

ていかないよ、そんなに使わないからというのが現実な話なんですけど、そのことについての

お話しができればと思っております。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、豊角産業観光部長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 バイオマスセンター建設については、今までマニフェストの発表会、あるいは研修会、また

広報等々について広くお示しはしているところなんですが、先ほど答弁の中にあったように地

元の方については別途、また細かい説明も行っております。 
 今後は都市計画決定に向けての、来月になりますが素案を縦覧する予定になっております。

約半月間にわたり行う予定になっております。この中で市民の皆さまの貴重なご意見等もお聞

きする格好になります。 
 なお、この意見書の素案等の縦覧についてはまちづくり整備課、あるいは農林振興課、地元

であります八代の地域の地域課等を縦覧場所として予定しております。 
 なお、これをすることによって敷地の位置関係も含めてになりますが、土地収用法の５千万

控除の適用関係にも結びつくことから、これについて素案ではございますが、市民に向けての

説明までいかなくても公表に結び付けていきたいと、こんなふうに考えております。 
 以上になります。 

〇議長（小林始君） 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 次に移ります。 
 ３問目の機能的な市役所についての再質問をさせていただきます。 
 （１）の再質問、まず耐震についての質問で、これについてはあそこの庁舎の、暫定庁舎の

地盤補強を考えているのか、まず最初に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） 

 再質問にお答えします。 
 庁舎の地盤強化というところですけども、あそこにつきましては、盛り土になっております

ので壁の補強も含めて杭を何本か、必要に応じて打つことで補強をしていきたいというふうに

考えております。 
 以上です。 
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〇議長（小林始君） 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 杭打ち等々、結構、工事費がかかるものを補強するということが改めて分かりました。本庁

の改修の中には耐震、改修、バリアフリー化、エレベーター等々を予定しているが南館が約５億

円、それぐらいと思います。それで今度の耐震は約６億円では、いろいろの今の耐震の杭打ち

等々を考えてみますと６億円は少ないと考えますが、いかがでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 山下総務部長。 
〇総務部長（山下真弥君） 

 現在、概算で考えているのが庁舎の耐震化については地盤の補強も含めて６億円。それから

南館につきましては、新たに４階をやりました。それも入れて、立体駐車場を入れまして７億

円。それから保健センターが、地下というか１階の部屋をつくるということ、それから分室等

で２億円、合計で１５億円というふうに考えております。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 それでは（２）の開所後の使用期間についての再質問をさせていただきます。 
 この庁舎は約築４５年を経過し、私の認識では約５０年経過するとコンクリートは劣化が始

まります。本当に今後耐震をして補強してからも６０年使えるのか疑問と考えるが、その点に

ついていかがでしょうか、お聞きします。 
〇議長（小林始君） 

 山下総務部長。 
〇総務部長（山下真弥君） 

 専門家に依頼した結果、そういう結果が出ておりますので６０年ということで大事に使って

いただきたいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 それでは合併以来、暫定庁舎と認識しているが、いつまでその暫定庁舎として使用するのか。

もしよければ市長にお答え願いたいと思います。いつまで暫定庁舎として使用するのかを伺い

ます。 
〇議長（小林始君） 

 山下総務部長。 
〇総務部長（山下真弥君） 

 １５億円かけて庁舎を耐震化し、市民の利便性を図るための工事を行いますので、貴重な税

金を使ってやるわけで、できる限り長持ちをさせて使っていただきたいと思います。 
 以上です。 
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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）としての再質問をさせていただきます。 
 ワンストップサービスとお答えをいただきましたが、庁舎が５カ所ほどに分散して暫定本庁

舎、南館、保健センター、八代の議会庁舎、新たな分室の計画もありますし、市民がどこへ行っ

てよいのか分かりにくい施設で、また職員にとっても事務効率が悪い中で本当のワンストップ

サービスといえるのか、見解をお伺いしたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 山下総務部長。 
〇総務部長（山下真弥君） 

 全国先進的な市町村を見てみますと、ワンストップサービスという事業が進んでいるところ

がございます。先進例を見ますとワンストップサービスという解釈ですが、市民の方が移動の

手続きに来た、あるいは転出のために市庁舎にいらっしゃったというときに例えば子どもさん

が一緒にいって、教育委員会に行かなければならない。そういうような転出の手続きに来たと

きに、教育委員会にも行かなくても済むような事務処理を行っていただく。それにつきまして

は、現在のＯＡシステムを使えば、やっている自治体がかなりございます。そういう意味でワ

ンストップサービスを実現していきたいと思います。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 いろいろ考えてみますと総合的に考え、これではやはり一体化の中で新しい庁舎を造るほう

がよいのではないかと考えておる次第でございます。その点について、新しい庁舎を造ること

に対しての市長の見解をお伺いしたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 荻野市長。 
〇市長（荻野正直君） 

 庁舎問題につきましては合併当初、いろいろ議論をさせていただきました。結果的に旧峡東

病院を改修して、あのへんの建物を活用しながら当分やってきましたと、こういう形で進んで

きているわけでありますから、すでにそのときにああいう方式でやるというふうに私は決定を

したと思って進めております。 
〇議長（小林始君） 

 風間好美君。 
〇６番議員（風間好美君） 

 それでは、４問目の滞納処分についての再質問をさせていただきます。 
 （１）の再質問、市税１８億２千万円のうちの入湯税および過年度分の都市計画税はいくら

あるんですか、お伺いいたします。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、山下総務部長。 
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〇総務部長（山下真弥君） 
 不納欠損の額ということでございます。 
 入湯税が１件で１９万円ほど、それから滞繰のほうが８４万円ほど、それから都市計画税、

これはすべて滞繰でございますけども１，２３０万円という形になります。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 先ほどの部長の答弁の中で、約１００万円ぐらいになるわけなんですか。その不納欠損額は。

どうでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 山下総務部長。 
〇総務部長（山下真弥君） 

 不納欠損額、平成２３年度決算によりますとすべての税金、合わせますと３億３千万円ほど

になります。ご指摘の入湯税が１００万円ちょっと。それから都市計画税が１，２００万円ぐ

らいになります。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 その不納欠損の約１００万円は、人から預かったお金ということは皆さんも承知だと思いま

す。こういうことに対して、私は詐欺か横領というようなことを考えるわけなんですけど、そ

の点についてはどのように市では見解を考えているでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 山下総務部長。 
〇総務部長（山下真弥君） 

 ご指摘のとおり、心情的にはそういうふうに思います。ただ、事務をやる上では税法に基づ

いた処理ですから、ほかの税金の滞納処理と同じような形でやっていきます。ただ、できるだ

け不納欠損にならないように努力をすること。これがほかの税金に増して必要かなというふう

に考えております。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 こういう人から１５０円の入湯料、私も前にしたときには約２，７００万円もあったんです

よ。その中で不納欠損が、こうやって見ますと１００万円ぐらいということなんですから、人

にいただいた金を会社が流用し、また倒産したからってこれを不納欠損することは絶対相成ら

ないと思うんです。ですからこういうことはしっかりとした、例えば言葉がきついですけど、

その旅館・ホテルを告訴することも考えながらしっかりやっていかなければ、これはどんどん

不納欠損が起きると思います。その点についてはどうでしょうか。 
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〇議長（小林始君） 
 山下総務部長。 

〇総務部長（山下真弥君） 
 議員ご指摘のとおり、まったくそのとおりだと思います。ただ税法上、やれることはすべて

現在やっております。やった上で倒産してそれ以上、何をやっても回収できないという状態も

起き得るわけでございます。そういうことになったときに致し方なく不納欠損処理をするとい

うことでございます。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 それでは（３）の再質問へ移らせていただきます。 
 今、全国の自治体ではここに、私もお示しできますけども、特定滞納者特別措置条例を利用

して、これは神奈川県の小田原市の１つの例を述べさせていただきます。この条例は市税の滞

納を放置しておくことが滞納義務の履行における市民の公平感を阻害することを考慮し、納税

について著しく誠実性を欠くものに対し、特別措置を講じることにより市税の徴収に対する市

民の信頼を確保することを目的としたというような独自の罰則規定条例を制定しております。 
 本市もこういう不名誉な現状から脱出するために独自の罰則規定を設け、全庁的な取り組み

を必要と考えるが、これもやはり市長の見解をお伺いしたいと思いますけども、いかがでしょ

うか。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、山下総務部長。 
〇総務部長（山下真弥君） 

 議員のご指摘のとおり不名誉な収納率でございます。ただ、数字をしっかり見ていただくと

分かりますけども、平成１９年度が底でございまして、着実に収納率につきましては、改善を

しております。前年の市税の全体の収納率、１９年度が底でしたけども９４．２％です。これ

が２３年度につきましては９６％まで改善をしております。この改善率については山梨県のトッ

プクラスでしてございます。これが県の回収機構のほうへ職員２名を派遣しまして、県のノウ

ハウを勉強しながら市の滞納処理にあたっている結果でございます。本市としましては、今の

このやり方をさらに精度を上げまして、職員が一丸となって収納率の向上を目指していきたい

と思います。 
 議員ご指摘の件、独自の罰則規定につきましては、また検討させていただきたいというふう

に思います。 
 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 皆さん方はそうやって検討とか前向きとか善処という、素晴らしい言葉が出るわけなんです

けど、これはしなければ駄目だと思うんです。ぜひこれを前向きに、皆さん、ここにおります

部長さんはじめ次長さん、いろいろおるわけなんですけど、全庁挙げてのこういうことの規定
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を設けてもらいたいなと思っております。 
 ５問目の再質問に移ります。 
 笛吹市に民謡ということですけど、この素晴らしい民謡を市内在住の方々の手によって制作

していただき、今後の市民の一体感を醸し出していただきたい。そのようなことを念頭に置き

ながら、ぜひこの笛吹市に民謡ということを考えております。ぜひそこらへんも改めて市民の

一体感のことについての再質問とさせていただきます。 
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） 

 議員さんご指摘のとおりだと思います。やはりわれわれも旧町村時代、一宮音頭という中で

踊った経験がございます。やはり今、本当にスローライフ、ゆっくりということが非常に大切

だと思っておりますので、時をみながら市民に呼びかけていきたいと思っておりますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 いろいろありがとうございました。 
 以上をもちまして、われわれ正正会としての代表質問はこれで終わりとさせていただきます。 
 ありがとうございました。 

〇議長（小林始君） 
 以上で、正正会の代表質問を終わります。 
 続いて、日本共産党の代表質問を行います。 
 渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 日本共産党を代表いたしまして、代表質問をいたします。 
 今、若者もそして高齢者も本当に生活が苦しい、そして先行きが不安である。こういうとき

に国は、そして国会は何をやっているかという思いが募るわけです。ますます暮らしを苦しめ

る消費税、日本の経済もこれは大ピンチになる消費税を自公民３党で、合意でやってしまった。

そしてさらに原発も政府の手で再稼働している。ＴＰＰも秘密の交渉を進めていると。まさに

市民の願いと正反対、国民の願いと正反対の政治が続いています。 
 私どもは市民に身近なこの市こそ、市民の思いまっすぐ届くものにしていかなければならな

い。議会もそうしていかなければならないというふうに考えているものです。そしてこの間も

そのような立場で発言をしてまいりました。 
 この４年間、市政運営のチェック、市民の願いを実現するための具体的提案など、さまざま

な質問を行ってきました。子どもの医療費無料化は中学３年生までと希望してきましたが、小

学校６年生まで実現しました。公費による各種予防接種、保育所の改築修繕、一宮・石和中の

給食施設の改築、石和中北館の改築、小中学校教室へのクーラーの設置、不十分ながらも新規

就農者への支援制度などなど、実現または計画まで行き着きました。これらについては市民の

願い、運動とともに関係部署および職員の奮闘によるものと考えております。 
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 しかし、市政の転換を図らなければならない抜本的課題がたくさん残りました。数点につい

て、４年間最後の代表質問をさせていただきます。 
 まず第１は市民第一主義と市長さんおっしゃいますが、多機能アリーナ対応などで市民第一

主義は貫かれたか。最初のアンケート、さらにあの大きな是非を問う住民投票の直接請求の運

動、こういうものも否決しました。市民第一主義とは市長が市民のためと思うだけでなく、市

民の意思が第一であると考えるべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。 
 新たな問題として、５００万円の予算で委託した災害廃棄物仮置場施設整備にかかる検討報

告書が議員にも関係地区住民にも秘密にされております。まず地権者、関係地区、市民に公開

し説明するのが、そして市民の声を聞くのが市民第一主義ではないでしょうか、お伺いします。 
 ２つ目に、平成３２年度以降の財政は厳しいと見込まれているのか否か、その見通しについ

てのお考えを伺いたいと思います。 
 そして財政健全化の一環として、市で行ったソーラーパネルの設置費の問題、民間等の設備、

施設に比べて極端に高い。今後の公共事業価格の適正化の参考とするためにも、ソーラーパネ

ル設置費の官・民事業費の比較検証を行ってほしい。これは必ず公共事業の価格設定に今後、

役に立つのではないかと確信しております。いかがでしょうか。 
 そして３つ目に、本庁関係耐震改修工事費はトータルでいくらになると見積もられているか。

この工事で５０、６０年程度は大丈夫だと聞いておりますが、少なくとも何年間、本庁機能の

４館分散体制でいくつもりなのか。本庁機能に関する将来像をどのように描いて、このような

事業計画になったのか。特に前半の部分については、先ほどの質疑・答弁で明らかになってお

りますので、最後の本庁機能に関する将来像をどのように考えてこの事業に至ったかという点

について、伺いたいと思います。 
 財政破綻を避けつつ、早期に笛吹市全域の排水浄化を達成するために下水道事業の見直し、

市町村設置型の合併処理浄化槽事業を採用すべしと私は提案してまいりました。市は下水道建

設事業を大幅に削減し、経費の節減を図ったことは確かでございます。しかし、市町村設置型

合併処理浄化槽事業を採用してこなかったために、全市的な排水浄化事業というのは遅れてお

ります。この点について、なぜその事業を採用してこなかったのか、これから採用する考えが

あるのかどうなのか、伺いたいと思います。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 当局の答弁を求めます。 
 市長、荻野正直君。 

〇市長（荻野正直君） 
 日本共産党、渡辺正秀議員の代表質問にお答えいたします。 
 はじめに、多機能アリーナ対応など市民第一主義は貫かれたのかについてでございますが、

多機能アリーナ建設事業につきましては、平成１７年６月から各種団体による多くのご要望を

いただくとともに、子ども議会におきましてもご提案をいただいたところであります。 
 これらのご要望に基づきまして市民ミーティングの開催、また市内各種団体等の代表者によ

る多機能アリーナ建設委員会でご審議をいただき、進めているところでございます。 
 さらに昨年に引き続き、ご意見をいただいております多機能アリーナワークショップにおき

ましては公募による拡充を図り、現在４５名で構成されており、さまざまなご意見をいただく
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中、市民の皆さまとの協働による事業展開を進めております。 
 ご質問の災害廃棄物仮置場施設整備にかかる検討業務についてでありますが、現在、笛吹市・

甲府市・山梨市・甲州市の４市で構成する八千蔵地域等対策協議会において、検討・協議を行っ

ている段階であり、情報が先行することにより、ときには誤解が生じることが懸念されるとこ

ろであります。 
 このことから今後は４市での協議状況をふまえまして、議会および地域の皆さまへご説明を

する中でご理解をいただきながら、進めてまいりたいと考えております。 
 次に平成３２年度以降の財政状況は厳しいと見込まれているか否か、大型施設建設見直しの

考えはあるかとのご質問でございますけども、ご承知のとおり普通交付税は平成２７年度以降、

合併算定替えから段階的に一本算定化されます。平成３３年度には旧芦川村を含め完全一本化

算定による交付となるため、現行の算定基準では普通交付税は６０億円ほどになると見込んで

おります。自由に使える一般財源が現在より約２７億円ほど減少しますので財政経営は厳しく

なると言わざるを得ません。しかしながら選択と集中の行財政改革を一層進め、スケールメリッ

トを生かした行政経営を行うことにより、健全な財政経営が持続できると判断いたしておりま

す。 
 大型プロジェクト事業の実施により、償還期間中の公債費の増加は予測されるところであり

ますが、魅力と特色のある新市の基盤整備を行うには合併特例債の活用は不可欠であります。

今でなければできない事業であります。こうした状況を踏まえ、現在進めております大型施設

建設につきましては、事業計画に沿って進めさせていただきたいと思います。 
 次にソーラーパネルの設置費についてでありますが、市内の小中学校に太陽光発電を導入し

た事業は経済危機対策臨時交付金を利用し、省エネルギー対策、環境教育の推進とともに市内

業者への発注機会を増やすことも目的といたしました。現在ではその後の技術革新、広域的な

普及により原材料費が安価になり設置コストも当時と比較すると大幅に下がってきております。 
 ご質問の民間事業は、南アルプス市で行われた官民連携の太陽光発電施設設置事業のことを

指していると思いますが、この事業は企業が市施設に無償で太陽光発電パネルを設置し、企業

側は売電した利益で設置費用を回収したあと、市に設備費を返却するものであります。 
 参加企業はコンサルタンツ、ゼネコン、パネル製造会社等による４社共同体で社会貢献への

取り組みのアピールや官民連携事業としての業務実績となり、参加企業が直接施工するため通

常に設置されるものより設備投資費用は抑えられていると思われます。本市におきましても、

同様の屋根貸し発電事業について検討させていただいております。 
 続きまして、本庁舎耐震改修工事に関するご質問についてであります。 
 本庁舎の耐震補強改修工事につきましては、現在設計委託業務中でありますが約６億円、南

館関連では平成１９年度に施工した耐震改修工事、現在施工中の４階他改修工事、今年度発注

する立体駐車場建築工事でトータルで約７億円、石和保健福祉センター改修工事および分室建

築工事で約２億円、合計約１５億円の改修工事費を見込んでおります。 
 なお、これらの工事費の財源としましては合併特例債を充てております。 
 本庁舎につきましては南館の耐震改修を実施する際、当分の間、現在の場所で執務を行うこ

とが確認されているところでありますが、耐震診断時の調査結果によるとコンクリートの劣化

もなく、外装補修を行うことにより耐用年数は今後、約６０年との推定結果が報告されました

ので本庁舎につきましても耐震補強改修を実施し、今年度改修工事を行う南館、石和保健福祉
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センターと合わせ、３施設で主要な執務を行いたいと考えております。 
 なお、今回建築する分室につきましては本庁舎耐震補強改修期間中、総務部、経営政策部が

執務を行いますが、改修工事終了後は統計、財政、国保、税務等、現在長期的に会議室を利用

している部局の執務スペースおよび会議室として利用いたします。 
 本庁舎は総務、経営政策、産業観光、建設部局の執務スペースといたします。南館・石和保

健福祉センターは市民の方々が多く利用する戸籍、国民健康保険、国民年金、税務、教育、上

下水道、保健福祉関係部局を集約するとともに、それぞれの庁舎には総合案内を設け住民サー

ビスの充実を図り、総合窓口化に向けた取り組みを行ってまいりたいと考えております。 
 次に下水道事業の見直しについてでございますが、平成１９年度から公共下水道財政健全化

計画に基づきまして下水道事業を見直しております。現状、事業認可計画が平成３２年度まで

とりまとめてありますので認可区域内の事業を進めてまいります。 
 現在、笛吹市公共下水道事業の普及率は５９％に留まっており、平成１９年度末の起債残高

は２４６億円でしたが、平成２３年度末の起債残高は２１４億円まで減少いたしております。 
 お尋ねの市町村設置型浄化槽整備事業は、実施要件として事業の実施地域は、将来的に浄化

槽の整備が妥当と判断される地域内において設置されること。つまり事業地域を限定すること

とされておりますので、現在の下水道が計画されている地域内においては、市町村設置型浄化

槽整備事業を導入することができないこととなっております。 
 今後につきましても、公共下水道事業および個人設置型浄化槽整備事業の方法がありますの

で、この２つの事業方法を併用運用して効率のよい生活排水処理を行っていきたいと考えてお

ります。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 再質問を行います。 
 渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 市民第一主義との関連で、情報公開制度のこともるる述べられております。そして市民オン

ブズマンの調査でも情報公開制度山梨県一というように報道されております。しかし、これも

私、仏つくって魂入れずと感じるものでございます。 
 先ほどガレキ一時置き場の情報もそうですけども、肝心な、市民が関心のある問題について

秘密にして、そして市民の意見を聞かないで外と話をまずする。こういう姿勢は市民第一主義

ではありません。市長の言う市民第一主義という言葉と市長の政治姿勢が正反対に感じられる

のはなぜだろうとずっと私も考えてきました。私は市民第一主義という言葉を市民の市民によ

る市民のための市政、すなわち所有手段、目的のいずれも主人公は市民だというふうに理解し

てきました。しかし市長においては市民第一主義という言葉は何か、殿様が市民のためによい

政治をしてやるぞといっているように見える。社長がお客さまは神様だといっているように見

えるということでございます。 
 私は市民主人公の立場をとらなければ、真の市民第一主義にはならないと思いますが、どの

ような見解をお持ちでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、荻野市長。 
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〇市長（荻野正直君） 
 市民第一主義、特にこういった抽象的な言葉についてはそれぞれの捉え方、あるいは例えば

私の個人に対する捉え方によって、今のような、いわゆる上から目線という、そういう意味で

言いたいのではないかと思いますけども、私は殿様でもなんでもございませんし、市民の代表

として、市政経営が市民のためになるように日夜努力をしているところであります。 
 また、自分たちの中でいわゆる責任の持てるものについて、市民に対して公表していかなけ

ればならない、こういうふうに思っております。今の八千蔵・高家の問題でありますけども、

まだまだどういうふうに市民に説明していいか、私たちすらまだ分かっていないわけです。し

たがいまして、そういったものを市民にぶつけたところで混乱を招くばかりであります。そう

いうものをいわゆる市民の中に出した場合に混乱を招くわけでありますから、それについて慎

重に、なおかつ笛吹市だけの問題ではなく、笛吹市を含めて４市の問題でありますから、その

へんについて今、調整を図っているところでございますからご理解を賜りたいと思います。 
 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） 
 この資料については、私の友人であります市民が情報公開条例に基づいて開示請求しました。

これは全面非開示ということでございましたけども、その理由が交渉中のものでそれに影響を

与えてはいけないということでございましたけども、これはまったく違います。これはすでに

笛吹市が取得した、完成した報告書でございます。こういうものをすべて協議へ使うんだから

公開しないということであるならばＴＰＰやオスプレイ、これはまだ外交権がある国のやるこ

とですからともかく、この市においてやはりそういう中身を秘密にして外で決まってから公表

すると。これはまさに市民軽視、こういうことではないかと思いますし、また情報公開条例の

法の趣旨を逸脱しているものと考えますが、いかがでしょうか。そして、この件に関しては法

律問題に関して、私も２回ほど、いろいろ争いをしたことがございます。そのいずれもが長い

時間をかけ市民を苦しめ、あるいは議会の運営を妨げたのちにその法解釈が誤りであったとい

う結論が出たわけですけども、それと同じようにこの適用に関しては慎重を期していただきた

いということをお願いしたいと思います。答弁をお願いします。 
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） 

 渡辺議員の再質問にお答えさせていただきます。 
 八千蔵地区の問題につきましては非常に長い歴史がある問題でありまして、私も非常に大切

な問題だと思っております。されどこの八千蔵の問題につきましては、笛吹市単独では進めら

れません。なぜかといいますと今、進めております境川の中間処理場、それと一体化する中で

進めていくという事業になっております。８月にわれわれ課長や部長が集まる幹事会というも

のを実施しました。９月の議会が終わった１０月の初旬には、４市の市長さんたちが集まる中

でこういった事業を進めていきますけども、よろしいでしょうかということをいただく中で、

すぐに市民の皆さん、また地域の皆さまをはじめ説明をさせていただく所存でございます。 
 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） 
 渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 市民第一主義とは、ま反対の態度だと言わざるを得ません。そしてこれにもし周辺、あるい

は地元の住民がこれでは駄目だということになったら、これは他の市に対して本当に迷惑をか

けることにもなりますし、それから笛吹市はなんだという、まったく赤恥をかくだけだという

ふうに思うわけですね。それ以上に市民の意思を無視してはいけないという原則があると思い

ます。この点についてはいかがでしょうか。 
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） 

 市長の答弁の中にもございましたように、すべて開示はしていきたいと思っております。今

回のストックヤードについて、これでいこうということで４市が、市長さんたちが集まる中で

協議会で決めた案でございます。それにつきまして、まず４市の市長さんたちでまず見ていた

だいて、これでいこうということが出ると同時に、市民に説明をさせていただきたいと思って

おります。 
 おっしゃるとおり、市が予算付けを行いました。それは長い歴史を持つ中で八千蔵の方々は

直接、市民でございますので、市が予算を付けながら、少しでも前へ動くために予算を付けた

り、職員を付けた中で一歩でも前へ進めようということで今、対応しているところでございま

す。今しばらく経ちますと公表できるような状況がまいりますので、ぜひ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） 
 渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 その件について、私は地権者と地元の最大の心配は老朽化した溜め池の決壊で農地が汚泥で

押し流されること、これが最大の心配。そして地権者の思いは、地元区民と周辺区民が反対し

ない事業、地域振興に役立つ事業、このような思いがあるというふうに理解しております。市

は地元および地権者が何を望んでいると理解しているのか。あえて、もう一度お聞きしたいと

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） 

 今、地権者の話が出ましたけども、地権者の方々も約２０年近く経ちますかね、八千蔵の話

が出まして。非常に時間が経っておりますので、少しでも一歩でも前へ出ようということで昨

年１２月の議会で予算計上させていただき、また市では１名の職員を配置する中で一歩でも前

に出ようということで今、取り組んでいるところでございます。それもご承知のとおり、災害

廃棄物という名前が付いておりますので、細心の注意を図りながら対応しておりますのでぜひ

そのへんは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。 
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〇議長（小林始君） 
 渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 災害対策として緊急に必要な事業は何かと言いますと、災害廃棄物仮置き場ではないはずだ

と思います。井戸など富士見西南地域の高層避難施設や芦川町の防災無線屋内受信機の復活、

その他緊急に必要なことがたくさんございます。一方、災害廃棄物仮置き場構想に関して、委

員会審議で市当局は災害対策上の必要性について検討はしておりません。政治的な判断ですと

答えました。事業構想に災害対策を口実に使うなど、もってのほかだと。不遜な態度だという

ふうに思うわけですが、この点について反省はないかどうか伺います。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、荻野市長。 
〇市長（荻野正直君） 

 八千蔵・高家問題については、すでに渡辺議員も十分に経緯をご理解いただいていると思い

ますけども、この事業につきましては、本当に八千蔵・高家の人たちがごみ処理場の中間処理

場でもいいと。この地域の開発のために役立ててほしいというふうな、本当に腹を決めてその

事業を提案していただいたわけです。これに対して私どもは非常に感激をいたしましたし、と

かく中間処理施設というのは迷惑施設というふうな形で言われるわけでありますけども、それ

をあえてそのことをご理解いただいて、この場所を提供しますというふうに言っていただいた。

そのものに私どもはどう応えるかというところから、この論議が始まっているわけであります。

そしてそこに場所を決めたわけでありますけども、県の仲介で中間処理施設が境川に移りまし

た。移ったときにいりませんよと。もうお返ししますよといえばそれで済んだかもしれません

けど、やっぱり私ども行政を預かる身として、その気持ちは大切にしなければいけないと。で

はどういう活用が一番ベターなのかということであれやこれや、今、考えをしているところで

あります。 
 したがいまして、今回付けた調査についてもどんな活用方法があって、どんな安全な施設が

造れるのか、そういうことをいろんな角度で検討しなければ、この施設については、私は地域

の方たちにもいい加減な施設を造るわけにはいきません。そして、なおかつ地域の方に満足し

ていただけるような施設をどう造っていくか、そういう気持ちでこの問題については取り組ん

でおります。 
 なおかつ笛吹市だけでやる場合には、私どもの今、渡辺議員のご指摘のように市民に公開し

てこういう土地があるんだと。どうしたらいいだろうかというふうなお話ができるわけであり

ますけども、４市共通の施設でないとできない。こういう大きな足かせもあるわけであります。

ぜひ、その点のご理解をお願いしたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 渡辺正秀君。 
〇７番議員（渡辺正秀君） 

 この問題はこの程度にしておきたいんですが、ぜひ長い時間かかっている問題です。地元の

地権者会議もここのところ全然開かれていないし、区への報告もないということですから、ま

ずもって地元の行政区、あるいは周辺、あるいは地権者の要望、こういうものをしっかり把握

することから始めなければならないということを強調して次の質問に移りたいと思いますが、
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財政健全化法に基づく４指標というのが先ほどからいろいろ出ておりますが、地方交付税の一

本算定で財政構造が大きく変わろうとしています。まるで、この世界ではニュートン力学が役

に立つけども、原子の世界、素粒子の世界ではそれは通用しないと同じようにこの財政健全化

法に基づく４指標というのはこれだけ激動の、そして歳入が減る中であてになるものかどうな

のかということで、非常にこれは注意して扱わなければならないと。慎重に扱っていかなけれ

ばならないと思うわけです。その点について、この激動期における財政健全化法に基づく４指

標をどういうふうに理解しているか、財政課長さんに伺いたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 成島財政課長。 
〇財政課長（成島敦志君） 

 非常にこの財政健全化の４指標自体は、ご承知のように財政破綻した市があったということ

で、どこにそのへんの問題があったかというところから議論が交わされたというふうに私は理

解しているところであります。比較的、その実際の一般会計の中では非常に財政健全に見えて

も違うところで見えない部分があると。それが故意的に隠されると、そういうようなことがな

いよう、そのへんをしっかりつかんでおかなければならないというところから、このようない

ろいろな公営企業会計、それからさらに一部事務組合等へ繰り出しているお金の中にも、実際

には公債費に充てられている部分が、一般会計のほうから繰り出されているということで、そ

ういうものが負担になってくるということ。そういうものをすべて、明らかにしてそういうも

のを含めた中でこの指標を出すようになったということが、１つの健全化を見るために必要だ

ということで、形がつくられてきているというように考えます。 
 それだけがすべての、財政健全化の今後の笛吹市としての財政の健全であるかどうかという

ことは、それですべて見れるのかというところではありますけども、ただ、この市としての債

権、それから逆に交付税としての入ってくるもの等々を把握した中でこういう指標として、こ

れを一番の今の健全化の数値として、指標として捉えている、そういう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） 
 一本算定されたのちには、多くの場合は分母になってくる標準財政規模自身がぐっと小さく

なってくるわけですね。そうすると当然、指標自身も変わってくるし、それだけではなくて、

今度は財務だけではなくて今度は通常の収支の関係ですか、これもまたよく民間で言われる財

務があっても資金がないというようなこともよく言われるわけで、そういう状況も含めて激動

の時期は問題が出てくるわけで、そうした中で世論をいろいろ聞いて見ますと、この４指標が

大丈夫だから健全で大丈夫だと、こういう安易な考え方というのはずいぶん普及しているよう

に思われるんですね。これは大変危険なことだというふうに思いますが、その点についていか

がお考えでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、荻野市長。 
〇市長（荻野正直君） 

 渡辺議員おっしゃいますように現在の状況は合併特例期間、合併特例期間内においてどうい
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う状況であるかということの説明を市民にさせていただいているわけですね。合併の特例期間

が終わりますと、笛吹市の標準財政規模というのは２００億円以下になります。それに合わせ

るにはどうしたらいいかということを、今からしっかり検討をしていかなければならないとい

うような面からもできる限りそこに近づける、それを通過するためには基金もしっかり用意し

ていかなければならないというような角度でやらせていただいているわけです。 
〇議長（小林始君） 

 渡辺正秀君。 
〇７番議員（渡辺正秀君） 

 先ほども言ったとおり、４指標を基準にして財政は健全だと。そしてだから合併特例債を使っ

た事業ももっと活発に、今でしかやれないという世論が大変大きくあるわけなんですけど、こ

れは極めて危険だということを別の面からちゃんと説明する。この努力が市にとっても必要で

はないかと思うわけです。そのようにしていただきたいということでございます。 
 そして最後にソーラーパネルの民間と公共事業価格の比較ということなんですけども、これ

は笛吹市だけではなくて、公共事業といわれるものはあの当時、１１０万円とか１００万円以

上していたわけなんですね。だからうちだけが高いわけではないんです。しかし、その当時、

小さな民間の家屋の上に乗せるソーラーパネルの補助基準額が７０万円だったんです。実際に

は６５万円で、どこでも大体１キロワットあたり、できていたわけなんですね。そして先ほど

のそのあとの時点の話としてみれば、南アルプス市で５０万円という話も出てきて、その後、

大型のところでは大体１キロワット当たり３０万円という数字も出てくるんですけども、そち

らとの比較を言っているわけではなくて、その当時でも民間でやれば、割高になるはずの小さ

なものでも６５万円でできていたところが、１００万円を超える公共事業価格ということになっ

ていたと。こういうものを見直す、１つのいいきっかけにしていただきたいということは改め

てお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、荻野市長。 
〇市長（荻野正直君） 

 常に限界意識というものを考えながら、いろんな検討をさせていただいているつもりであり

ます。特にこの太陽光パネル発電を各小学校に付けたときの状況、これはなんとしてでも経済

対策をどうするかというのが政府の方針でありますし、私どももその費用を活用して、そして

市内の業者の方たちにできるだけ、いわゆるこの仕事をしていただきたいと。こういうことを

標準にさせていただきました。そしてなおかつ、非常に期間も短かったということで、全国的

にあのときの価格は、今、渡辺議員がおっしゃるように１キロワット当たり１００万円という

数字が出ておりました。たしかに家庭内においては７０万円台という話も当時、私の耳にも入っ

ておりました。 
 しかし公共の中でやる事業について設計をしたところ、そういう数字が出たということで、

なおかつ条件的に市内の業者に中心的にやるということを最優先させていただいて、こういう

結果になったわけであります。ぜひそんな点のご理解をいただきたいと思います。一つひとつ

の事業を、いわゆる地産地消という言葉をいつも私は使っておりますけども、地元の業者の方

に正しい競争をしっかりしていただいて、なおかつ勉強もしていただいて、全国レベルの技術

を身につけていただきながらやっていただくように、例えば現在でも先月から始めたわけであ
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りますけども、公共用事業の特に土木関係、建設関係の事業につきましては、すべて予定価格

も最低価格も公表いたしておりません。なぜしないかというと、これにつきましてはそれぞれ

の業者においてきちっと設計ができる。そしてきちっと、やっぱり原価計算ができると。こう

いうことをしっかりとしていただく。そして公平な競争をしていただくために、今、これは市

の職員にとっては大変、いわゆる予定価格を公表しない。最低基準価格を公表しないというこ

とは非常に苦しいことでありますけども、あえてそういうことをさせていただいていることも

ご理解いただきたいと思います。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 時間がきましたので終わります。 

〇議長（小林始君） 
 以上で、日本共産党の代表質問を終わります。 
 ここで、暫時休憩いたします。 
 ３時４５分再開といたします。 

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。 
 続いて、新和会の代表質問を行います。 
 堀内文藏君。 

〇１０番議員（堀内文藏君） 
 新和会の堀内でございます。 
 新和会を代表いたしまして、３問の質問を行います。 
 日本の厳しい暑さの中、ロンドンオリンピックは日本勢は史上最高の数のメダルをとり、全

国民が感動の中で終わりました。特に山梨県民である米満達弘選手は、レスリング男子フリー

スタイル６６キロ級で見事最終日に金メダルを取り、山梨県民は喜びの頂点に達しました。 
 また７月１７日には石和町出身の辻村深月さんが第１４７回直木賞を受賞し、県内では林真

理子さん以来、２人目の受賞となりました。笛吹市は第１号の市民栄誉賞を贈ることを決定し、

山梨県はイメージアップ大賞を贈りました。この快挙により、心よりおめでとうを申し上げ今

後の活躍をご期待いたします。 
 質問に入ります。 
 はじめに、笛吹市環境整備事業の進捗状況について伺います。 
 境川ごみ焼却場が２年間延長され、平成２９年度供用開始と決まり、その後、環境影響評価

等もクリアし、順調に事業が進められていると思いますが進捗状況を伺います。また、県営次

期最終処分場計画全般の進捗状況も伺います。 
 次に八千蔵、高家地区、元ごみ焼却場予定地のストックヤード計画の進捗状況も伺います。 
 終わりにバイオマスセンター建設事業の進捗状況のこの４点を伺います。 
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 次いで第２問目、笛吹市消防本部広域化の将来構想について伺います。 
 県下１０消防署本部統合計画が諸般の事情で白紙に戻され、その後、東山梨消防本部との合

併構想も模索されたようですが、今までの経過と今後の将来構想を伺います。 
 ３問目、校内暴力、いじめ実態全国調査に市教育委員会の対応と答申についてを伺います。 
 大津市の中学２年生のいじめ自殺問題で、全国の公立小中学校を対象にいじめの実態を把握

するための緊急調査を文科省は各学校に通達を出しましたが、市内小中学校の実態と調査内容

等、また笛吹教育の将来構想を伺います。 
〇議長（小林始君） 

 当局の答弁を求めます。 
 市長、荻野正直君。 

〇市長（荻野正直君） 
 新和会、堀内文藏議員の代表質問、環境整備事業の進捗状況についてお答えをいたします。 
 はじめに、境川ごみ処理施設整備事業の進捗状況についてであります。 
 ４市で構成する一部事務組合では、ごみ処理施設の平成２９年度の供用開始に向けて、万全

を期して取り組んでおるところであります。 
 まず、ごみ処理施設整備・運営事業につきましては、設計・建設から運営・維持管理までの

一括発注により事業者として株式会社神鋼環境ソリューション東京支社を選定し、特定事業契

約の基本契約、建設工事請負契約、運営・維持管理業務委託契約が締結されたところでありま

す。現在は施設整備事業の実施に向け、基本設計および実施設計の準備が進められております。 
 環境影響評価事業につきましては、環境影響評価書に対する知事意見を反映し、希少種の渡

り鳥ミゾゴイの生育環境に関する配慮内容を記載するなど補正評価書を作成し、平成２４年７月

の公告・縦覧を経て、環境影響評価に関わる一連の手続きが終了したところであります。 
 都市計画決定の手続きにつきましても、笛吹市都市計画審議会の決議を経て手続きが終了し、

都市計画事業認可を受けたところであります。 
 用地買収につきましては、地権者の補償物件調査や用地鑑定評価などの準備が進められてお

り、平成２４年１０月から１１月を目途に用地買収に取り掛かる予定であります。 
 用地買収後の埋蔵文化財発掘調査につきましては、試堀調査において確認された大祥寺遺跡

および前付遺跡の約１．７ヘクタールにつきまして、速やかに発掘調査を実施していく予定で

あります。 
 また、道路整備事業につきましては取り付け道路を笛吹市道５２７６号線として整備を進め

ており、用地買収後、道路整備工事に着手し、平成２６年５月末の完成を目指しております。 
 造成工事および建設工事につきましては平成２４年１２月に造成工事を開始し、建設工事は

設計業務を経て平成２６年を開始予定として、平成２９年度供用開始に向け着実な事業の推進

が図られております。 
 地域振興施設および周辺整備事業につきましては、地域振興施設の温泉掘削の申請、調査が

進められており、事業実施に関する基本協定の締結を行いながら、県・一部事務組合および本

市との役割分担等について協議を行い、遅滞のないよう事業の推進に努めているところであり

ます。 
 本市といたしましては、構成市と連携を図りながら一部事務組合事業の進行がなお一層、円

滑に前進するよう取り組んでまいります。 
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 次に一般廃棄物最終処分場計画の進捗状況についてでありますが、一般廃棄物最終処分場整

備事業は、県下２７市町村で構成する山梨県市町村総合事務組合が事業主体となり、建設から

運営までを財団法人山梨県環境整備事業団に委託し、進めることとしております。県を含む関

係者によりますと事業実施に関する基本協定が締結され、平成３０年中の供用開始に向け事業

が進められているところであります。 
 すでに環境影響評価につきましては、境川ごみ処理施設整備事業と同様の内容により一連の

手続きを終了し、基本設計につきましても施設概要、施設配置などの基本的事項について完了

し、現在は実施設計・用地測量調査および事業認可手続き等について進められております。 
 平成２５年度以降のスケジュールにつきましては、平成２５年度下半期には用地取得を行い、

平成２６年度から造成工事および本体工事を行う予定で、準備が進められているところであり

ます。 
 本市といたしましては県、県市町村総合事務組合および県環境整備事業団と連携を図りなが

ら、一般廃棄物最終処分場整備事業が円滑に進められるよう取り組んでまいります。 
 次に御坂町八千蔵、八代町高家地内のストックヤード計画の進捗状況についてであります。 
 本計画につきましては、昨年１２月定例会におきましてご承認をいただいております災害廃

棄物仮置場施設整備に関わる検討業務を実施し、本年５月に完成したところでございます。 
 笛吹市・甲府市・山梨市および甲州市の４市を対象に、災害廃棄物発生量を想定するととも

に建設候補地である八千蔵および高家地内において、最大限有効活用できる仮置場整備計画を

検討してまいりました。 
 現在、この整備計画をもとに４市で構成する八千蔵地域等対策協議会において、共同利用で

きる施設としての検討を重ねております。 
 今後は、４市での協議が整ったところで、議会ならびに地域の皆さまへご説明をさせていた

だきたいと考えております。 
 次に、バイオマスセンター建設事業の進捗状況についてでございます。 
 バイオマスセンター建設事業につきましては、これまでに生ごみ堆肥・汚泥肥料の性状分析、

堆肥化・肥料化の実証試験などを実施し、必要なデータの収集を行ってまいりました。またバ

イオマスの郷づくり事業として、一部地区の分別収集や生ごみ堆肥化や有用微生物活性液の製

造および無料配布を行い、有機質の施用による土づくりの啓蒙を図ってまいりました。 
 現在はバイオマスセンターの運営コストやリスク管理、民間事業者の選定方法などについて

検討し、事業の実施方針、事業者の募集要項等の公表に向けて準備を進めているところでござ

います。 
 また、施設用地につきましては施設建設位置の都市計画決定の手続きを行い、平成２７年度

の供用開始に向けて確保を図ってまいります。 
 今後は地元はもとより市民に向けた情報提供を行うとともに、関係機関の意見も聞きながら

安全・安心な施設建設に努めてまいります。 
 続きまして、笛吹市消防本部広域化の将来構想についてお答えをいたします。 
 議員ご指摘のとおり、県下１０消防本部による消防の広域化につきましては、５月３０日に

開催された第７回山梨県消防広域化推進協議会の席上、県下市町村長の協議の結果、本年１１月

に国の新たな消防の広域化に対する指針が示されるまでは凍結するものとし、１１月以降、協

議会の解散も含め、さまざまな角度から継続か否かを協議するものとなっております。 
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 また、協議会では消防救急デジタル無線の整備方法について検討の結果、各消防本部が単独

整備することで承認されるとともに消防指令センターにつきましても単独整備とすることが、

近隣消防本部間での共同運用を検討することもできるものとすることで承認されました。 
 これらのことを受け、東山梨消防本部との合併構想の経過と今後の将来像はについての質問

でありますが、山梨県消防広域化推進協議会での決定のとおり消防の広域化については凍結し

ておりますので、２つの消防本部を合併しようとする協議は一切行われておらず、多発する救

急事案に対処するための方策を模索する中で、消防指令センターの共同運用も検討する必要が

あるのではないかと考えておりました。 
 その背景といたしましては、救急事案については昨年、最多出動を記録したものの東山梨医

療圏や甲府医療圏に接している地理的有利さにより、病院到着時間においては県下でトップク

ラスの数値であるとともに、笛吹市医師会では平成２１年１０月より初期医療の医師が２次救

急病院に詰めるダブルドクター制度を県下でもいち早く導入し大きな成果を収めている一方で、

入院や手術が必要となる救急患者を受け入れる２次救急病院が、本市には３病院であるのに対

して、東山梨管内には５病院と本市以上に充実しているため、笛吹市民への今まで以上の初期

救急の充実を図る可能性を求めたものであります。 
 もろもろの課題につきまして、東山梨消防本部と現場レベルで協議を重ねてまいりましたが、

調整項目の多さに解決に至らず、消防指令センターは個々の消防本部ごとの単独整備と結論づ

けました。 
 今後につきましては、１１月以降の山梨県消防広域化推進協議会の協議を注視していくわけ

でありますが、笛吹市に一番適した知恵を出し合い、より一層の安全・安心の確保実現のため

に努めてまいりたいと考えております。 
 以上、答弁といたします。 
 なお、校内暴力、いじめ実態調査と教育委員会の将来構想のご質問につきましては、教育長

より答弁させていただきます。 
〇議長（小林始君） 

 続いて、教育長より答弁を求めます。 
 教育長、山田武人君。 

〇教育長（山田武人君） 
 堀内文藏議員の校内暴力、いじめ実態調査と笛吹教育の将来構想についてにお答えをいたし

ます。 
 ご承知のように、平成２３年１０月に起きた大津市の中学２年男子生徒のいじめによる自殺

が社会問題となりました。本市教育委員会におきましては学校に対し、７月６日付けで積極的

な生徒指導の徹底についての文書にて指導の徹底を促し、さらに定例校長会において、いじめ

根絶に向けた取り組みの徹底を指示したところでございます。 
 そして堀内議員のご質問のように、８月１日付けで文部科学省よりいじめの問題に関する実

態把握と緊急調査の通知があり、現在、学校および市教育委員会がとりまとめを行っていると

ころでございます。 
 この調査とは別になりますけども、市教育委員会にはふえふき教育相談室がございます。昨

年度の相談総数は２，６９７件あり、そのうちいじめ関連の相談は電話・来室・訪問の各相談

合わせて９件ございました。また、山梨県教育委員会が毎学期末に定期的に行っている調査結
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果ですと、本市内の学校がいじめと認知した件数は平成２３年度１年間で小学校２件、中学校

５件ですべてが解決済みという報告です。 
 教師に対する暴力については中学校５件、生徒同士の暴力は中学校８件でした。そして今年

度に入り、４月から７月までの間、学校がいじめと認知した件数は小学校で１件となっており

ます。この件につきましても、いじめと分かった段階で市教育委員会に報告があり、市教育委

員会の指導をふまえ、学校が当事者および保護者と話し合いを重ね対応してきており、解決に

至っております。 
 ところで学校現場においては、今回のいじめ問題がクローズアップされる以前から、いじめ

はどの子にもどの学校でも起こり得るものであること、決して許されるものではないことを共

通ベースにして、問題が深刻化する前に積極的な取り組みを行ってきております。 
 例えば市教育委員会の相談室にいじめ相談がありますと相談員と指導主事とが対応し、それ

を学校長に伝えると同時に指導いたします。学校では生徒指導主事を中心にして、定期的に情

報交換会を開いたり、授業時間をはじめ清掃活動や給食時間、さらには部活動等さまざまな活

動場面で子どもたちの人間関係に目を配り、もしその兆候が見えたときには学校と家庭とが連

絡をしっかり取り合い、迅速かつ的確にチームで対応するようにしています。 
 いずれにいたしましても、いじめは決して容認できるものではなく、人が人を傷つけること

になんの発展も見られません。笛吹教育の目指すところは知・徳・体の調和の取れた人間づく

りにあり、生きて働く力を身に付けた子どもや家族や人を愛し、自然や郷土を大切にする子ど

もの育成を目標に掲げています。 
 いじめ問題は問題が起きてからの対処療法的な取り組みばかりでなく、子ども一人ひとりが

自己肯定感を持ち、学校に行くのが楽しいと思えるような、いわゆる積極的な生徒指導こそ大

切なことだと考えております。 
 そのためには学校関係者ばかりではなく、地域や保護者をはじめ子どもたちを取り巻く大勢

の皆さんのご協力をいただきながら、笛吹教育の目指す人づくりを引き続き進めてまいりたい

と思います。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 再質問を行います。 
 堀内文藏君。 

〇１０番議員（堀内文藏君） 
 ご答弁ありがとうございました。再質問に入ります。 
 八千蔵・高家地区のストックヤード計画について、再質問を行います。 
 八千蔵・高家地域の災害廃棄物仮置き場ストックヤード計画は、４市への協議が整い次第と

の答え、この４市で構成する八千蔵地域等対策協議会が開かれる時期はいつごろなのか。また

協議される内容が十分調査できていて、それが十分４市に理解できる内容なのか、その点を伺

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） 

 堀内議員の再質問にお答えさせていただきます。 
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 開催の時期でございますが、１０月の初旬を予定しております。１０月初旬に八千蔵地域等

対策協議会、市長さんたちが集まる会議を予定しております。また、その内容でございますが

今、どこの市も議会を迎えておりますので、幹事会を８月２０日に実施いたしました。幹事会

において各市長さんに説明する内容について、しっかり確認をさせていただいております。ま

た協議会におきましては市民の方々、もちろん地域の方々に説明しますよということも確認さ

せていただきながら、公表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） 
 堀内文藏君。 

〇１０番議員（堀内文藏君） 
 先ほどからの説明で中身の公表はということでそれはいっておりますので、しっかりした内

容をもって４市で協議をしていただきたい。少しでも前向きにものが進むよう、よろしくお願

いいたします。 
 ただ、これは市長も言っております、また境川のごみ処理施設と同時進行ということが今ま

で約束されてきておりますけども、先ほどの市長の説明だと境川のほうは１０月、１１月には

用地買収が始まるということで、一歩も二歩も向こうのほうが進んでいるという状態でござい

ます。そういうことからすると非常に地元民もこの点について、今までの約束と若干違ってく

るんではないかなと、そういうことも思うと思いますけども、その点はどういうふうに説明し

ていくのか伺います。 
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） 

 八千蔵・高家地区のことでございますが、やはり土地収用法等を用いながら地域の方々に少

しでも有利な形で進めようということを考えておりますので、やはり境川と同じような形で進

めていきたいと思っております。ただ境川自体も進捗が遅れた中で、２年遅れで事業が始まっ

ております。されど先ほど市長の答弁の中にございましたように、もう用買が始まっているこ

とは私ども十分承知しておりますので、非常に大切な問題だと思っておりますので、でき得る

限り早く手を付け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） 
 堀内文藏君。 

〇１０番議員（堀内文藏君） 
 この件については、八千蔵・高家地域が境川に場所を変えたということ。これには県の指導、

最終処分場等も踏まえた中での、向こうへ移転されたということで、県にも相当の責任がある

と思うんですよね。ですから県とも十分話しながら、これから土地収用とかいろんな問題が出

てくると思いますし、諸問題を解決していくにはやはり県もしっかり入れた中で、設計は別に

しても、市とすれば県もちゃんとその責任を取れということで強く言っていくべきですが、そ

のへんはどうでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 風間経営政策部長。 
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〇経営政策部長（風間和仁君） 
 ４月、私が経営政策部長に就任した折ですか、関係機関を訪ねる中で県の森林環境部用地課、

そういったところを訪ねさせていただいております。そういう中で、これから４市で協議会を

する中で、ストックヤードということで進めさせていただく、事業内容についてはこういう内

容ですと。面積についてはこんな形です。造成についてはこんな形ですというものをお示しし

ながら対応していきたいと思っています。このことにつきましては、県に大きな責任があると

いうことは続けて申し上げ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） 
 堀内文藏君。 

〇１０番議員（堀内文藏君） 
 この事業が順調に進んでいけることがまず一番幸いと思いますけども、ただ地元の八千蔵地

域のほうから太陽光発電、ＮＴＴが発電施設をするのに広い面積を求めているということで、

八千蔵地域のほうへもちょっと問い合わせがあったそうですけども、もしストックヤードが十

分、進めないということになったら、もし、これは民間企業ですけども、この点、市は考えて

いるかどうか、ちょっと教えてください。 
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） 

 あくまでも前提が４市でということで進んでおります。しかし私ども担当におきまして、市

単独になってしまったらということは想定しておりません。また八千蔵の方々にもお会いする

中で、そういったお話も聞かせていただいております。 
 ただ、気になりますのはニュース等でやっておる中で県が土地を用意しながら借地でやって

いる事例がございます。ＮＴＴがそのまま出てきた場合に、ＮＴＴが買った場合につきまして

は税の収用法の措置というのはできませんので、そのへんで地域の方々と折り合いがつけばと

思います。だけど今現在は、やはり４市でストックヤードについてやっていこうということで

ございますので、それについてお示し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） 
 堀内文藏君。 

〇１０番議員（堀内文藏君） 
 国の特区制度ですね、太陽光発電や小水力発電を推進するため、総合特区制度を県が検討を

始めていると最近の新聞紙上に出ておりました。これは特定地域で規制を緩和し、予算や税制

面での優遇措置があり、もろもろの利点があり、この特区制度ができたら笛吹市もいち早く手

を挙げていただきたい。それで全体の荒廃地等も考慮した中で、この事業に進めていったらど

うかなと、そんなふうに思うんですけど市の考えを伺います。 
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） 

 議員のおっしゃることは、非常に大事だと思っております。特区というものは非常にありが
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たい制度でございますので、八千蔵も含めた中でそういったものが取り入れられるようでした

ら、前向きに取り入れていくことを考え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） 
 堀内文藏君。 

〇１０番議員（堀内文藏君） 
 では、そのへんはしっかりと前向きによろしくお願いいたします。 
 次に消防広域化将来構想、再質問をさせていただきます。 
 当初の計画ですと県下１０消防本部の統合も順次、進んでいくと思っておりましたが、地域

間の差が大きく暗礁に乗り上げてしまったと。今後は１１月、国の新たな消防広域化に対する

指令ができるまで凍結、また消防救急デジタル無線の整備も単独整備のほうが安く整備ができ

ると。それがまた、近隣消防本部間で共同運用できるというお答えでございます。 
 国は消防再編期限を５年間延長してまで、全国８０７の消防本部を２９８に統合すると。そ

の目的はなんなのか、現場の消防長いかがでしょうか。 
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） 

 堀内文藏議員の、消防の広域化はなぜ必要かの再質問にお答えいたします。 
 消防につきましては、３．１１東日本大震災で皆さんも福島原発を見ていただいたと思いま

すが、東京消防庁が福島原発にまいりまして原子炉を冷却作業いたしました。その作業ができ

るのはスケールメリットのある、全国で一番大きな東京消防庁の装備と人、そして能力という

ことになってきます。弱小消防本部では行けないということはないんですが、消防というもの

に対してはスケールメリットが非常に大きいということで、そのスケールメリットを使うため

に国で全国の消防本部の統合をやりなさいと消防組織法を改正して進めてまいりましたが、基

本的には消防というのは市町村の責任ということで各市町村長が全権を握っておりますので、

非常にその統合が難しくて現在、このように全国で消防の統合がなされていないという結果に

なっています。 
 以上であります。 

〇議長（小林始君） 
 堀内文藏君。 

〇１０番議員（堀内文藏君） 
 国では奨励しているけど、なかなか現場が進まないということですが、国が統合しようとす

るときには必ず市町村の合併と同じで財源、資金というものが当然かかってくると思うんです

けども、このへん国や県はどのように考えているのかお願いします。 
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） 

 堀内議員の再質問にお答えいたします。 
 国ではこの消防の広域化に対して、ある程度の補助金を考えておりますが、その補助金も非

常に不合理な補助金でありまして、無線の整備ひとつとったとしても最終的には単独で整備し
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た補助金の率のほうが、いくつかの消防本部で統合して無線を整備したものより安いというふ

うなものが出てきております。ですから非常に言っていることとやっていることが違ってきま

して、全国の消防本部が単独整備に走っているというふうな状況です。 
 基本的には、先ほどお話ししましたように市町村の責任でやるということで、県がその音頭

をとりなさいということを消防組織法でいっているんですが、県も国も音頭をとりなさいといっ

ていますけど、実際にはお金のほうを出さないということで、市町村の財政が厳しい中、広域

化が進んでいないというのが状況です。 
 以上であります。 

〇議長（小林始君） 
 堀内文藏君。 

〇１０番議員（堀内文藏君） 
 どうもありがとうございました。救急業務についてお伺いします。 
 救急業務は甲府地区、また東山地区の中間に笛吹市が位置し、地理的に有利な環境にあると。

しかし経費、調査項目が多すぎて話が進まないという話でございますけども、東山梨地区との

連携については道路の利便性、交通量、道路の渋滞時間、これらを考えると十分時間をかけて

でもこれから連携強化を図っていくべきではないかなと、そんなふうに思いますけども、いか

がでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 中込消防長。 
〇消防長（中込富美雄君） 

 堀内議員の再質問、時間をかけても東山梨消防本部と協議する必要があるのではないかとい

うことですが、先ほども市長の答弁の中にありましたが、消防の広域化については山梨県２７市

町村が凍結しておりますから、そのことはあり得ないことです。そして救急のために協議を進

めたんですが、指令台の統合をする場合にはデジタル無線を統合するということなんですが、

デジタルの無線を整備するのは、２８年５月までに整備をしなくてはいけないということに法

律でなっています。そしてそのために全国、８００からある消防本部が今、一斉にその申請を

していますので、この協議が長引けば２８年５月までに間に合わなくなる可能性もあるという

ことと、そしてもう１つは単に指令台を１つでやるということに対しては、新しく１つの組織

をつくっていかなければならないと。協議会方式という形で。そうすると、そこの責任者が誰

になるのか、指令室をどこにおくのかとか、そこに幾人、人員を派遣するのかと非常に多岐に

わたる検討項目があるものですから、簡略に説明はしてあったんですが、ちょっと間に合わな

いので今回については単独整備と。そして一度、単独整備しますとかなりのお金をかけて無線

を整備するものですから、やはりそれが一定期間、１０年ぐらいは今、整備したものを使わな

くてはならないですから、だから山梨県消防を１つにするということも、今、単独整備が決まっ

ていますから、いくら早くても１０年後にならないと単独整備はできないと思います。そうし

ないとこの財政の厳しいときに当市でも７億円近い金がかかるはずですから、それを１０年使

うところを３年、４年で廃棄して新たな消防本部をどこかに消防指令センターをつくるなんて

ことは許される問題ではありません。だから、この１０年間にまた１０消防本部で協議をして

１０年後に山梨県消防ができるかということになっていくというふうに考えられています。 
 以上であります。 
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〇議長（小林始君） 
 堀内文藏君。 

〇１０番議員（堀内文藏君） 
 いずれにしましても市民にとって災害の多い昨今、消防防災、また消防救急業務、これは市

民にとっては安心・安全な要であります。消防力の強化、救急業務のなお一層の充実を図りな

がら、ご活躍をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。 
 次の質問に入ります。 
 教育委員会の関係になりますけども、校内暴力、いじめ実態全国調査の再質問をさせていた

だきます。 
 大津市の中２男子自殺で遺族が警察に告訴し、警察問題に発展いたしました。子どもは事情

聴取を受け、学校と教育委員会は家宅捜索まで受ける事態が発生しました。笛吹市教育委員会

はこうした事態をどういうふうに受け止めるのか、その点を伺います。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、山田教育長。 
〇教育長（山田武人君） 

 実態が報道されたことを中心に私たちも見聞きしているわけですけども、なかなか私たちも

考えてもどういうことかなというふうな思いでおります。子どもが１人亡くなっているという

ことは本当に深刻に受け止めなければいけないし、なぜ半年間の期間があって出てきたのかな

ということも考えなければいけないというふうに思っております。 
 笛吹市の場合には、そういうことは絶対ないというふうに私も自負しておりますけども、そ

のつもりで頑張っていきたいと思っております。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 堀内文藏君。 

〇１０番議員（堀内文藏君） 
 こうした問題はやっぱり家庭教育、また学校教育、これらの連携が必ず必要だと思います。

ＰＴＡや、これは父兄も含めてこういう問題が起きたときに先生方との話し合い等がもたれて

いるのか。またこれからどういうような方向で、こういう問題を話し合っていくのか、その点

を伺いたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 山田教育長。 
〇教育長（山田武人君） 

 先ほどもお答えいたしましたように、対応については学校側から保護者にもお話しをする中

で関係する保護者の方と子どもたちの話し合いをする中で解決しております。そういう問題が

起こったときにはＰＴＡの学年会なり、またＰＴＡの総会、あるいは会長さん、副会長がいま

すから役員会なりにお話をして、やはりＰＴＡのお力も借りる中で解決をしていくというふう

なことが今、行われております。 
 以上でございます。 

〇議長（小林始君） 
 堀内文藏君。 
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〇１０番議員（堀内文藏君） 
 笛吹教育相談室、先ほどの説明の中で昨年は２，６９７件、そのうちいじめ関係は９件、主

にどのような内容なのか、ちょっとお聞かせください。 
〇議長（小林始君） 

 山田教育長。 
〇教育長（山田武人君） 

 相談の内容でよろしいですか。いじめの問題とか不登校の問題。それから特に学年末になり

ますと就学時相談というようなことがございます。それからここは、教育相談一般的なものを

取り上げておりますから、校長先生方の悩みを聞くような相談も行っておりますし、もちろん

もう１つは不登校の場合には、やはり学力的に遅れを取り戻すために不登校の子がそこへ来て

勉強をみてやるような、そんな活動も行っております。 
 以上でございます。 

〇議長（小林始君） 
 堀内文藏君。 

〇１０番議員（堀内文藏君） 
 先ほどの説明ですと市の調査と県の調査、これは同時に行われていると思うんですけども、

若干、件数が違うんですけど、このへんの見解はいかがでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 山田教育長。 
〇教育長（山田武人君） 

 県のほうは毎年毎年、学期ごとにいじめとか問題行動が起こるかどうか、１学期、２学期、

３学期、調査がきます。それを学校のほうで記入して、教育委員会を通じて県のほうへ届ける

というようになっています。今年度は１学期の末に１件、小学校でございます。それは解決済

みでございます。あとは一応、教育相談室へ来る場合には、いじめだということで親御さんが

相談に来ますけども、いわゆるそれは内々のうちに解決をしたというような、相談員と学校と

かで解決したということで、それが相談にのらないというような場合もございます。でも本年

度の場合１件、１学期ありましたけども、そのことの相談はまだ、その統計が出ていませんの

で、それが笛吹相談室の数としても出ています。申し上げたのは昨年の件ですので、本年度の

ものではありません。 
 以上でございます。 

〇議長（小林始君） 
 堀内文藏君。 

〇１０番議員（堀内文藏君） 
 本当は、この質問内容は今年の文科省への答申内容を聞きたいと。どのような答申でまたあっ

たのか、そのへんをちょっと聞きたかったんですけども、全然出てきていない。昨年の資料が

出てきたということですけども、そのへんはいかがでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 山田教育長。 
〇教育長（山田武人君） 

 文科省のほうで、この多くの事件を中心に緊急に、資料を提出するようにということがあり
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ます。これは緊急にいじめの問題に関する児童生徒の状況を把握したいということと、それか

らもう１つは教育委員会と学校がそれにどう対応しているかという、そのアンケートでござい

ます。今、特に子どもの状況を調べるということについては、まず子どもにアンケートをして、

そしてそのアンケートの内容というのは悪口を言われたことがあるかとか、意地悪されたこと

があるかとか、そういう具体的なアンケートをする中でそれが本当にいじめになっているのか

どうなのか、今も続いているのかどうなのか、解決しているのかどうなのかということを各学

校で精査をする中で、一応、これはいじめ、子どもはそういうふうに言ったけども、いじめで

はないなとか。学校がどう認知するか、認知した数を教育委員会へ届けてもらいますので、９月

１４日が締め切りになっております。市のほうの教育委員会の締め切りが９月１４日でござい

ます。それを県のほうへ届けますから、おいおい県のほうでその公表はされると思いますけど

も、それが出たところで、もしあれだったら笛吹市のほうでまた公開はしていきたいと思って

います。今、とりまとめ中ということで数のほうがあがっていないので、ちょっとお答えがで

きなかったから昨年度のものでお答えをさせていただきました。 
 以上でございます。 

〇議長（小林始君） 
 堀内文藏君。 

〇１０番議員（堀内文藏君） 
 ありがとうございました。ぜひそれが、調査内容が知らせられるようでしたら、また公表を

ひとつよろしくお願いいたします。 
 その次に最近、非常にいじめが陰湿になってきていると。特に自殺とかそういうものが起き

ている反面、その中の原因というものがいろいろ、中身はいろいろあると思うんですけども、

特に最近は携帯電話等が子どもたちも自由に持てるということで電話やメールでのいじめと、

そういうようなことも懸念されるんですけども、市とすればそのへんはどのような対応をして

いるのか伺います。 
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） 

 堀内議員の再質問でございますが、携帯の扱いだと思いますけども、携帯電話の扱いにつき

ましては、以前にも議員のほうからご指摘がございましたけども、原則、学校への持ち込みは

禁止となっております。ただし、学校へどうしても子どもさんが帰る際に家族との連絡が必要

だということにつきましては、保護者からの申請が必要となっています。保護者の申請に基づ

きまして校長の許可をいただきまして、そして担任の先生がいったん預かりまして、帰りの際

に返すというような状況になっております。ということになりますと、携帯電話につきまして

は校内での携帯電話の取り扱いはできないというような状況でございます。 
 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 堀内文藏君。 

〇１０番議員（堀内文藏君） 
 子どものいじめは今もありますけども、昔もありました。いつでもどこでも起きるのが子ど

もの世界でありまして、教育委員会等も非常に大変だと思います。教育委員会は生徒を守りな
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がら、また教師も守る、また学校も守るという大きな重大使命がございます。教育長を先頭に

しっかりとまた教育行政、励んでいただいて、これからの笛吹市の学校教育に期待して私の質

問を終わります。ありがとうございました。 
〇議長（小林始君） 

 以上で、新和会の代表質問を終わります。 
 続いて、市民派クラブの代表質問を行います。 
 野澤今朝幸君。 

〇３番議員（野澤今朝幸君） 
 市民派クラブの野澤今朝幸です。 
 議長の許可が出ましたので、通告に沿って市民派クラブを代表しまして、これから質問をい

たします。 
 荻野市長は、６月定例議会で来月実施される市長選への立候補を表明しました。そのような

関係で、これまでのこの代表質問においても各会派から荻野市長が市民にとって、これからの

３選目に対して支持すべきか、あるいは不支持にまわるべきか、そのような判断材料が今まで

の質問で散見されたかと思いますが、改めて市民派クラブとして、市民にとって直接民主主義

の行使という点から、最も肝心要である市長選の投票という行為に対して、その判断材料とな

る、そのような代表質問を提供したいというふうに思っています。そういう立場から判断材料

に最もふさわしいと思われる、以下２点に絞って質問をさせていただきます。 
 １つ目は前回の市長選において荻野市長が公約の中で、基本方針として示された市民自治の

充実、これが１点目です。２点目として行財政の健全化、これが２点目ですが、これがどのよ

うな形で実現されたか、この点について伺いたいと思います。この質問を通して、荻野市長が

みずからの政治の言葉をどれだけの重さを持って発している人間であるか。そしてその言葉に

どれだけの誠実さを持って取り組んでいるかという点が明らかになろうかと思います。 
 ２つ目の質問は市政の今後の４年間を見た場合、荻野市長は何が今回の市長選の争点、つま

り行政の重要課題であると考えているか。また市民が注目している多機能アリーナ建設問題に

ついて争点とする考えはあるかどうか、この点を質問したいと思います。 
 この２つ目の質問によって、荻野市長がこれからの市政に対してどのくらいの深い見識と、

そしてどのくらいの熱意を持ってあたられるか、この点が明らかになろうかというふうに考え

ます。 
 では荻野市長に、まず１つ目の質問から順次答弁をお願いしたいと思います。 

〇議長（小林始君） 
 当局の答弁を求めます。 
 市長、荻野正直君。 

〇市長（荻野正直君） 
 市民派クラブの、野澤今朝幸議員の代表質問にお答えをいたします。 
 はじめに前回の市長選の公約は果されたかについてでありますが、私は平成２０年の市長選

に際しまして、ローカルマニフェストの中で２つの基本方針を掲げさせていただきました。 
 １つは市民自治の充実であり、具体的方針としては市民への積極的な情報公開、まちづくり

への市民参画の推進、市民と協働のまちづくりであります。 
 どのような形で果されたかというご質問でありますが、はじめに市が抱える課題や取り組み
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などの情報をお知らせするとともに、まちづくりについて市民の皆さまとの意見交換、情報共

有によって協働のまちづくりを進めることを目的として、市民ミーティングを開催いたしてお

ります。 
 この４年間、多機能アリーナ建設事業についてなど１２のテーマについて３１回の市民ミー

ティングを開催したところ、３千人を超える方々にご参加いただいた中で、皆さまの貴重なご

意見をお聞きすることができました。 
 次に市民の皆さまから意見やアイデアをいただき、施策へと反映させるためのワークショッ

プについてでございますが、第１次笛吹市総合計画（ふえふき協奏曲第１番）後期基本計画、

笛吹市景観計画、笛吹市サイン計画等の各種計画の方針の策定や多機能アリーナの建設などに

ついてワークショップを開催し、そこでいただいたご意見やアイデアを反映させております。 
 また笛吹市子ども議会につきましては平成１７年度から開催しており、２３年度で７回目と

なりました。市内小中学校を代表する子どもたちにご参加いただき、笛吹市の将来を担う子ど

もたちの視点からの豊かな発想や提案をいただき、まちづくりの参考にさせていただいており

ます。 
 さらに各施策の現状を把握し、今後のまちづくりの方向性を判断するためのまちづくり基礎

調査も毎年実施し、各地域・各年代にまたがる市民の方々の市政に対する意識を把握すること

で今後の施策展開の参考とさせていただいております。 
 もう１つの基本方針といたしまして、行財政の健全化についてであります。 
 地方自治体は国の地域主権改革の進展によって、個性豊かで活力ある自治体経営が求められ

ております。公約で掲げた行財政の健全化は笛吹市が地域の特性を踏まえ、必要な施策を自主

的に決定し、真に地方自治を確立していくための方針であります。 
 どのような形で果したかといいますと、具体的方針の自律した職場経営の取り組みにつきま

しては選択と集中の考えに基づき、常にマネジメントサイクルを意識した上で優先度を定めた

効率的な事業の実施が確立されたものであります。 
 続いて自主性・自律性の高い行財政運営につきましては、歳入においては自主財源を的確に

見込み、安定的な財源確保に努めました。歳出におきましては、月次決算による予算の適正管

理および使い切り予算の廃止など、歳出の抑制に取り組みました。 
 これらの経営改善により合併後７年間で１０７億円の基金を積み立て、財政健全化指標にお

いてもすべての指標において健全化基準を大幅にクリアいたしております。まさしく財政の健

全化が図られたものと考えております。 
 続いて行政運営の透明化と成果実績につきましては、事業の必要性の有無および事業の透明

性の確保に日々努めたことから先日の日本経済新聞社、産業地域研究所の自治体評価調査にお

きまして、自治体透明度が全国８１０自治体のうち８９番目という高い評価をいただいたとこ

ろです。 
 このように、取り組みの効果が発揮されるまでには時間がかかります。行財政が直面する課

題は極めて多種多様でありますが、その都度、検証・分析を十分に行い、市民の負託に応える

よう諸課題に取り組んできた成果であると認識しております。 
 続きまして、今回の市長選の争点はなんだというご質問でございますけども、前回の市長選

において掲げさせていただきましたマニフェスト、その約束を果たすことを念頭にこの４年間、

全力で市政経営にあたってまいりました。 
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 その市政経営においては、当然ながらこれまでの取り組みを継続、維持するもの、またはさ

らなる進展や強化を図るべき施策もありますが、将来の笛吹市のあるべき姿、１０年後の将来

像の実現に向け、新たに取り組み始めた事業もございます。それらは道半ばであったり、緒に

就いたばかりのものも多くございます。特に選択と集中の考えに基づき、重点的に推し進めて

まいりました施策の中では、合併特例期間である今しかできないであろう社会基盤整備事業に

つきましては着実に完成まで導きたいと考えております。 
 私といたしましては、これまでの市政経営を発展させるとともに徹底した行財政改革による

健全な行財政基盤の構築および自主・自律の弾力性ある財政運営の実現により、この笛吹市を

将来像の実現に向けてなすべき施策を確実に遂行できる、十分な体力を持った自治体にしてい

きたいと考えております。したがいまして市の目指す将来像や、その実現に向けた取り組みに

ついて私の思いを訴えていきたいと考えております。 
 市民の皆さま方には、それらのことを総合的にご判断いただきたいと考えているところであ

り、かつ多くの市民の皆さまにご理解をいただけるものと信じております。 
 以上であります。 

〇議長（小林始君） 
 再質問を行います。 
 野澤今朝幸君。 

〇３番議員（野澤今朝幸君） 
 ちょっとアリーナ問題についてはふれていただけませんでしたけれど、最初のほうから再質

問させていただきます。 
 行財政の健全化ということで、すでにこの代表質問でも何回か繰り返し質問があり、答弁も

ありました。その特徴的なものは非常に現状、今の状態で健全化だというような答弁であった

かと思います。現状におきましても普通会計の財政分析指標である公債費の負担率、これが一

昨年は１４．７％、２３年度の昨年度の決算の結果、この間、発表がありましたけど１５．５％。

これは１５％以上は警戒区域領域に入るということですけれど、まず現状においても非常に厳

しい状況になりつつあるというふうに思いますけども、この点についての答弁をお願いします。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、成島財政課長。 
〇財政課長（成島敦志君） 

 公債費の負担率でありますけども、そのへんは借り入れをしていく中で公債費の負担増が上

がっている状況、議員さんのおっしゃるとおりでございます。ただ、その公債費の負担の中に

は今後、交付税措置されると、今使っている公債費の部分につきましては、償還はありますけ

ども交付税として措置される部分等がありますので、主に使っている起債関係は合併特例債が

中心でございますので、そのへんにつきましては、先ほどの健全化指標で実質公債費比率等で

健全なところを示しているという状況でございますので、そのへんで健全化というところで把

握しております。 
 以上でございます。 

〇議長（小林始君） 
 野澤今朝幸君。 
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〇３番議員（野澤今朝幸君） 
 今の交付税措置される、そういう借金だといいますけれど、夕張市を挙げるまでもなく、こ

の交付税措置というのは非常に危険であるということは認識すべきだと思います。つまり基準

財政需要額と基準財政収入額、収入額のほうは非常に政府の一存で決められるから、その差額

としての交付税というのは動きやすいということは十分、承知していただきたいと思います。

そういう点であまり楽観視、交付税措置があるからということで楽観視もしていないと思いま

すけども十分注意していただきたいと思います。 
 問題は現状の財政のいろんな指標が健全であるということよりも、再三出ていますけれど合

併の特例措置が２６年で終わり、２７年からいよいよ交付税が一本算定になり、先ほどから出

ていますように２４億円から２７億円くらいといわれていますけれど、それが３１年には完全

にその金額まで落ちていくと。そういう中で見ますと、先ほど基金が積まれたと言いますけれ

ど、市のほうで出している財政の推計を見ましても基金に関しては２３年、今が１４７億円で

すけれど、３１年には３７億円と。今の４分の１くらいに減ってしまうという現実ですね。も

う１つは今度、借金のほうですね、市債のほうは今、合併当時は２９５億円。これが２３年度

におきまして、昨年度の決算ですね。３７７億円まで膨れあがっています。１．３倍。そして

平成２６年はピークになりまして、４７７億円と、実に合併時の１．６倍になるということで、

平成３１年の非常に厳しいときにおいても、それが４１１億円で６０億円ばかり減りますけれ

ど、こういう現実を見た場合に本当に今の財政だけを見ていいのか。このへんについての見解

を、特に将来にわたっての見解に対して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、ただいまのご質問の中で使われている数字の部分、基金の残高、

３１年の数字が出ておりますけども、２２年の３月に策定させていただきました行財政改革大

綱の中で将来シミュレーションとして、財政推計を出させていただいております。ただ、その

後、その数字も非常にその後の決算、それから交付税、またもろもろな条件が変わってきてい

るところがございまして、その基金の残高も非常に決算としては増えてきた経過がございます。

またその後の金額等を、そのへんを今後、新たに総合計画の後期基本計画とか、いろいろな計

画も策定しなければならない部分もございますので、改めてその長期財政推計を出していこう

という状況の中ではございます。 
 ただ、金額的には非常に大きな数字が、計算的にも変わってきているというところがござい

ますので、この場で将来的に１０年後はどうなるのかとか、そのへんはまだ推計を出していな

いところでございますけども、大きく変わってきている部分がございますので、長期財政推計

を出して、まずそこから考えていきたいというふうに考えております。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 ここで、申し上げます。 
 本日の会議時間は、議事の都合によりあらかじめ延長いたします。 
 野澤今朝幸君。 
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〇３番議員（野澤今朝幸君） 
 今、財政課長のほうからこれからまた推計をするというお話ですけれど、前の推計で私も指

摘しましたけれど、扶助費あたりが２６年度から増えも減りもしないと。減るということは考

えないけども、そのままの数字を使って、こういう数字はやっぱり誤解を生んだり、こんなの

を入れて長期の推計をしているなんていうのは、やっぱり不誠実だろうという指摘もしました。

だから、そのへんもしっかり入れる中で議会と当局の、本当に客観的な議論ができるようにし

ていただきたいというふうに思います。 
 ちょっと前後になりまして申し訳ありませんけども、市民自治の充実ということについて、

先ほど市長のほうからかなり具体的な市民自治がどのようにこの４年間、行われてきたかとい

う説明がありました。そこで再度、お聞きしますけれど、市長は市民自治ということをどのよ

うに定義しているか。その点について、お伺いしたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 荻野市長。 
〇市長（荻野正直君） 

 市民自治というのは私は非常に奥が深いというふうに思っておりますし、そして今、国もま

た笛吹市もそのような方向で進んでいるわけでありますけども、いわゆる地方分権というふう

な言葉がございますけども、本当の自治というのは自分たちで自治基本法をつくり、そしてそ

れに基づいた自治体自治の運営ができればいいなと、かように思っております。この自治基本

法についても、もちろんつくり方等々がございますから、やはり自体に合った形での自治基本

法がつくれればいいなと、かように考えております。 
〇議長（小林始君） 

 野澤今朝幸君。 
〇３番議員（野澤今朝幸君） 

 地方自治について、自治基本法ということでの説明でしたけれど、これはそんなに難しい日

本語ではないかと思います。自治というのは自ら治めるということですから、そういう場面で

市民の意向をしっかり聞く。実は市長が市民自治の充実ということで、千載一遇のチャンスで

はなかったかと思うのが、住民投票のやはりあの条例が出たときに市長がしっかりそれを受け

止める。それが市民自治の充実であったと私は考えます。たしかにいくつかのミーティングと

かいろんな市民参加の仕方を模索しているのはこれは評価できますけれど、それはある意味で

は市政がレールを引いたその上での参加というようなことかと思います。まさに多機能アリー

ナに関しては、市民自らが将来を決めるという意味で非常に重要な、市民自治の充実というこ

とのチャンスであったとそのように私は考えますけれど、この点に関してどうでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 荻野市長。 
〇市長（荻野正直君） 

 今回の、多機能アリーナに対する住民投票条例の制定をしてくれというふうなご要望をいた

だいたことは、これはもちろんしっかりと認識いたしております。しかし私ども合併した自治

体にとりましては期限があるわけであります。その期限内に事業を進めるというような流れの

中で、どういう手段をもっていくか。もちろん市民のご意見もしっかりと承る中で、なおかつ、

いわゆる議会というものに対する市民の期待値、こういったものに対して十分に配慮しなけれ



 １０８ 

ばいけない。なおかつ最終決定機関でありますから、この議会を私は、いわゆる期間との状況

を総合的に判断する中で、いわゆるその結果を尊重させていただいたと、こういう状況であり

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） 

 これは常に常套句のように市長のほうから出てくる議会重視ということですけれど、地方自

治で国政と違うのは総理大臣は議員が選ぶ。しかし市長は市民自らが議員を通さずに直接選挙

で選んでいるということですから、もっと議会でなくて、市長はそういう点からも市民に直接、

問いかけるような方法で、やっぱり住民投票をすべきであろう。そして地方自治が国の、私が

仮名を振るまでもなく国政と違うのは、地方自治においては直接請求、つまりそういう形での

自治が保障されているということです。今回の住民投票条例に関しても、署名が有権者の５０分

の１でいいものが、その１０倍の５分の１、こんなに集まっていると。こういう中で本当に市

長が、前も出ました市民第一主義、あるいは今言っている市民自治の充実ということから考え

れば、やはりこれはそういう形ですべきではなかったかというふうに私は思います。 
 次に時間もあれですから、２番目のほうの今回の市長選の争点ですけれど、まずその前に先

ほど多機能アリーナについての明確な答弁がなかったようですので、市長にお願いしたいと思

います。 
〇議長（小林始君） 

 荻野市長。 
〇市長（荻野正直君） 

 多機能アリーナにつきましては、前回選挙のときにマニフェストの中に盛り込ませていただ

いて、そして選挙戦を戦ったはずであります。それも踏まえて、いわゆる住民投票条例ができ

たとこういう流れでありますから、私としてはやはり二元代表制の議会を尊重して、なおかつ、

もう１つ裏には合併特例期間という期限が切られている有利な起債ということ、こういうこと

も含まれているわけであります。そういう判断のもとに、いわゆる多機能アリーナについては

住民投票をせずに実行させていただいたと。これがマニフェストにも何も書かれていなくて、

いきなり飛び出した事項についてはいわゆる別の方法もあったかと思いますけども、この件に

関してはそのように私は信念を持ってやらせていただいております。 
 また今回の市長選について、それをどうするかということでございますけども、もう多機能

アリーナというのは例えば全体の中でいいますと、１つの目的を達成するための施設でありま

す。その目的をどう達成していくか、このことをしっかりと訴え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） 

 野澤今朝幸君。 
〇３番議員（野澤今朝幸君） 

 前回のマニフェストにも載っていて、先ほどの答弁を受けますと前回のマニフェストを受け

る、その延長での三選の出馬だというふうに答えていただいたと思います。ただ、これだけ多

機能アリーナということに対して市民が注目していると、私はそういう理解をしています。市

長はこれに命を賭けるというような発言までしたわけですから、これを明確に今回の市長選に
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打って出ない手はないんではないかと、逆に。そういうふうに思うわけなんですけれど、再度

その点についてお伺いします。 
〇議長（小林始君） 

 荻野市長。 
〇市長（荻野正直君） 

 今も申し上げましたとおり、そのことが今回の市長選の大きな争点の第一であるというふう

に私は思いません。これからの７万２千の市民がこの４年間にどういう行政ができるか、どう

いう政治ができるかとこういうことに期待しているわけでありますから、なおかついわゆるこ

の多機能アリーナについては、すでに一定の方向のご理解をいただきながら進めさせていただ

いておりますし、なおかつそのアリーナを使って、どういうこれから施策をしていくか。人づ

くり、健康づくり、交流づくりと、この３つの大きな柱をどう確立していくかということが私

は大きな課題だというふうに考えております。したがいまして多機能アリーナを造るとか、造

らないではなくて、何ができるのかということをしっかりとご理解をいただきたいと、かよう

に思っております。 
〇議長（小林始君） 

 野澤今朝幸君。 
〇３番議員（野澤今朝幸君） 

 本当に市民感情と市長の認識にずれがあるかと思います。市民はまだ造るか、造らないかと

いうところで今回の選挙戦も判断しようかと思っていると思います。もうレールを引いてしまっ

たら、あと戻りできない。そのレールから違うほうに方向転換できないというのが行政の本当

にうまくないところだと思います。これも最初はアンケート６割以上が反対だったと。市民ミー

ティングでは多くが反対だったと。そういうところで、やっぱり白紙に戻して考えるべきであ

ろうということですけれども、まったくそういう考え方はないというふうに認識させていただ

きました。 
 あと１つ、今後、争点とするのはこの大型事業によって将来が安定するのか、あるいは不安

になるのか、この点は非常に大きな争点だと思います。１つ聞きたいんですけれど、この大型

事業、今後考えている合併特例債の事業によって、維持管理費ですね。多機能アリーナだけは

８千万円とかいって、先ほどバイオマスの運搬が７，２００万円ですね。こういう話が出まし

たけれど、この巨大プロジェクトによって、維持管理あるいは余計にかかってくるのをどのく

らいに実は見積もっているのか。それはまるまる、財政を今度は苦しめる、その代わり捻出し

なくてはならない問題ですね。今、ないことですから。その合計をどのくらいに見積もってい

るかということを最後にお聞きしたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 荻野市長。 
〇市長（荻野正直君） 

 多機能アリーナ、あるいは今のバイオマス構想でありますけども、多機能アリーナについて

の維持経費については８千万円ぐらいかかるではないかと、こういうふうなことでありますけ

ども、実際に市の財政状況等々を分析する中でどこをどう削減するかということを今、第２次

の行財政改革の中で検討中であります。その中で答えを出していきたいなというふうに思いま

すし、バイオマスにつきましては、これは現在もごみの処理は行っているわけであります。ト
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ン当たり３万２千円もかけて行っております。最終的にいくらぐらいでできるかということは、

まだ明確にはならないわけでありますけども、推測では２割から３割ぐらいは間違いなく安く

なるんではないかと。なおかつ今までは焼却をしてＣＯ２

 その第一歩として、循環型社会の基本であるバイオマスセンターを造り、そして１カ所では

私は全部の計算をすると間に合わないと思います。１つを成功させ、小さく産んで大きく育て

るではありませんけども、１つを成功させてそしてそれを順次広げていきたいと、かように考

えているところであります。 

を出していたと。それが堆肥化する

ことによって、また土に戻っていく。この地域の農業の、いわゆる地元であります桃やブドウ

やそういった野菜等の肥料になるというようなこと。なおかつ、このバイオマスタウンについ

ては、私はまだまだ大きなこの地域には課題が課せられております。と申しますのは、前にも

その話をさせていただきましたけども、いわゆる地下水がすべて汚染をされ始めております。

特に平地においての地下水であります。これをどうするかということで、今、上水道をつくら

せていただいております。本来ならば、畑灌の水を使っての上水道、これだけ地下水の豊かな

ところでありますから、そんなに大きなものは一部の地域には水不足の地域がありましたから、

造らなければならない部分がありますけども、今ほど大きなものを造る必要がないんではない

かというふうな検討も、またご意見もありましたけども、実際には水がそういう状態になって

いる。これをいわゆる、将来に向かってわれわれはどうしていくかと、こういうことが大きな

私は課題だと思います。 

 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） 

 いずれにしても非常に財政的に厳しい状況は予想されるわけで、先ほど言った長期の財政の

見通しをしっかり立てる中で、客観的な議論ができるように努めていただきたいというふうに

思います。 
 合併特例債で社会資本を整備、今、やらなくては損だという考え方がありますけども、それ

に付随していろいろ維持管理も掛かってくるということで、市長がいつも言うように費用対効

果をしっかり見る中で進めていただきたいというふうに思います。 
 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。 
 （はい。の声） 
 以上で、市民派クラブの代表質問を終わります。 
 これをもちまして、代表質問を終わります。 
 本日の議事は、すべて終了いたしました。 
 明日６日は、午前１０時から再開いたします。 
 本日は、これにて散会いたします。 
 ご苦労様でございました。 

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

散会  午後 ５時０７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。 
 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。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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、６名から１０問の通告がありました。 
 質問は通告順に行います。 
 なお、関連質問については申し合わせのとおり同一会派のみ５分とし、通告者の質問がすべ

て終了したあととなりますので、ご承知願います。 
 それでは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。 
 まず最初に水痘、おたふくかぜなど任意の予防接種に対する公費助成を求める件について伺

います。 
 子どもの予防接種のうち予防接種法で定められているジフテリア、百日咳、ポリオ、麻疹、

風疹、日本脳炎、破傷風、痘瘡、結核などこれらは１類疾病として定期接種の対象疾病となっ

ておりまして、基本的に予防接種は市の負担で行っております。一方で感染力が強く大体１歳

から６歳ごろまでの間に９０％の子どもが罹患するといわれている水痘、おたふくかぜについ

ては予防接種は任意接種となっておりまして、その場合、自己負担で行っております。 
 感染し重症化すると水痘は合併症として熱性けいれんや肺炎、気管支炎、肝機能異常などを

起こします。また、おたふくかぜの合併症としてはおよそ１千人に１人の割合で難聴を発症し、

このことは大変、深刻であります。ほかにも無菌性髄膜炎や思春期以降の罹患では精巣炎や卵

巣炎の発症もあります。ワクチン接種が望ましいことではありますけども、自己負担であるた

めに経済的な理由からも未接種が多いのが現状ではないでしょうか。 
 しかし全国の自治体の例を見ますと、例えば県内では道志村が公費助成しているようであり

ますし、全国的には多くの自治体で公費助成しております。 
 予防接種は、疾病の感染蔓延防止と個人の重症化防止のために行うものであります。そうし
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た保健予防活動充実の視点、そして子育て支援充実の点からも市としても公費助成をすること

を求めたいと思います。 
 以下、質問します。 
 １つ目は水痘、おたふくかぜワクチン接種によるワクチン効果をどのように認識しているの

か伺います。 
 ２つ目として水痘、おたふくかぜの両ワクチンとも１歳からの接種が可能でありますけども、

公費助成している自治体の例では対象年齢さまざまであります。対象年齢を１歳から５歳まで

とすると、その経費はどのくらいになるのか伺います。 
 ３つ目として、ワクチン接種によって自然感染する例が少なくなるわけですけども、そのこ

とによって削減が見込まれる医療費はどのくらいと推計するのか、伺います。 
 ４つ目として、国立感染症研究所の報告によりますと、医療経済的な評価という試算があり

ますけども、このことを笛吹市で換算するとどのくらいの費用削減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、荻原保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（荻原明人君） 
 亀山和子議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに水痘、おたふくかぜのワクチン接種による効果について、どのように考えるかにつ

いてでありますが、水痘いわゆる水ぼうそうは５歳までに約８０％の子どもが、またおたふく

かぜは７歳までに約８０％以上が罹患するといわれております。一般的に健康な子どもは軽症

であることが多いのですが、自然感染しますと集団生活を１週間くらい休まなければならない

ため、働く保護者には負担がかかってまいります。このため水ぼうそう、おたふくかぜともに

集団生活を始める前に予防接種をすることが、重症化や負担の軽減のためにも効果的であると

考えております。 
 予防接種は感染症対策として最も基本的かつ効果的な対策の１つであり、市民の生命と健康

を守る重要な手段と考えております。特に子どもの予防接種につきましては、次代を担う子ど

もたちを感染症から守り、すこやかな成長を支える役割を果たすものと考えております。 
 任意の予防接種である７ワクチン、子宮頸ガン、ヒブ、小児用肺炎球菌、水ぼうそう、おた

ふくかぜ、成人用肺炎球菌、Ｂ型肝炎につきましては厚生科学審議会の予防接種部会から定期

接種化の提言が行われて、このうち国はすでに公費助成が行われています子宮頸ガン、ヒブ、

小児用肺炎球菌の３ワクチンの定期接種化を優先する方向性を示しております。 
 残る４ワクチンにつきましても定期接種化へ向けた検討が費用負担のあり方も含めまして、

なされておりますので、本市におきましても国や県の動向を注視していきたいと考えておりま

す。 
 次に公費助成した場合、必要な経費はどのくらいになるかでありますが、水ぼうそう、おた

ふくかぜの予防接種費用はそれぞれ６千円から１万円の範囲で、個人的に受けられております

ので、仮に公費負担とした場合、諸経費含めそれぞれ１万円で試算いたしますと子ども１人が

１回ずつの接種で、１万円掛ける平均出生人数６００人掛ける２種類のワクチンということに

なりますので１，２００万円程度となります。 
 次にワクチン接種によって削減が見込まれる医療費はどのくらいと考えるかでありますが、
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水ぼうそう、おたふくかぜの接種費用、それぞれ先ほど申し上げました６千円から１万円に対

しまして、水ぼうそう、おたふくかぜ等のウィルス性疾患で外来通院した場合には、医療費は

試算でおおむね１人当たり約１万５千円くらいかかります。個人負担につきましては、現状で

は子どもすこやか医療費助成による窓口無料化対応で負担は発生しておりません。 
 厚生労働省のワクチンの医療経済性の評価という報告の中でも、おたふくかぜなどのワクチ

ンは費用対効果に優れているという結果が報告されております。ワクチンを受けた方が多いほ

ど、その罹患率、かかる率は減少するものと推測されます。したがいまして、当該予防接種に

よります罹患する人数の減った分につきましては、医療費は削減されることになると考えてお

ります。 
 次に医療経済的な評価として、どのくらいの費用削減になるかとのご質問でありますが、評

価の対象を直接医療費や予防接種に関する費用のみに限定いたしますと、罹患に伴う医療費の

方が予防接種に関する費用よりも安価である場合もありますが、他方で直接、医療費や予防接

種に関する費用に加えまして、家族の罹患時に看護するために日常生活を中断することによっ

て生じる負担、また死亡あるいは重篤な後遺症による損失といったことなどを加えて評価する

という、社会的視点では予防接種による費用のほうが安価であるといわれております。したが

いまして、笛吹市におきましても同様の結果になるというふうに考えております。 
 今後、ワクチンの費用対効果や医療費削減効果などから、予防接種のあり方につきまして総

合的に研究・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） 
 再質問を行います。 
 亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 答弁の中で国の動向、県の動向を注視する、見守っていきたいということでありました。国

の動向についてですけども、その定期接種をするためには予防接種法改正案が国会を通らなく

てはなりません。今の国の動向についてですけども、国会が９月８日に会期末を迎えます。し

かし今の国会には、この予防接種法改正案は出されていないというふうに受け止めております。

となれば２５年度実施というのはほとんど不可能ということになりますけども、それでもどこ

までも国の動向を見守るという見解でしょうか。 
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） 

 亀山和子議員の再質問にお答えいたします。 
 現段階では総合的に検討・研究をしていきたいということで、国・県の動向を見ながら進め

ていきたいというふうに考えております。 
 以上、答弁と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） 
 分かりました。たしかに定期接種化に向けた、その審議会の国の動向はあります。しかし、
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その中でも今年の４月から助成している自治体もあるわけです。そうした自治体といいますの

は、国の動向もさることながら、何よりもまず市民の命と健康を守るという視点が貫かれてい

る自治体ではないかと考えます。病気は待ってはくれません。笛吹市がそうした助成をしてい

る自治体のような、そうした視点を持つことができないのはなぜなのか。笛吹市とそうした自

治体の違いはなんなのかというふうに考えるでしょうか。 
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） 

 亀山和子議員の再質問にお答えをいたします。 
 笛吹市が他の自治体とそのような視点を持つことが、同じような視点を持つことができない

のか、あるいは先行している自治体との違いは何かというふうなご質問かと思います。 
 予防接種につきましては遡りますと痘瘡、いわゆる天然痘の根絶、またポリオの流行の制圧

など多くの疾病の流行防止に成果を挙げてきました。そういった歴史がありますけども、感染

症による患者の発生、また死亡者の大幅な減少をもたらす、感染症対策に大きな役割を持って

いると、先ほどの答弁で申し上げたとおりですけども、一方で健康な子どもたちにワクチンを

接種することにつきましては、極めてまれに重篤な健康被害が発生することも事実であります。

笛吹市ではこれまで予防接種法に基づき病気自体の重症度、また社会的な影響、それからワク

チンの有効性、あるいは安全性、そういったことを考慮した中で予防接種法に基づいた中で、

定期の予防接種を実施してまいりました。平成２２年度からは子宮頸ガン、またヒブ、小児用

肺炎球菌の任意予防接種であります３ワクチンを、公費助成を実施してきたところであります。

水ぼうそう、おたふくかぜ等の任意の予防接種について、先行してこの４月から公費助成を行っ

ている自治体もあるわけですけども、公費助成の導入に国の動向を見ながらということで若干、

遅い早いという若干の差が出てまいりますけども、考え方自体は大きく変わるものではないと

いうことで、ご理解をいただきたいと思います。 
 先行自治体のように公費助成をしたいというのは、やまやまであります。そういった心情的

なものはありますけども、安心してすこやかに暮らせるまちづくりの施策の実現といった市政

の大きな柱に向けまして、年次計画の中で事業推進も行っておりますので、ぜひご理解をいた

だきますよう、お願いしたいと思います。 
 今後も任意の予防接種の公費助成につきましては、費用負担の問題も含め総合的に検討を進

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） 
 亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 そこで伺いますけども、今、答弁のあったとおり水痘とおたふくかぜ、ワクチン任意接種で

す。その任意接種でありますけども、市内の１歳から５歳までの子どものうち何割ぐらいの子

どもがこのワクチン接種を受けているのか、分かりましたら答弁してほしいと思います。今、

答弁がありましたように、安心してすこやかに暮らせるまちづくりということで、市では健康

増進計画もつくって市民一人ひとりの健康づくりに取り組んでいることですので、こういうこ

とも把握しているものと思いますけども、いかがでしょうか。 
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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） 
 亀山和子議員の再質問にお答えいたします。 
 任意の予防接種を受けられている子どもたちが年間にどのくらいの数がいるか、把握してい

るかということですけども、これは任意の予防接種ですので、いろいろチャレンジして調査を

試みましたけども、なかなか実数の把握は現段階では困難であります。 
 それからおたふくかぜ、あるいは水ぼうそうに１年間でかかる子どもの数につきましても保

育所、あるいは小学校へ行っていてかかる場合もありますし、あるいは乳幼児の検診、１歳６カ

月、あるいは３歳児検診等で把握できる部分もありますけども、それをトータルしてどれほど

実数に近いかというところが、まだちょっと確実でない部分もありますので、そのへんの数に

つきましては今後の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） 
 亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 分かりました。困難性のことについては、理解できます。 
 それでは、定期予防接種の接種率はどのくらいになっているでしょうか。成果報告書では人

数は書いてありますけども、接種率を伺います。これは個々のではなくて、トータルの接種率

でお答えください。 
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。 
 全体の定期予防接種の接種率ということですけども、今、資料のほうを持ち合わせておりま

せんのでお答えすることができませんけども、よろしくお願いしたいと思います。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 分かりました。水痘、おたふくかぜのワクチンの接種率というのは全国的な例を見ますと、

大体２割から３割というふうに推計されているそうであります。笛吹市でもそれほど誤差はな

いんだろうというふうに思っていますけども、しかし定期予防接種の接種率というのは、成果

報告書では人数しか書いておりませんが、大体８５％から９５％ぐらいの接種率ではないでしょ

うかというふうに考えております。 
 そうすると定期接種と任意接種の接種率というのはかなり差があるわけですけども、これほ

どの差が生じるということは、どんなことが原因として考えられると思いますか。 
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） 
 再質問にお答えいたします。 
 任意接種と定期接種の差ですけども、やはり自己負担という費用負担の部分、それから周知、

ＰＲ、また保護者の皆さま方の理解を深めていただくようなことも起因しているのではないか

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） 
 亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 今、答弁があったとおり任意接種の場合に進んでいないのは、やはり自己負担が生じるとい

うことが大きな原因になるかと思います。しかし、先ほど答弁にありましたように水痘やおた

ふくかぜともワクチン接種することによって、ワクチン効果は十分にあるというふうな答弁で

した。そうすると経済的な理由から接種できないということになりますと、そこへの支援もやっ

ぱり必要なんではないかなというふうに思っています。 
 自然感染した場合、先ほど答弁があったように医療費を大体１万５千円ぐらいかかるという

ことです。もし重症化して入院したりすると、大体２１万円から２３万円、医療費がかかると

いうふうに推計されております。今、笛吹市では小学校６年生まで医療費窓口無料になってお

りますので、ワクチン接種に助成したほうが市が負担する医療費削減に、大きな削減につなが

るんではないかなというふうに考えております。この費用対効果は十分、望めるということに

なりますけども、この視点からの助成はどういうふうに考えているんでしょうか。 
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） 

 再質問にお答えいたします。 
 水ぼうそう、またおたふくかぜの予防接種を公費助成を行うことによりまして、医療費が削

減効果があると、先ほどお答えしたとおりですけども、そういった中で外来通院なんかの医療

費で、国保、あるいはそれぞれ健康保険組合等から、医療保険から７割が出される。それから

子どもすこやか医療費助成事業、こちらのほうから本人負担であります３割、費用が支出され

ますので、公費助成による予防接種を促進することで、医療保険また市の一般会計の負担とな

ります子どもすこやか医療費などの削減効果、費用対効果は当然出てくる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） 
 亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 ワクチン接種することによって、十分費用対効果が認められるという答弁でありました。も

う１つの視点からお伺いしますが、費用対効果もさることながらですけども、公費助成で自然

感染を避けることによって重症化することのリスクを回避することができるというのは、やは

り市民の健康づくりにとって、とても大事なことだというふうに考えています。特に小児科の

先生とお話ししたところでは、複数の小児科の先生とお話しする機会がありましたけども、そ
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の小児科の先生が一番心配していることとして、おたふくかぜの合併症であります難聴があり

ます。特におたふくかぜというのは、感染しても３分の１ぐらいは症状が出ない不顕性感染と

いうことであります。しかし症状が出なくても難聴のリスクは同じだということで、そうした

ことが一番心配だと小児科の先生の言葉でありました。そうしたリスクを回避するという点か

らも、やはり公費助成については大変大事かと思うんですけども、この視点からの答弁をお願

いします。 
〇議長（小林始君） 

 荻原保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（荻原明人君） 

 再質問にお答えいたします。 
 水ぼうそう、あるいはおたふくかぜ、そういったものにかかることによりましていろいろ疾

病への影響、そういったことが、確率的にはある程度、低いかもしれませんけども、重篤な状

況になる、そういったリスクもございます。当然ワクチンの効果、経済的な効果ということも

踏まえながら検討していくわけですけども、市民の皆さまの健康づくり、また子どもたちの成

長を支援する、いろいろな事業、施策を幅広く市のほうでも展開をしておりますので、この件

につきまして少し先行している自治体とは違いますけども、総合的に市民の皆さまが健康づく

りに取り組んでいて、そういった年次計画の中で行っておりますので、ご理解をいただきなが

ら、またこういった課題を今後の検討材料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） 
 亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 私が質問したのはこの難聴という、おたふくかぜの合併症であります難聴というリスク、こ

のことを大変、小児科の先生が心配しておりました。このことを回避するための予防接種の公

費助成についての見解を求めたところです。なのにいろいろと施策をやっているのでというふ

うなことは、ちょっと答弁にはあたらないかなというふうに思いますので、もう１回その視点

からの答弁をお願いします。 
〇議長（小林始君） 

 荻原保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（荻原明人君） 

 再質問にお答えいたします。 
 おたふくかぜから生ずる難聴というリスク、専門の先生の見解でありますので、私たちがそ

れについてどうこう申し上げることではございませんけども、そういったものを回避するため

にもやはり予防接種が最も有効である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） 
 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。 
 先ほどの答弁にありましたように、予防接種法で定められていないとワクチン接種によるい
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ろんな健康被害に対する補償の問題が出てきますけども、そういうこともどのくらいの率でそ

ういうことが出るのか、ちょっと私も把握しておりませんが、そういうことのリスクも避けな

がら、ぜひやっぱり費用対効果もある、それからリスクを回避することもできるという視点に

立てば、ぜひ前向きでこのことは検討していただきたいというふうに思います。 
 では２問目に移ります。 
 介護保険の報酬改定による現状と課題について、伺います。 
 今年の４月の介護保険法の改正と改定介護報酬の実施から５カ月が経過しました。今回の一

連の制度の見直しといいますのは、生活援助の時間短縮をはじめとする新たな利用制限や期間

的サービスの基本方針の大幅な引き下げ、タン吸引など介護職員による医療行為容認など利用

者にとっても事業者や、そこで働く職員にとっても重大な影響を及ぼすものとなりました。 
 特に深刻なのが訪問介護での生活援助の時間短縮であります。私が見聞きした例だけでも、

例えば１時間の援助が４５分になったことで、今までは買い物、そうじ、調理もしてもらって

いたが、調理の時間が削られてコンビニ弁当で我慢しているとか、毎週１回のごみ出しの日が

月に１回分、削られたとか、時間短縮による影響ははかり知れないものがあるというふうに考

えております。 
 このように時間短縮によって、これまで利用できたサービスが利用できなくなったりとか、

これまでと同じ援助を受けようとすると利用料が上がったりとか、自費になったりとか困難が

広がっているのが現状ではないでしょうか。その一方で、笛吹市ではこの４月から介護保険料

が上がるなど高齢者にとっては二重、三重の困難になっております。 
 以上、以下質問します。 
 １つ目として、介護保険による介護認定を受けて生活援助のサービスを受けている人、大勢

いらっしゃいます。そのほとんどの人は今度の改定によって時間短縮を受けたことと思います。

その時間短縮によって、どのような生活上の困難が生じているのか。これまで受けられていた

サービス減少の状況とか、そして利用料の負担増はどの程度、生じているのか把握している分

について伺います。 
 ２つ目として、訪問介護と通所介護など多くの事業所が実施している基幹的サービスの基本

報酬が大幅に引き下げられました。そのことによって、多くの事業所で数％にのぼる収益減が

予測され、事業所の存続に関わる深刻な影響も示されております。市内の訪問介護、通所介護

の事業所では今度の改定でどのような影響を受けているのか、伺います。 
 ３つ目として、今回の時間短縮に対しては多くの国民から批判が出されました。その批判に

対して厚生労働省は利用者の意向等を踏まえずに、新たな時間区分に適用させることを強いる

ものであってはならないというような通知を都道府県に出しております。笛吹市では、この通

知がどのように生かされているのか、伺います。 
〇議長（小林始君） 

 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、荻原保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（荻原明人君） 
 亀山和子議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに時間短縮による利用者の困難、またサービス減、負担増などの実態把握についての

ご質問でありますが、今回の改正の中で特に利用者に直接関わる訪問介護サービス、いわゆる
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ホームヘルプサービスの生活援助型の時間区分の見直しが行われました。サービスの提供時間

が６０分区切りから４５分区切りに時間区分が短縮となりました。 
 時間区分が見直されたことによりまして、ケアプランに位置付けられました業務内容が時間

内で終了できるかどうか。また４５分を超過したサービスについての利用料の負担増、そういっ

たことについてのご質問と理解しているところでございます。 
 これらにつきまして、実際の利用者への実態把握につきましては、笛吹市介護保険事業者連

絡会からの書面での利用者の状況報告とともに、介護認定更新の際の訪問調査におきまして市

独自の調査時チェックシートを利用し、利用者のサービス利用状況、また満足度や調査者の所

見などにより現状把握に努めております。 
 なお一例といたしまして、生活援助型の訪問介護サービスの中で買い物をお願いしているが

近所に店がないために利用時間が短く感じるとの声がありましたが、今回の改正による生活援

助の時間短縮に関しての直接的な苦情等は、まだ報告はされておりません。 
 次に訪問介護事業所の影響はどうかについてでありますが、市では笛吹市介護保険事業者連

絡会を介護保険サービス提供の適正化と情報交換などを目的に年５回、開催しております。７月

に行われました笛吹市介護保険事業者連絡会におきまして、今回の改正によります利用者から

の不満や苦情を含め、具体的な事例があれば介護保険課へ報告を各事業者にお願いしたところ

であります。現在、報告等はございませんが、今後も事業者連絡会を通じて事業所等の状況把

握に努めてまいりたいと思います。 
 次に厚労省からの通知が生かされているかについてでありますが、平成２４年３月１６日付

け、厚生労働省老健局発の事務連絡、平成２４年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ、これが厚生

労働省からの通知でありますけども、それによりますと利用者個々の状況に応じた介護専門員

とサービス提供責任者による適切な対応により、利用者のニーズに応じた必要な量のサービス

を提供されるべきであることは、従前のとおりであるというふうにされております。 
 今回の訪問介護の生活援助型の改定につきまして、時間区分が変更されたことに厚生労働省

からの通知が生かされているかということですが、今回の見直しではこれまで提供されてきま

したサービスを、利用者の意向等を踏まえずに新たな時間区分に適合させることを強いること

のないよう、また時間区分が見直されましたが、これは必要なサービス量の上限等を示したわ

けではなく、従前からの６０分程度のサービスの利用についても、見直し後も継続して提供す

ることは可能となっているものであります。 
 こうしたことから利用者の意向を踏まえない、一律的な利用時間の制限でサービスを提供し、

時間外分として利用者に自己負担を求めることのないよう、事業者連絡会を通じ制度の周知を

行っております。 
 また、現在まで時間短縮による利用者からの相談はございませんが、今後は相談等があった

場合には適切な対応を行ってまいります。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 再質問を行います。 
 亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 介護保険といいますのは、利用者と事業所の契約でサービス料が成り立っておりますので、
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市がどのようにその中に介在するかということはとても難しいことではありますけども、ぜひ

とも今度の改定によるいろんな困難については、把握していただきたいと思います。 
 ２番目の訪問介護事業者への影響のことについてでありますけども、現在のところ苦情など

の報告がされていないということでありました。しかし、苦情やいろんな問題が市に寄せられ

ていないこと、イコール今回の改定が事業所にはなんの影響もないということではないと考え

ております。実際、聞き取りでそういうことがありました。この影響について、どのようなこ

とが想定されるというふうに考えておりますか。 
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） 

 亀山和子議員の再質問にお答えいたします。 
 現段階では苦情等はきておりませんけども、議員おっしゃるとおり、これは特に影響が出て

いないということではないと私たちもそういうふうに思っております。 
 事業所への影響についてでありますけども、一般的には時間区分の見直しはホームヘルパー

さんの働き方といいますか、仕事の進め方、また事業所の労務管理といったことにも影響が生

じてくるというふうに思います。 
 それから事業者には、利用者に対して必要なサービスの内容は維持していくことが不可欠で

あります。一方では事業者の経営の安定ということも必要になってきますので、その双方を両

立させようということを考えていかなければならないということで、そういった検討が必要に

なってくる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） 
 亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 市内には小規模のデイサービスの事業所、訪問介護の事業所、いろんな規模の事業所がある

かと思います。特にやっぱり影響を受けるのは、小規模ほどいろんな影響を受けるというふう

にいわれております。ぜひとも市内にある訪問介護の事業所、通所介護の事業所について実態

把握に努めていただきたいと思うんですけども、そのような考えがあるか伺います。 
〇議長（小林始君） 

 荻原保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（荻原明人君） 

 再質問にお答えいたします。 
 市内にございます訪問介護の事業所、また通所介護の事業所について実態把握、あるいは状

況把握をする考えはというご質問であります。 
 訪問介護の事業所は市内で９カ所、９事業所ございます。それから通所介護の事業所、いわ

ゆるデイサービスの事業所が２６事業所ございます。現在、事業者連絡会の全体会および部会

がございますけども、それには高齢福祉課の職員、また介護保険課の担当職員が出席いたしま

して会の運営に携わっておりますが、特に部会では事業者の方々からのその時の状況に沿った

課題、また動向等の情報交換が行われております。今後もその動向に注視しながら状況把握に

努めてまいりたいと思います。 
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 なお、今回の介護報酬の改定についてでありますけども、基本報酬あるいは時間区分、それ

から介護報酬の単価、また新たなサービスの創設をするとか、多岐にわたっての改正でありま

す。介護保険制度は国の制度でありますことから、原則的には国の責任におきまして調査をす

べきものというふうに考えておりますけども、市といたしましても状況の把握には努めてまい

りたいと考えております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 先ほど訪問介護の事業所が９カ所、通所介護事業所が２６事業所あるということでありまし

た。特にデイサービスを行っている事業所の話を伺いましたけども、今度は１日のデイサービ

スの時間が長くなりましたよね。１時間か２時間。長くなったと思います。その長くなって、

かなり単価が下がったということでありました。それだけでもかなり事業所の収益としてはか

なり下がるというふうに考えております。やはり事業所もきちっと立ち行かなくなったら利用

者が困るし、市も困るわけですから、その点の営業状況というか収益状況というか、そのへん

についてもぜひ調査していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 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。 
 介護保険事業者連絡会の全体会、また部会等を通じまして、そのへんの状況につきましても

しっかり情報交換等を行いまして、把握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。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 終わります。 

〇議長（小林始君） 
 以上で、亀山和子君の一般質問を終了いたします。 
 関連質問を許します。 
 （ 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す。 
 政府の８月の月例経済報告で、景気基調判断を１０カ月ぶりに下方修正、地域経済も深刻な

デフレ、電気料金アップや消費増税不安からくる消費力の低下により各業種において多くは売

り上げ前年対比マイナスとの悲痛な声を近年よく耳にします。 
 加えて本来、国政で対処すべき外交、防衛、経済政策、社会保障の無策、地方交付税延期措

置以降、すべての道が政局に向かっており、猛暑に加え不快指数は計測不能という状況であり

ます。 
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 そこで質問に入りますが、バブル崩壊後の空白の２０年、地域経済や地場産業の活性化も大

企業と違い、浮揚の糸口がなかなか見い出せません。国の終着点のない経済政策を待つよりも

地方自治体で可能なことはいくつもあり、その大きなキーワードの１つが地産地消ではないで

しょうか。通常、地産地消では地元で生産されたものを地元で消費するという意味でいわれて

おりますが、国の基本計画では地元で消費するだけではなく、その活動を通じて農業者と消費

者を結びつける取り組みであり、地域農業と関連産業、具体的には直売所、量販店での地場農

産物販売、学校給食、観光関係、外食、加工産物等で活性化を図ると位置づけております。 
 さらに地場農産物の拡大が地元農業の応援、高齢者や後継者、新規参入者の営農意欲の高ま

り、農地の荒廃や人づくりをすることにもなるのではないでしょうか。さらに教育や文化の面

も含んだ各地域で官民を挙げた、創意工夫を生かした多種多様な展開と地域性を打ち出した効

果的な推進方策の有無が今後の笛吹市の将来を決定する大きな要因の１つであると考えます。 
 加えて広い意味で当てはめまして、デフレ下での地方経済の低迷の今だからこそ地場生産物、

地場商店、地場企業の活用が会社の収益向上、適正利潤の確保、雇用の確保、ひいては企業や

事業主が黒字を出すことが、自主財源である市の各種税収のアップにつながるのではないでしょ

うか。 
 そこで本市における需用費、特に消耗品費、学校給食費における材料費、各支所における消

耗品、また大きなイベントである夏祭り運営費において、市内業者の占める割合はどのくらい

でしょうか、お伺いいたします。 
 さらに本市において地産地消に対してどのような取り組みがなされ、今後どのような施策展

開をしていくつもりか、お聞かせください。 
 また皆さまの関心も大きい大型建設プロジェクトに対して、地域への経済波及効果の一面か

らどのように地産地消につなげていくのか、お聞かせください。 
 以上です。 

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） 
 大久保俊雄議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに現状での地産地消の具体的取り組みと今後の積極的な推進策についてから、お答え

いたします。 
 輸入農産物に対する食の不安が叫ばれ、国産農産物の需要が高まる中、地域で採れた農産物

を地域で消費する地産地消は味や鮮度のよさ、産地が近い安心感、流通コストが上乗せされて

いない値ごろ感などにより多くの消費者から支持を受けるようになり、近年は地域経済や産業

の活性化の点でも注目をされているところであります。 
 本市においては、平成２２年３月に笛吹市地産地消推進計画を策定し、生産振興、学校給食、

観光事業、食と花の魅力発信、市民への普及と啓発の４つの観点から取り組みを進めておりま

す。 
 生産振興では芦川町農産物直売所の開設をはじめ、市内４カ所の農産物直売所の整備を行い、

要となる地元農産物の販売手段を確保し、地産地消を推進しております。 
 学校給食では学校給食法が改正され、給食の目的が栄養改善から食育となり、伝統食文化の
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理解、地元産物の活用促進などが定められたことから、地元産野菜などのさらなる利用拡大を

進めてまいります。 
 観光事業では、旅館やホテル等において地元産食材を活用することにより付加価値や差別化

が図れることから、今後も地元の農作物の使用を増やす取り組みを推奨してまいります。 
 食と花の魅力発信、市民への普及と啓発では笛吹市の農作物を使用した地産地消料理コンテ

スト等を開催し、市民への普及・啓発活動を行いましたが、平成２３年度応募作品数は１６７作

品、そのうち優秀６作品はレシピ集を作成するとともに広報にも掲載を行ったところでありま

す。今後におきましてもＪＡ、ならびに関係機関と協動した取り組みを継続してまいります。 
 次に需用費、学校給食費、支所における消耗品費、夏祭り運営費において市内業者の占める

割合はについてでありますが、平成２３年度笛吹市一般会計決算において、需用費のうち消耗

品費は２億９，２００万円で市内業者の占める割合は６０．２％、１億７，６００万円となっ

ております。市外業者からの物品購入は書籍、追録、新聞、パソコン・印刷機等の部品など市

内業者の取り扱っていないものを購入しております。 
 平成２３年度６支所の消耗品費は９１１万円でありまして、市内業者の占める割合は９５．

３％、８６８万円でありました。また平成２３年度夏祭りの石和温泉花火大会、一宮大文字焼

きの運営費につきましては６，６３０万円で、市内業者の占める割合は９１．５％、６，０７０万

円でありました。 
 予算執行の決裁を受ける際、市内業者が取り扱っている物品の購入については、市内業者の

見積もりを徴収し、地域経済の活性化につながるよう発注担当者の指導を行っているところで

ございます。 
 次に学校給食費の材料費の市内業者の占める割合は月によって変動しますが、平成２３年度

の御坂、一宮、八代の各給食センターにおきましては、平均して３割から４割程度となってお

ります。ほかの調理場や自校方式の学校もほぼ同様の割合になっております。食材のうち生鮮

野菜はほぼＪＡふえふき、または市内業者から購入しており、豆腐、製麺はすべて市内の製造

業者から購入しております。精肉は若干、市外業者から購入する場合がありますが、９割以上

は市内業者から購入しているところでございます。 
 市外からの購入のうち約半分は山梨県学校給食会からであり、牛乳、パンなどの基本物資と

給食専用の着色されていないマカロニやゆばなど県内産食材、カップなどの一般物資、調理資

材を購入しております。 
 給食会以外の市外業者からは加工品や冷凍食材、大量の魚介類、業務用調味料などを購入し

ております。また、米は給食会・ＪＡふえふき等からすべて県産米を購入しております。大量

の物資の早朝納品、限られた食材費での大量仕入れ、安価で安心な物資の購入が可能である場

合に市外業者より購入しております。地産地消の観点から笛吹市生産のホウレンソウやコンニャ

ク、桃のシロップ漬けやブドウの加工品などの食材を取り入れております。 
 しかし地域的に果樹生産地域で野菜類が少ないため、大量消費の給食には使えない面もあり

ますが、可能な限り地元の業者にお願いして地域の物を仕入れていただいております。 
 なお、大塚ニンジンや明野金時など山梨県産品も納入されるケースが多くあり、地域の食材

として多く取り入れるよう心がけているところでございます。 
 続きまして大型建設プロジェクトに関する地産地消への具体策はについてでありますが、ま

ず大型プロジェクト事業の工事等発注にあたっては、市内業者が工事施工できる技術力がある
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場合の入札につきましては、入札参加資格の地域要件を笛吹市内に本社・本店があることとし

ております。 
 次に市内の業者単独で工事施工等できない事業については、共同企業体での参加を条件に入

札し、共同企業体を構成する企業の地域要件として代表者の企業を地域要件なし、または山梨

県内に本社・本店があることとし、代表者以外の企業を笛吹市内に本社・本店があることを要

件として、市内業者が入札参加できる条件にしております。 
 また、特殊な工法で市内の業者が参加できない工事等の発注にあっては地域活性化、市内業

者の育成を考慮し、下請負業者に市内業者を優先して契約することを盛り込んだ入札条件にし

たいと考えております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 再質問を行います。 
 大久保俊雄君。 

〇１６番議員（大久保俊雄君） 
 今の説明を受けましたけども、地産地消の概念ですね。マクロ的、ミクロ的、また広義、狭

義ということで非常に取り組みも漠然とするということで、過日、近いうちという表現が非常

に波紋を呼んだ中で、再度、市の地産地消をどのように位置づけるのか、もう少しさっきの説

明を踏まえて、概念といいましょうか、意欲といいましょうか、そこらへんをお伺いしたいと

思いますけど。 
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） 

 お答えいたします。 
 地産地消の概念ということでございますけども、非常に取り方がいろいろあろうかと思いま

す。狭く言えば本当に地元の農産物、果物、野菜等があろうかと思います。もう少し広く言え

ば市内、あるいは県内というふうに捉えることができるかと思いますけども、地産地消推進計

画を進めている本市としましては、できる限り市内のものを使っていきたいというふうに考え

ておりますので、概念としましては市内のもの、あるいは市内の業者と考えていただいて結構

だと思います。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 大久保俊雄君。 

〇１６番議員（大久保俊雄君） 
 それと業者選定、非常に地域経済が低迷している中で公共工事とか技術的な問題は比較の有

無、ランク付けで一般競争入札ですとか総合評価型、いろいろとられる中で一律にはいかない

ということで、今、言った部分以外で合併、この８年間でどのように取り組まれたのかという

ことで、１つは私は支所の夏祭り等の状況をいくつか調べさせてもらったんですが、やはり担

当者もそのまま前任者のファイルをそのまま見て、業者が発注する。先ほど説明で然るべくチェッ

クをしているという説明があったんですが、ちょっと齟齬する、食い違っている部分があるの

で、ここらへんのチェック機能と、さらにまた８年間でどのくらい取り組まれたかという数字
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がもし分かればお伺いしたいんですけども。 
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） 

 合併後、地産地消がどれだけ数字として進んでいるのかということでございますけども、数

字としてはつかんでおりません。また花火等の関係で地産地消が具体的に進んでいないところ

もあるのではないかというご指摘ですけども、もしそうであれば、なんらかの理由があるかと

思います。また詳しく調査をさせていただいて、地産地消が進むように進めていきたいと考え

ております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 大久保俊雄君。 

〇１６番議員（大久保俊雄君） 
 あと学校給食で３割から４割と。裏を返せば６、７割が市外業者。いろんな事情があるにせ

よ、例えば甲府の場合は地元農産物を使った教育の場で食育を考える場として、また食の安全

性、良質で低廉な物資の選定と地産の推進を目的として、保護者や学校関係者で構成する給食

物資購入委員会を立ち上げて精査している面があったり、また学校給食関係者ですとか市場関

係者、農業委員さん、また農業生産者で構成される地産地消推進検討会、こういうものを設置

し、極めて積極的に取り組んでおりますが、３割か４割、それをあげる方策等、こういった部

分、検討、積極的な本市の施策展開についてお考えをお伺いしたいと思います。 
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） 

 大久保議員の再質問でございますけども、市内業者の割合は３割から４割というふうに先ほ

ど答弁させていただきました。おっしゃるとおり市内の地産地消、品物につきましてはできる

限り活用していくというようなことで、私どもも地産地消検討委員会というものについて検討

させていただきました。 
 先ほど答弁させていただきましたように、野菜類等につきましては非常にあるようでござい

ますけども、大量の給食に使うというものについては少なく、利用ができないような状況でご

ざいます。とは申しましてもできる範囲、芦川のホウレンソウ等を活用させていただきながら、

給食に使わせていただいておりますけども、時期時期のものもございます。例えばこのへんで

いいますと桃やブドウ、またはトウモロコシ等、その時期に合ったものにつきましては特別な

メニューとして購入をさせていただいております。 
 今現在、栄養士等を中心にいたしまして、できる限り地域のものを活用しようということで

取り組んできましたけども、これからも引き続き地域の地産地消に向けて活用できるものを選

定していきながら取り組んでいきたいと思っています。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 大久保俊雄君。 
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〇１６番議員（大久保俊雄君） 
 もう１点、市内業者の選定に際しまして、至るところ随意契約というのがとられているわけ

ですけども、本市の場合にはやはり随契のやり方といいましょうか、ともすれば今の随契が、

随契というのはあくまでもその一般競争入札の特例ということで、随契が位置づけられている

わけであり、いろんな管財課の指導で随契だけれども、見積もり合わせ、一番安いところに発

注、こういうケースが最近、広がっているということで、何が正しくて何がいいのか、当然、

この市民の税金うんぬんに関わりますけども、ここらへんの地産地消と、やはり随契のあり方、

代表監査委員さんからも適正な随意契約を指摘いただいている中で、このバランスというのは

今後どのようにとられるんでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、山下総務部長。 
〇総務部長（山下真弥君） 

 お答えします。 
 随意契約、一般競争入札と地産地消の関係ということでございます。 
 永遠のテーマとなっていると思いますけども、現在、一般競争入札が原則でやっております。

そのときに先ほど答弁させていただきましたけども、地域要件を十分に考慮して地域でできる

ものについては、地域の中での一般競争入札を最優先としていくということでございました。 
 随意契約を選択する場合は、随意契約のほうが一般競争入札よりも安くできる場合がありま

すので、その場合には限定をさせていただいて随意契約を選択しております。この場合にも当

然、地産地消という観点を優先させて、地域の業者を選ぶ中で随意契約をしているという形に

なっております。あくまでも皆さんの税金を使うわけですから、地域経済を考慮しながら、で

きるだけ競争原理も働かせてということになろうかと思います。 
 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） 
 それでは広い意味での地産地消の取り組みについて伺いますけども、市長も総合計画で主要

施策の多くに担い手育成確保、耕作放棄地対策、遊休農地対策、地域中小企業、商店の活性化

等、大きな柱となっておりまして、例えば環境問題も木質ペレットを活用したエネルギーの地

産地消、地域内経済の循環、地域産業と雇用の創出ということを考えれば、もっと大きい部分

で部局横断的な議論の場がこれからあってもいいのかなと思うわけで、部局横断的な議論の場、

市役所でいえばどこの部局がそのイニシアティブ、主導権を取ってそういうことを進めていく

必要があるのかということと、第三者の意見も反映される場もいろいろとこの市民の意見を聞

く中で必要と考えますが、そこらへんのお考えと、例えば今、ちょっと例で挙げますと石和町

内のサービス産業に従事している方がジャンボニンニクというものを試験的に作って、非常に

簡単にできるし、農業の方ともバッティングしない。また臭いが全然しないとか、そういう部

分でひとつ旅館関係ですとか外食、そしてまた遊休農地ですとか耕作放棄地の場所とかも、部

局横断でこういう部分も、どういうふうにもっていけばいいのかなというような相談を受ける

中で、やはり部局横断的な答えがないと地産地消は総務部だとか、そういうつくることは産業

観光部がとか、なかなかすり合わせができない。またタイムリーに反映していくことも可能か
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なと。こういう不景気ですからそういう部分、即効性を持って結果を出していく、個人の利益

うんぬんではなくて、市全体で答えが大きくなるような方策が出た場合の部局横断的な取り組

みというのをちょっとお伺いしたいんですけども。 
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） 

 お答えします。 
 先ほども答弁させていただきました平成２２年３月に、ここにありますけども笛吹市地産地

消推進計画というものを作成いたしました。その中に推進体制ということで、笛吹市地産地消

連絡会議というものがございました。そのもとに部会がありまして生産部会、観光部会、給食

部会、事業部会というふうにありました。これがワーキンググループということで具体的な検

討をしているという形でございます。 
 議員さんご指摘の部局横断的な取り組みということで、やはりこれが中心になろうかと思い

ます。組織の見直しも含めて、これをいかに具体的に動かしていくのか。また再度、検討させ

ていただいて、地産地消がさらに推進できるよう検討していきたいと思います。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 大久保俊雄君。 

〇１６番議員（大久保俊雄君） 
 今の経過があるということで、ワーキンググループもいろいろ稼働率を上げるといいましょ

うか、いろんな機能を発揮していただきたいということと、時間の関係もありますので大型建

設プロジェクトに関し、建設運営事業者の選定にかかる実施方針策定を今年度予定しておりま

すし、要求水準書の公表、建設運営事業者の選定取り組みを予定される中で、プロポーザルで

すとか事業審査型、一般競争入札、いろいろ考えられる中で、今言った市内業者の下請けのう

んぬんとか、例えば数値目標を設けるとか、ＪＶですね、ここらへんもふたを開けてみたら、

結局、ＪＶへ入ったはいいけども、１００億円近い事業費の中の１％にも達していなかったと

いうようなことで、そこらへんの数値までするのか、今の事業所のうんぬんだと、またそうい

う部分が出てこようかと思いますし、技術力だとかそういう部分も判断した中で、そこらへん

の取り組みというのはどのように考えられているのでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、山下総務部長。 
〇総務部長（山下真弥君） 

 そのへんにつきましては実施計画が今、できつつあります。それを見ながら担当部局と十分

に検討させていただきます。総務部としましては、地産地消の観点をできるだけ入れていただ

くということで協議をしていきたいと思います。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 大久保俊雄君。 

〇１６番議員（大久保俊雄君） 
 それでは２問目の質問に入りますが、猛暑と不景気でやれやれということが耳にしがちの中
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で、昨日から皆さんおっしゃっているように笛吹市出身の辻村深月さんの直木賞受賞は、大変

元気付けられました。１７文字で表現しますと「直木賞 重たき鍵を 開きにけり」、受賞作

「鍵のない夢を見る」では地方都市に暮らす女性を主人公にした短編集が３回目のノミネート

で受賞を果たし、前作「０８０７」も地方を舞台にした作品が多く描かれ、地方への視点が数

多く作品に反映されております。本人いわく生まれ育った景色、原風景を大切にし続ける姿勢

は私どももぜひとも見習わなければならないではないでしょうか。辻村さんの受賞は、笛吹市

にとっても極めて喜ばしい、またおめでたいことであり、これからも自分が呼吸してきた自分

の中にある原風景を大切にして、これからも背伸びせずに書き続ける。また２６年前に受賞し

た山梨出身で直木賞選考委員の作家、林真理子さんも「人間の奥底を描いて読み応えがあった。

何より力のある人で受賞はスタートライン。これからも大いに期待している」とコメントして

おります。これからも日本中、世界中に大きく羽ばたかれることを願ってやまないのは私だけ

ではありません。 
 そこでいくつか伺いますが、この快挙を一過性の祝いごとでなく市民みんなで永く功績を称

え、今後のさらなる活躍をサポートするためのお考えがあれば、お聞かせください。さらに辻

村さんの作家として、また受賞の原点である学校図書、市内図書館のさらなる充実の具体策は

お持ちでしょうか。 
 そして子どもたちが将来を豊かに送ることを可能にするのが教育であり、文化や科学技術、

自分の関心ややりたいことを見つけるのが教育であり、将来、困難に立ち向かったときに対処

できる引き出しをいかに大きく持っているかが教育ではないでしょうか。そしてその中で読書、

活字に親しむ習慣は大変重要でありましょう。現在ではＩＴ社会の著しい進行で、子どもから

大人まで一日中、携帯カチャカチャ、パソコンパチパチ、情報が氾濫し、それらを鵜呑みにし、

活字を追う中で行間を読む中での感動と、ゆっくり物事を考える時間が少なくなってきている

ことはいかがなものでしょうか。読書を通じたさらなる人間形成、人材育成の具体策とそれに

よる日本一の教育立市を目指す考えをお聞かせください。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、曽根教育委員長。 

〇教育委員長（曽根敦子君） 
 大久保俊雄議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに一過性の祝いごとではなく永く功績を称え、今後の活躍をサポートするための具体

策はについてでございますが、笛吹市出身の直木賞作家は今回の辻村深月さんが初めてであり

ます。辻村さんとは直木賞受賞以前から深い交流を続けてまいりましたが、学校図書館や公共

図書館の熱烈な利用者がこのような形で大成されましたことは、教育行政に携わる者だけでな

く笛吹市民全員の誇りであり、自分のことのようにうれしく思われている方がほとんどではな

いかと思います。 
 このため笛吹市としては、１０月１２日に挙行する市制施行８周年記念式典において、第１号

となる笛吹市市民栄誉賞を授与し、その功績を称えたいと考えております。 
 また、各図書館においては直木賞受賞以前から辻村深月さんのコーナーを設け、著作を展示

してその紹介に努めておるところですが、今回の受賞をお祝いし市民の皆さんにお知らせする
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ための掲示を行っております。 
 また、市民の皆さんの応援メッセージの回収ボックスも用意し、辻村さんに市民の温かい声

をお届けすると同時にこれからも辻村さんとのつながりを大切にし、引き続きのご活躍を見守っ

ていきたいと考えております。 
 次に辻村さんの受賞の原点である市内図書館、学校図書館のさらなる充実のための具体策に

ついてでありますが、これまでも図書購入予算や図書館司書の確保に努めてきたところです。

特に学校図書館におきましては、市内の芦川小学校を除く１８校に常勤の図書館司書を市単独

で配置し、子どもの読書活動を積極的に推進しているところです。 
 また、ロータリークラブやライオンズクラブなどからも毎年多くの図書が寄贈されており、

学校と地域の関係団体が一体となって、読書活動を通した児童生徒の健全育成を図っていると

ころです。その上で図書の検索援助や資料提供などの、いわゆるレファレンス業務にも力を入

れていきたいと考えております。 
 図書と利用者をつなぐこの重要な業務を通じて、頼られる公共図書館および学校図書館づく

りを目指し、図書館運営の基礎をしっかりしたものにしていきたいと考えております。昨年度

は、図書館システムの統一をすることができました。学校間でも統一されていなかったものを

今回は学校図書館と公共図書館が１つの同じシステムを使うようにいたしました。その結果、

１８校と６つの公共図書館がコンピューターでつながっておりますのでデータを共有化でき、

連携もとりやすくなってまいりました。このことにより、蔵書の相互貸借も活発となってまい

りました。 
 今後は学校図書館と公共図書館の連携がさらに進むよう、相互の司書の異動や合同研修を実

施してまいりたいと考えております。 
 次に読書を通じた人材育成の具体策、日本一の教育立市を目指す考えはについてありますが、

図書館業務はいつでも、どこでも、誰でも学べる環境づくりのための生涯学習の一角を担うも

のであります。 
 このため、例えば御坂図書館ではバラと星座、境川図書室では俳句に関する図書の収集に努

めるなど、各図書館が特色を持った蔵書構成に取り組んでおります。また、市民の皆さんに図

書館に足を運んでもらうための各種イベントを開催しております。このように、公共図書館で

は、今後とも市民の皆さんに活字に親しんでいただく環境づくりに力を入れていきたいと考え

ております。 
 また人材育成という点では、将来を担う世代への子ども読書活動の推進が重要であると考え

ます。子ども読書活動は言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、想像力を豊かなものにし、

人生をより深く生きる力を身に付けていく上で欠くことのできないものであります。このため

地域や家庭、学校、公共図書館など、それぞれのポジションでの取り組みが必要となります。 
 例えば学校では朝読書や読み聞かせ等の充実、公共図書館としましては子ども向け図書の確

保や読書に誘導するためのお話し会の充実等が考えられ、学校や保育園などへの支援と連携に

これまで以上に努めてまいりたいと考えております。 
 大久保議員のおっしゃるように、日本一の教育立市を目指すには、学校教育ビジョンでも揚

げておりますが、読書活動の充実も１つの大きな柱になってくると思います。その具現化の１つ

として、本市教育委員会では現在、小学校新入生への図書館カードプレゼントを企画しており

ます。読書に親しむ環境づくりの１つの手立てとして取り組んでいきたいと考えております。 
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 以上、答弁といたします。 
〇議長（小林始君） 

 再質問を行います。 
 大久保俊雄君。 

〇１６番議員（大久保俊雄君） 
 今年の合併記念式典で市民栄誉賞という話もありましたし、作品の１つであります「ツナグ」

という作品はこの秋、映画公開ということで辻村さんの今後の活躍も市民を挙げて応援する必

要性があるということと、市民の皆さんの一人でも多く辻村さんの本を読んで辻村文学の応援

団になればと思う中で、その原点であります市内図書館、学校図書館に辻村文庫なるものを充

実させていただいて、本屋さんには結構、何種類も在庫があるんですけども、市内図書館を見

た中で皆さん使われていて、なかなか読めないということでありますので、ここらへんで１冊

も多く、そのタイムリーな本の購入が必要だと私は考えますし、今度、各図書館の連携をとる

という話もあったわけですけども、ここらへんの部分、可及的速やかにお願いしたいというこ

とと、それについてまず答弁をお願いします。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、仲澤教育部長。 
〇教育部長（仲澤和朗君） 

 大久保議員の再質問にお答えいたします。 
 先ほど来お話しがございますように、今回の直木賞の受賞につきましては大変うれしいニュー

スと思っております。これからの笛吹市の図書館運営、または読書活動にもますます士気が上

がるものと思って大変喜ばしいものでございます。 
 今、大久保議員の再質問の中に学校図書館と公共図書館の連携、または蔵書等のさらなる増

加をということでございますけども、連携につきましては先ほど答弁させていただきましたよ

うに図書館システムを導入させていただきまして、今まで以上の連携が図られてくるものと思っ

ております。 
 また蔵書等、今回の辻村さんの受賞に伴いまして、さらなる蔵書計画ということもございま

したけども、今年度、私どものほうでは蔵書ということにつきましては、５００万円の予算を

追加で計上させていただいております。 
 そんなこともございまして、たまたま私どもの当初予算のほうに計上したわけでございます

けども、それがあって今回の受賞となりました。今後につきましてもそういった蔵書計画につ

きましては、市内の状況を確認しながら計画を立てていきたいと思っております。今年度、繰

り返しになりますけども、たまたま今回は５００万円の予算を盛らせていただいたものは大変

タイムリーだったと思っております。 
 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） 
 非常に心強いお話が今ありました。 
 あと図書館、学校図書の充実という面で本の選定に関して、今、現状どのように方法がとら

れているのか。図書館司書、図書館の関係者ですとか一生懸命取り組まれている中で、また市
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民ですとか生徒の要望でしょうかね、こういったものが反映された選定方法なのかどうかとい

うことと、今、市内の本屋さんから買う方法と公共図書館を全国制覇しつつあります図書館流

通センター、ＴＲＣという部分が本市でもだいぶ積極的活用されておりますけども、またここ

らへんの選定方法とまた市内の本屋さん、ＴＲＣという部分のある部分、地産地消といいましょ

うか、そこらへんの競争原理が働く中で、どのように本の選定と業者選定がなされているのか、

１点お伺いしたいと思いますけども、いかがでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、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、図書館の選定につきましてということでございま

すけども、図書館の選定につきましては、市内の図書館の司書が定期的に選定委員会を開催し

ております。定期的に開催いたしまして、現在、非常に注目を浴びているというような図書に

つきまして、蔵書構想を立てながら選定を行っているということが１つございます。また先ほ

ど答弁にもございましたように、各図書館の特色を生かすということがございますから、御坂

ではバラに関するもの、星座に関するもの、境川としては俳句に関するものというものにつき

ましても目を向けまして選定させていただきます。基本的には利用者のリクエストに応じた形

の中で、蔵書が購入できればというようにも考えております。 
 次にＴＲＣ、図書館流通センターとの関連でございますけども、現在、私どものほうでは購

入する本についてはバーコード等によって管理させていただいております。そんなこともござ

いまして、ＴＲＣのほうにお願いするわけでございますけども、最終的には市内の業者さんを

とおしまして購入をさせていただいております。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 大久保俊雄君。 

〇１６番議員（大久保俊雄君） 
 それでは最後に、やはりこの読書、学校の授業というのは当然、幼稚園から段階を踏んで、

いろんなことに関心を持つ、国語、算数、理科、社会、いろいろ文学ですとか科学技術、全般、

関心を持つ中で、小さいころからの本を読む習慣、またいろんな宇宙からの、人間の体とかい

ろんな部分、関心を持つのが小さいころからの習慣である、小さいころからの教育が大事なの

かなという思いもしますし、小さいころからの本を読む習慣、これが人材育成、また笛吹市の

人材育成にもつながるんではないかなと思う中で、さっき少し答えがありましたけども、説明

がありましたけども、小さい子どものうちから本を読む習慣に対する熱意といいましょうか、

市の取り組みについて、最後お伺いしたいと思いますけども。 
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すけども、小さいときから読書に親しむようにということでございま

すけども、たしかに読書は知識を得るというだけではなく、物事を見る力や考えることを教え

てくれるものだと思っております。先ほど答弁させていただきましたように、現在、私どもの

ほうでは新入生の図書館カードなどのプレゼントを計画しております。ブックスタートという
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ような事業もやっております。学校では読み聞かせ、朝読書等についても取り組んでおります。

当然のことのように、これからも引き続き取り組むわけでございますけども、小さいときに早

くから図書に親しんでもらう、馴染んでもらう、そういったことについて今までの事業につい

てさらなる取り組みを進めていきたいと思っております。 
 また今回の辻村さんの受賞、第２、第３の辻村深月さんが出現できるように期待していると

ころでございます。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 山田教育長。 

〇教育長（山田武人君） 
 補充ということになるかどうか、ちょっと分かりませんけれども、今、本市では各学校に常

勤で図書館の司書の先生が入っております。地域によっては、本当に時間で帰ってしまうとか、

そういうのが多いわけですけども、子どもたちが休み時間になって、図書館へ飛んでいったと

きに、そこに先生がいるということは非常に大きな、読書好きな子どもをつくるということに

なっております。深月さんの場合も石和東小学校の司書の先生の点が非常に大きかったという

ことでありますから、そういう点で今、本市でも司書の先生をちゃんと置いているということ

がこれは非常に大きな力になっていると思っていますので、今後ともぜひよろしくお願いいた

します。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 大久保俊雄君。 

〇１６番議員（大久保俊雄君） 
 市の具体的な取り組みから、意欲が非常に伝わりました。 
 以上で終了いたします。ありがとうございました。 

〇議長（小林始君） 
 以上で、大久保俊雄君の一般質問を終了いたします。 
 関連質問を許します。 
 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１問目の関連質問を２点させていただきます。 
 地産地消ということが言われるわけですけども、市内においても大規模店、フランチャイズ

店など地域の商工業、自営業者等のどうしても差というのが出てきてしまいます。特に商品価

格をはじめ競争は激しいわけですけども、こういった中で、一方で地域の経済を支えて地域の

産業を振興・育成していく、活力あるまちづくりとして、そういった取り組みも必要だろうと

いうふうに思っているわけですけども、特に農商工連携というようなことも出てくるかなと思

いましたけども、今、経済産業省あるいは地域の商工会等でも取り組まれて、また農業の分野

でも六次産業化ということはいわれているわけですが、商品開発やそういったことの支援とい

うような意味においても、これも地産地消につながるわけですし、桃・ブドウ日本一、生産量

日本一プラス例えば加工品でも日本一だというような、地産地消の支援が今後の取り組みとし

ても考えられないかなというわけですけども、この点についてお考えをお願いいたします。 
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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） 
 関連質問になりますが、価格競争、あるいは地域経済の活性化ということで地産地消という

ものは欠かせないと思っています。やはり生産者と消費者の関係が、顔が見えるお付き合い、

この中で生産状況が確認できるという大きな安心感がまず生まれると思います。それに伴って

食材の加工ですね、六次産業化。加工業、あるいは観光にも結びついてくると思っています。

こういった連携の中で、地域全体の活性化にもつながるものと考えております。 
 また地産地消を推進することによる流通コスト等の中間経費の削減、こういったものにも結

びつくことから、生産者の収入の増大にも結びつくということでさまざまな効果、メリットも

期待できますので、われわれとすればできるものについては地産地消、積極的な推進を図って

いきたいと。これが大きくは地域経済の活性化にも結びつくと思っております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 志村直毅君。 

〇２番議員（志村直毅君） 
 ぜひそんなふうな課題のご認識も共有できていると思われますので、地産地消という意味か

らも農商工連携あるいは農業の六次産業化、加工品の開発、販売等も含めて、そういった取り

組みへの支援も、また今後の事業の企画立案においても取り組んでいただきたいなと、こんな

ふうにも感じています。 
 もう１点、学校教育の場でも地産地消ということは大久保議員の質問でありましたが、特に

地産地消ということでいいますと必要な衣類や学用品等、こういったものも地域の町業者さん

から購入をしているような現状もあるわけですけども、毎年、例えば一例を挙げますと地域の

中学生の生徒が乗るような自転車の整備ですね。地域の自転車店の方が学校に行って点検をし

てくださったり、子どもさんにアドバイスをしてくださっているというようなこともしていた

だいています。これもやはり１つの例ですけども、そういった大規模店やフランチャイズ店と

は、また違ったところで生き残りをかけて地産地消を図っていくという意味では、地元の事業

者さんの価格では対抗できない部分を、サービスと質の意味で差別化というと変ですけども、

やはり生き残りをかけてやっていくということは考えるのかなと思います。 
 そういった心配りというものも非常にありがたいことだなと思いますし、またそういった意

味では逆に衣類、学用品なんかは地域の商店の中だけで購入をするのかというような意味で捉

えられている向きもあって、そこは誤解のないようにというようなお話しもする中で、ただや

はりその地域の中で地産地消を推進していく一方で、競争原理とはまったくかけ離れてしまう

ということも場合によっては問題になってくるということもあろうかと思います。そこらへん

のバランスというのが大事なんだろうなと思うわけですけども、学校関係でそういう部分では

どんなふうにお考えなのか、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、山田教育長。 
〇教育長（山田武人君） 

 答弁をいたします。 
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 やはり買う保護者の方もいるわけですよね。安くていいものがほかにあれば、そちらを買い

たいというそういうものもありますし、そういうような今、議員が言いましたバランス感覚と

いうのが非常に大切だと思います。また教育委員会でそれをこうだああだというふうに、こう

しろというわけにはいきません。それはやっぱり学校とかＰＴＡの方とのそれぞれの中で考え

ながらやっていくことでございますけども、今のようにバランス感覚を持ちながら、できるだ

け地産地消、同じ物だったら地域の物をという、そういうふうな姿勢で今、私どもは指導して

おります。 
 以上でございます。 

〇議長（小林始君） 
 志村直毅君。 

〇２番議員（志村直毅君） 
 ありがとうございます。今後、また安全という意味からも、例えば自転車に限らないわけで

すけども、ヘルメットを着用する、ヘルメットを着用するにおいては地域の商店で購入してい

ただくような仕組みができるかなと。いろいろな個別のケースもあろうかと思います。そんな

ことも含めて、また今後ともそういった保護者の立場に立った中での地産地消にも配慮しなが

ら取り組みをお願いしたいと、そんなふうに感じました。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 答弁、よろしいですね。 
 （はい。の声） 
 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。 
 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。 
 早速ですが、質問に入らせていただきます。 
 まず、学校教育の諸課題についてお伺いをいたします。５点について、お伺いいたします。 
 まず１点ですが、緊急地震速報システムを使った避難訓練の実施についてでございます。 
 埼玉県の例ですが、昨年の東日本大地震での学校の対応と児童生徒の様子について調査をし

た結果、分かったことですが、子どもたちが泣いたりわめいたりのパニック状態になり、適切

な避難誘導ができなかったということから、気象庁の緊急地震速報システムを録音したものを

お借りして、予告なしに避難訓練を行うことを決めたとありましたので、笛吹市でも従来の避

難訓練にこだわらずに、これから起こると想定されます巨大地震発生時にも児童生徒が冷静な

行動が取れるようにするため、学校では緊急地震速報、テープをお借りしたものを使った避難

訓練を行っていく考えはないか、お伺いいたします。 
 次に２点目ですが、子どもの体力向上への対応についてでございます。 
 子どもの体力の低下は国民の意識の問題、外遊びの機会や場所、仲間の減少など子どもを取

り巻く環境の問題、生活習慣の乱れなどさまざまな要因によるものと指摘されております。特
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に女子では運動をほとんどしない子どもも相当数いるといわれております。男子でも運動をす

る子と、あまりしない子がはっきりしていると思います。小中学校の体育は大人になってから、

その重要さが分かると思いますので、今以上に体育の時間を多くするとか、よい体育指導者を

各学校に配属するとか体育のおもしろさを感じるようになってほしいなと思います。 
 そこで全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果により、どのような対応を図られているか、

お伺いいたします。 
 ３番目ですが犯罪、いじめ・不登校との実情と対処についてでございます。 
 いじめ問題に対しては、すべての関係者がその兆候をいち早く把握し、迅速に対応する必要

があると思います。学校だけでは解決困難な事例が出れば、スクールカウンセラーとかソーシャ

ルワーカー等の外部人材を活用するなど教育相談体制の充実に取り組んでいると思いますが、

児童生徒が大人の目につかないように設けた学校裏サイト、携帯、ネットでの犯罪、いじめか

らどう守っていったらよいか、お伺いいたします。 
 ４番目ですが、新採教員らのメンタルヘルスについてでございます。 
 新採用から５年目までの教員と、初めて人事異動を経験した教員は精神的な不調に陥りやす

いといわれております。そして職務の中で強いストレスを感じていることとして、保護者から

のクレームや教職員の人間関係、教育観の違いなどの悩みが最も多いことが明らかになってお

ります。笛吹市でもこのような実態がある場合に教育委員会としましてどのように把握し、対

応しているかお伺いいたします。 
 ５番目ですが、通学路の点検等の実施状況、取り組みについてお伺いいたします。 
 安全をみずから守る交通安全教育は、現在の一番重要な課題だと思います。自動車事故数は

年々減っているにもかかわらず、歩行中や自転車の事故の割合は増えているといわれておりま

す。これからの交通安全教育に求められるのは、一人ひとりがみずからの安全はみずから守る

という点を原点にした指導を推進することにあろうと思います。そこで特に学校では通学中の

交通安全のため、国、県、市、警察等での取り組みはどのようにお考え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、仲澤教育部長。 

〇教育部長（仲澤和朗君） 
 北嶋恒男議員の一般質問にお答えします。 
 はじめに緊急地震速報システムを使った避難訓練の実施についてでありますが、３．１１東

日本大震災以来、これまでの防災計画では実際の大地震のときには通用しないという反省のも

と、各小中学校では予告なしの避難訓練や休み時間中の避難訓練等、さまざまな場面を想定し

た、より実践的な訓練を実施するようになってまいりました。 
 また、保護者への児童の引き渡しに関しましても、震度５以上の地震では学校からの連絡の

有無にかかわらず、保護者に引き取りをお願いする約束に変更するなど防災計画の見直しを行っ

てきております。 
 今回、ご質問のように気象庁より緊急地震速報が実際に発表されたときのことを考え、専用

受信端末を各校に設置してほしい旨、山梨県教育委員会に要望しているところであります。そ

して、緊急地震速報を受けての避難訓練の実施につきましては、緊急地震速報を録音するなど

して、各学校の避難訓練の中に想定の１つとして取り入れていく必要があると考えております。 
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 なんと申しましても、緊急地震速報が発せられてから強く揺れるまでには数秒間しかありま

せん。子どもたちはいる場所や状況に合わせ、慌てずに行動するといった実際を想定した訓練

をしておくことが重要であり、たとえ想定以上のことが起きた場合でも、子どもたちがその場

の状況に応じて個々の判断で適切な対応ができる、いわゆる自分の身は自分で守る力を養って

いけると思います。 
 市教育委員会といたしましても、引き続き防災安全教育に力を入れていきたいと考えており

ます。 
 次に子どもの体力向上への取り組みについてでありますが、文部科学省の全国体力・運動能

力調査のここ数年の笛吹市の結果を見ますと、全国平均を上回る傾向にあるのは小学生では握

力と柔軟性をみる上体起こし、長座体前屈でございます。また中学生では握力、反復横跳び、

立ち幅跳びとなっております。反対に全国平均を下回る傾向にあるのは、小中学生ともに２０メー

トルシャトルラン、５０メートル走、ボール投げとなっております。 
 これらの調査結果を踏まえ、市内の各校では休み時間に縄跳びやマラソンに取り組んだり、

体育の授業では体力アップの準備運動を取り入れる等、体力向上に取り組んでおります。 
 また学校教育ビジョンの基本方針でもある知・徳・体のバランスの取れた児童生徒の育成と

いう観点からも、その具現化に取り組んでおります。具体的には、学力向上研究委員会の体育

部会で体力向上の方策を検討し、その結果、今年度から体育の時間における準備運動にサーキッ

ト運動を取り入れることになり、各校ではその実践を始めたところでございます。また、具体

的な運動内容を動画として配信したり、夏休みに教員を対象とした講習会を実施したりと体力

向上への取り組みの周知も図っているところです。 
 次に犯罪・いじめ・不登校の実情と対処についてでございますが、市内小中学校におけるい

じめの実態とその対応については、昨日の堀内議員の代表質問でお答えしたとおりでございま

すが、現在のいじめにはご質問のように情報機器を使ったいじめが広がっており、本人の知ら

ないところでの誹謗中傷等、一度発信すると世界中に広がってしまうことから大変憂慮してい

るところでございます。 
 各学校ではパソコン、インターネットの正しい使い方や正しいマナーの指導をはじめ、携帯

電話等の情報端末の怖さについても合わせて指導しております。さらに中学校では生徒指導の

一環で携帯電話の問題について警察署等から講師を招いた学習会を開催するなど、子どもたち

が犯罪に巻き込まれないよう啓発に努めております。 
 次に新採用教員らのメンタルヘルスについてでございますが、文部科学省における公立学校

の教職員調査によりますと、平成２２年度に分限処分を受けた教職員の数は８，８９９人で、

そのうち病気休職者が８，６６０人と全体の９７．３％を占めております。さらに病気休職の

うち精神疾患によるものが５，４０７人で６２．４％を占めており、本市におきましても数名

の先生が休職している状況でございます。 
 これらの原因を特定するのは個々の複雑な要因があり大変難しいわけでございますが、ご指

摘のように今、学校現場では社会状況を反映して保護者との対応や児童生徒との人間関係が取

りづらく、大変多くのストレスを抱えていることは事実でございます。これらの課題を受け、

山梨県教育委員会では、巡回健康相談の実施や管理職を対象としたメンタルヘルス研修会等を

実施しております。 
 また、新採用教員につきましては年間３００時間の初任者研修があり、教員としての資質の
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向上はもちろん人間関係を広めたり、悩みを相談し合う機会も設けられております。市教育委

員会といたしましては今年度、授業力向上アドバイザー事業を立ち上げ、教員ＯＢの先生方４名

に新採用教員や市費負担講師等の若い教師の授業力のみならず、学級経営等の悩み相談にも応

じてもらうようにしております。さらに教育委員や指導主事の学校訪問の際には、校長先生と

情報交換を密にとる中、できる限り一人ひとりの先生方の状況を把握するように努めていると

ころでございます。 
 また、学校現場にはまだ先輩教師が後輩教師を育てたり、同僚同士で支え合うという独特の

学校文化が残っております。この点を意識することで、メンタル面での休職者は少しでも救え

るのではないでしょうか。人間関係づくりがしづらい時代だからこそ、職場の力を結集した働

きやすい職場づくりに努めるよう、求めていきたいと考えております。 
 次に通学路の点検等の実施状況についてでありますが、通学路の安全点検につきましては本

年４月以降、登下校中の児童等の列に自動車が突っ込み、死傷者が発生する痛ましい事故が相

次いだことを受けて、文部科学省、国土交通省および警察庁の３省庁が連携して対応策を検討

する中、学校から報告のあった危険個所について、学校、保護者、道路管理者および地元警察

署による合同点検を実施することとなりました。 
 本市におきましては、市内の小中学校から抽出された危険個所は８９カ所にのぼり、そのう

ち合同点検を必要とする場所は４９カ所でございます。７月２９日に行いました八代町地内で

の実施を皮切りに合同点検を現在、行っております。合同点検の実施を要しないこととした４０カ

所の危険個所につきましては、児童への指導や注意喚起看板の設置など要望事項が比較的早期

に実現可能な内容であったため、すでに対応済み、または現在対応中としております。 
 今後も道路管理者や警察署、区役員等、関係各機関と連携・協力をする中で、危険個所の状

況を踏まえ緊急性・実現性を勘案しながら、できる対策を可能な限り早急に行ってまいりたい

と考えております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 ここで、暫時休憩といたします。 
 再質問につきましては、休憩後といたします。 
 北嶋議員には、よろしくお願いいたします。 
 再開は１時３０分といたします。 

休憩  午前１１時５４分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 １時３０分 
〇議長（小林始君） 

 再開いたします。 
 再質問を行います。 
 北嶋恒男君。 

〇４番議員（北嶋恒男君） 
 それでは、１番の避難訓練の実施についての再質問をさせていただきます。 
 先ほど当局のほうから、前向きなご回答をいただき安心いたしました。子どもたちにとって

は、いざというときに慌てないためにこれから予告なしで実践的な避難訓練というのをぜひ必
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要なことだと思います。自分の身は自分で守るという意識が小さい子どものころから身に付く

ということは一生の宝だと思います。ぜひそういう意味からも常日ごろから緊張感を養ってい

ただくようにしてほしいと思います。 
 ついては各小中学校でのこのような訓練の取り組みですけども、年間を通してどのくらい、

どのような頻度で行う予定なのか伺いたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、仲澤教育部長。 
〇教育部長（仲澤和朗君） 

 北嶋議員の再質問にお答えいたします。 
 避難訓練の頻度でございますけども、先ほども答弁させていただきましたように、地震を想

定した、または火災を想定した、または保護者への子どもの引き渡し等を想定した避難訓練を

年３回ほど計画しております。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 北嶋恒男君。 

〇４番議員（北嶋恒男君） 
 １年間は非常に短いですので、３回というのは大変だと思いますけども、ぜひ実行していた

だきたいと思います。 
 それでは次に、子どもの体力向上への対応についての再質問をさせていただきます。 
 今、報告がありましたように全国平均を下回っているものは２０メートルのシャトルラン、

それから５０メートル走、ボール投げだそうですが、１つ思うんですがこのような体力検査を

するときのやり方ですけども、記録が大きく違ってくると思いますが、実際には事前に十分、

練習をしてから記録をとっているのか。ぶっつけ本番なのか、それに近い形なのか。そのへん

で相当、その記録が違ってくると思いますけども、各学校でも統一していると思いますけども、

このような調査の決まりかルールみたいなものはあるんでしょうか、お伺いいたします。 
〇議長（小林始君） 

 仲澤教育部長。 
〇教育部長（仲澤和朗君） 

 北嶋委員の再質問、体力テストに向けての決まりはあるかということでございますけども、

この調査は事前に準備をしながらやるという調査ではございません。今現在の子どもたちの体

力の状況を調査するものでございますから、当然やる前につきましては、準備運動は十分行い

ますけども、それに向けての、投げ方とか走り方というような訓練は行いません。当日、定め

られた日にテストをするということであります。 
 ただ、種目は９種目の調査を行います。その９種目の中にはそれぞれの立つ位置、または回

数等の種目ごとの決まりはございますけども、それ以前にそれに向けての準備ということは実

際は行われておりません。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 北嶋恒男君。 
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〇４番議員（北嶋恒男君） 
 私が小さい小学校のころも、やはりこういうようなこともやったことがございますけども、

たしかその前に体育の時間にボール投げとか走り幅跳びとか、そういったことを練習したとい

いますか、やり方を教えてくれて十分やったような気がいたします。というのはやはり、ある

程度、人間の体というのはそのやり方というものを、また小さい子どものころはよく分かりま

せんので、本当はやっぱり事前に体育の時間にそういったものを取り入れて、ボールを投げた

り、走るということは人間の体力のこれからの、いろいろスポーツをする上においても非常に

基本になりますので、そういったものを十分教え込んで、そして練習すれば記録が伸びるんだ

と。投げ方もだんだん覚えるんだということを、覚えてくるんだと思いますね。ですからそう

いったことで、ぜひそのへんも今後については突然でなくて、ご検討をしていただきたいと思

います。それはそういうことで、私の要望でございます。 
 次に、４番の新採用教員のメンタルヘルスにつきましての再質問をさせていただきます。 
 お話しをお聞きしまして、学校というところはまわりはみんな同じ先生ばかりですし、また

みんな大学を出て学力優秀な人ばかりだと思いますので、独特な職場ではないかなと思います。

そんなことでいろんな面で先生方は大変だなと思いました。何か悩み相談をするにしてもＯＢ

の先生とか、それから元校長、もしくは上司の校長先生だったりが多いわけですけども、たま

には全然違う立場の人の話も、社会的にも違う人たちの先輩なんかとのお話しも必要ではない

かなと思いました。 
 またお話しによりますと、今では先生が非常にお忙しくて、夜遅くまで学校に残っていて仕

事をしているようですけども、そんなことですから当然、学校以外で一般の人と接する機会と

いうのは皆無に近いではないかなというような状況ですけども、それが当たり前と思わないよ

うに、できるだけ努力して地域の中にも入ってきてほしいと思います。そのようなほうが潤い

のある教育ができる教育者に育つんではないかなというように思います。 
 そこで１つお伺いしますが、現在、小中学校の先生方で地元から通っている先生ですね。地

元の消防団に入団している方は、どのくらいいるのかということをお聞きしたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、仲澤教育部長。 
〇教育部長（仲澤和朗君） 

 北嶋議員の再質問でございますけども、先生方が地元の消防団にどのくらい入団しているか

というご質問でございますけども、私どものほうでは実際にその先生方が地元の消防団に入っ

ているか否かということについての人数は把握しておりません。ただ地域の状況等、または出

初め式等に参加させていただきまして、そういったときの状況を見ますと地域の決まりごとで

あることでございますから、それぞれの地域の消防団等には入団しているというようにも思っ

ております。 
 またそれ以外の組織といたしまして、それぞれスポ少の指導とか、それから体育協会、文化

協会、そういったサークル的なものについても積極的に参加していただいているように思って

おります。 
 ご質問の消防団については全体の数は把握していませんが、そのような状況でございます。 
 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） 
 北嶋恒男君。 

〇４番議員（北嶋恒男君） 
 そのへんのことはよく分かりましたけども、消防団に限らず、今言われましたように文化協

会、体育協会、それぞれいろんな地域のサークル活動がありますけども、そういった中へぜひ

積極的に入っていただいて、そうすれば仲間同士のいろいろな動きがよく分かります。そうす

ると子どもさんだとか、そういったいろいろの情報が入りますので、先生方も悩みがいろいろ

解消できると。同じ生徒の教育だけにこだわらずに、社会の中にぜひ入っていただく。それは

校長先生、教頭先生が上司の方がそういったリードをしていただいて、仕事ばかりではないん

だということで、仕事を的確に時間を決めてやるということで、地域の中に入ってやっていた

だくということが大事だと思いますので、ぜひそのへんのご指導のほうをお願いしたいと思い

ます。 
 それはそれとしまして、５の通学路の点検の実施状況でございますが、その再質問をさせて

いただきます。 
 報告がございましたけども、これは大人の目から見た危険個所の総点検がいろいろ進んでい

るということがよく分かりました。ただ、子どもたちみずからが危険性を回避する実践力とい

うものを身につけるためには、どのような場所で過去に事故が起きているかをしっかりと子ど

もたちみずからに覚えこませる必要があると思います。そのために例えばいつも通っている通

学路の安全マップづくりを、実際に子どもたちみずからにつくってもらうということがよいの

ではないかといわれております。通学路で交通量の多い場所はどこかとか、それから死角とな

る道路はどこか。どのルートを通れば安全かなどを子どもたちみずからがマップをするという

ことです。これによって危険性を予測して安全に行動することができると思います。 
 そういったことでこのような方法も含めまして、現在、子どもたちはどのような安全対策を

とりながら毎日の通学の行動をしているのか、お伺いしたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 仲澤教育部長。 
〇教育部長（仲澤和朗君） 

 たしかに北嶋議員のおっしゃるとおり、子ども目線で見る安全、これは大変重要なことだと

思っております。現在、学校では総合や特別活動の授業の中で安全教育を実施しております。

また、小学校へ入学する際につきましては学校の先生方、あるいはＰＴＡの皆さまが一緒に地

域を一緒にまわりまして、そして子ども共々、危険個所の確認をさせていただいております。

当然、子どもも一緒でございますから、その道路の横断の仕方、または歩道の歩き方、歩道が

ない場合については、この地域を歩くんだというようなことについて、それぞれ低学年、入学

時においては指導をさせていただいております。 
 子どもの安全確保といいますと、集団登下校、これも１つのことでございます。集団で皆さ

んが一緒になって、子どもが低学年の子どもを面倒みながら通学するというのもその１つのこ

とでございます。 
 また危険個所のマップにつきましては学校の先生、それからＰＴＡ、保護者等で通学区域を

歩きまして学校のほうでは作っております。 
 ちなみに前々回の議会でもご紹介させていただきましたが、富士見小学校のＰＴＡではＰＴ
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Ａの皆さんがみずから現地を歩きまして、その実情に合ったマップを手作りで作成し、避難す

る場合については、その一番近くのお宅に逃げられるように、またここからここまでの地域に

ついては学校へ戻るように、または自宅に戻るように、あるいは１１０番の家に避難するよう

にということで実際に行っております。そのようなことで今、重要視されております安全につ

いては取り組んでいるところでございます。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 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。昨今ニュースで青年の、本当に大変な事件が起きておりま

す。本当に子どもたちも学校教育をされるばかりではございませんけども、先生方も本当に大

変だと思いますけども、ぜひ社会性を身につける学校教育を、またより一層進めていただきた

いと思います。これで、私の質問を終わります。 
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。 
 野澤今朝幸君。 

〇３番議員（野澤今朝幸君） 
 市民派クラブの北嶋議員の関連質問ということで、２点質問させていただきたいと思います。 
 １つは学校におけるいじめの問題、もう１点は登下校の交通安全、交通事故に関する質問を

したいと思います。 
 いじめの問題、今日の新聞にも札幌の子どもが自殺、これもいじめらしいというような記事

が載っていました。一方、国際的にはシリアでまだ生きたい子どもたちが戦争で命を失ってい

る。生きたい子どもが命を失う、一方ではまだまだ条件としては十分、今から生きられる、豊

かに生きる条件があるのにみずから命を失う。本当にこういう現実を見ると日本という国、本

当に悲しいものがあります。 
 それでなかなかいじめというものは難しい問題ですけれど、これは専門家、学者、先生方も

いろいろな解決方法というか出していますけれど、１つ考えられるのはやっぱり戦前からの日

本の集団主義、戦争に突入する集団主義、これを象徴的な言葉で何年か前、流行った言葉で「赤

信号 みんなで渡れば怖くない」、これこそ集団主義の最たるものです。こういう集団主義的

な思想を精神構造を変えない限り、非常にいじめというのは１対１だったらそんなに私は問題

にならない。これはケンカで終わると思います。やっぱり集団で１人の子どもなりをいじめる、

死に至らしめる。そういう意味でわれわれが教育を受けたとき、協調性ということを非常に教

育界で強調されますけども、協調性ですね。それで自律ですね。みずから律する力、こういう

ものが本当は必要で、そういうところで個人が自律していくということの教育が必要かと思い

ますけれど、われわれが、政治家が教育にあんまり立ち入ることは私はふさわしくないと思い

ますので、このことに関しては私の感想として、自律的な個人を育てていくという、集団主義

をやっぱり払拭していかなければ、長期的にはなかなか、このいじめの問題というのは解決し

ないんではないかということです。 
 それは本当に教育に関わることですけれども、実際、私はやはりどういう形で、いじめ、自
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殺以降の問題が今、大きな問題で出ていますけども、それは教育委員会の問題とかいろいろ、

それ以前に自殺に至らしめない方法として、やっぱり子どもにしっかりいじめられたときは学

校に登校しない、登校を拒否する、してもいいんだよと。これはこういう教育が必要だと思い

ます。緊急避難的にですけども。やっぱりそこの身を守ると。相談もなかなかできない。まず

そういうところでは自分の身を、自分なりに安全のところに置くと。こういうことは最低限、

そういう教育、教えをするべきだと私は思っていますけども、この点について教育委員会の見

解をお聞きしたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、山田教育長。 
〇教育長（山田武人君） 

 お答えをいたします。 
 やはり学校ですから、その子どもに責任がありますので、いじめられないような、昨日もお

話しをいたしましたが、生徒指導という形でいじめられないような、そういう学校をつくって

いく、いじめは許さない学校をつくっていくということがこれは私たちの責任だと思っていま

すけども、でも今、野澤議員が言いましたようにいじめられたならば、登校しないということ

もこれは私は大切だと思っております。ですから学校として、そういうことを親御さんにいい

ですよと。いじめられたら学校に来なくても大丈夫ですよということを言うわけにはいきませ

んけども、でもそういうようなことは必要だと思っていますし、やはりこれからの教育の中で

は公にそのことを言うわけにはいきませんけど、やはりそういうような弾力的な考え方も非常

に大切だというふうに思っております。 
 以上でございます。 

〇議長（小林始君） 
 野澤今朝幸君。 

〇３番議員（野澤今朝幸君） 
 私はむしろ公に言うべきだというふうに、やっぱりそのくらいの状況にきていると。別に、

やっぱりそこにいかないように、教育するのはもちろん重要です。でもいってしまっているの

が現実ですので、私はそういう、やっぱりいつでも避難できる場所、これを用意していく。 
 そして２つ目の登下校のほうで時間がないんですけど、これは子どもに注意とかなんとかで

はなくて道路構造上の危機を回避する、ガードレールをするとか、あるいは交通の規制をする。

そういう根本的なことをしなければ、この間の事故が起きたあと子どもに注意しますなんて、

まったく聞いていて悲しいです。子どもが何気なく歩いているところに飛んでくるわけですよ。

居眠りとか酒酔いとか。こんなものはどんなに注意したって回避の仕様がないです。これは危

険な個所をひととこでも余計に、順に道路の構造上、交通量の規制、そういうことをまず根本

的に考えないと駄目だと思います。そういう観点から１カ所でもいいですから、非常に危険な

ところから道路の構造を直すとか、あるいは交通の通行を規制するとか、そういうところまで

踏み込んでいただきたいと思います。誰か答弁していただきたいと思います。 
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） 

 野澤議員の再質問でございますけども、たしかに交通マナー等についてはその一人ひとりが
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十分気をつけていただいて、そして運転していただくことが第一だと思っております。 
 先ほど来、答弁させていただきましたように私ども今、点検をさせていただいております。

今日も実際、行っているわけでございますけども、各学校を１０月までかけて行いますけども、

私どもに今、できるものにつきましては実施しております。１校１校でそういった通学におけ

る道路等の問題につきましては、構造的なものにつきましては今回の議会に２千万円の予算を

盛りまして改良しようということで、建設部のほうで計上させていただいております。 
 そんなことで地道ではございますけども、できるところから改良していくということで、子

どもたちの安全を守っていこうと考えております。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 野澤今朝幸君。 

〇３番議員（野澤今朝幸君） 
 本当にいい予算をとっていると思います。よろしくお願いします。 

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。 
 １５番、新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 
 正正会の新田治江です。通告に従いまして２問、質問いたします。 
 はじめは、男女共同参画推進の今後の展望についてから質問いたします。 
 いつもはここで飯田蛇笏・龍太先生の句を読みましたが、私も俳句の里、文化の里の者です

から自分の句を作りたくなり、一句、条例に関した句を読みます。「条例の 発表まいり うろ

こ雲」この句は８月に埼玉県国立女性教育会館ＮＷＥＣフォーラム２０１２において、男女共

同参画推進委員のメンバーが７人の手でつくった男女共同参画推進条例、これまでの取り組み、

また今後の取り組みについて発表してきました。メンバーそれぞれが自分の分担の責任を果た

し、帰り道、清々しい気分でバスは圏央道を走り、まだ暑さは残っていましたが、空にはうろ

こ雲が全面に見え、この句が浮かんだものです。 
 では、質問に入ります。 
 男女共同参画推進条例が２３年９月に公布されました。男女共同参画社会の形成に向け、条

例、プラン等の今後の展望をお聞かせください。 
 １．今後の展望。 
 ２．男女共同参画都市宣言については。 
 ３．男女共同参画審議会の設置状況。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、河野市民環境部長。 

〇市民環境部長（河野修君） 
 新田治江議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに男女共同参画社会の形成に向けた今後の展望についてでありますが、性別や年齢な
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どに関わらず、市民一人ひとりがその個性や能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現

に向けて、平成２３年９月に笛吹市男女共同参画推進条例を制定したところであります。現在、

この条例と第２次笛吹市男女共同参画プランと併せ、男女共同参画推進委員会と連携して、さ

まざまな施策を総合的かつ計画的に進めているところであります。 
 市といたしましては今後もこの推進委員会の活動と協調しながら、第２次プランに掲げる具

体的施策の推進に必要な情報収集や調査・研究等に取り組み、男女共同参画社会の実現を目指

してまいります。 
 次に男女共同参画都市宣言についてでありますが、本宣言は男女共同参画社会の実現に向け

て、市民の意識の醸成と市全体で取り組む姿勢を市内外に広くアピールしていくことを目的に

議会のご理解をいただく中で、男女共同参画都市になることの首長宣言および宣言にかかる記

念行事等を行うものであります。本市においても男女共同参画に関する市民の意識を高めるた

めの具体的な施策の１つとして、第２次プランに位置づけております。 
 先ほど申し上げたとおり男女共同参画事業の推進につきましては、推進委員会と連携をとり

ながら進めておりますので、推進委員会の活動と第２次プラン全体の進捗状況を勘案しながら、

また先に設置いたしました男女共同参画審議会のご意見を伺いながら、都市宣言についての検

討を行ってまいりたいと考えております。 
 次に男女共同参画審議会の設置状況についてでありますが、この審議会は男女共同参画社会

の実現に向け、推進体制の整備を図るため、男女共同参画推進条例の規定に基づき設置するも

のであり、８月２７日に９名の審議委員さんに委嘱状を交付し、審議会を設置したところであ

ります。 
 今後、審議会では男女共同参画に関し、基本計画の策定や変更に関する事項、苦情や相談の

申し出に関する事項のほか、施策の推進に関する重要事項について調査・審議等を行っていた

だくことになります。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 再質問を行います。 
 新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 
 今後の展望につきましては、条例とプランが市民に広く浸透していくよう行政と推進委員会

とが共に動き推進を進めていってほしいと思います。 
 そして広報ふえふきの中に笛吹の未来ということで、１ページ、男女共同参画推進委員会を

いつも取り上げていただき、１人でも多くの人が関心を持って見ていただきたいと思います。

この広報ふえふきは、どこへ行っても１ページもらうということがうらやましがられています。

そしてこの９月号の中に、この一番下のところに笛吹市男女共同参画推進条例の第７条第１項、

自治組織等の責務が取り上げられています。一番下に載せていただいてあります。この地域に

おける男女共同参画の推進にあたっては、女性の意見が反映されるような組織づくりが求めら

れていますが、実際には区の役員には女性が入っていけない現状があります。市の応援策とし

て何かあげられることがあるでしょうか。 
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） 
 新田議員の再質問、区の役員に女性の登用という支援策があるかというような話でございま

すが、ちょっと紹介させていただきますが、実は第２次プラン策定の折にこれは平成２２年４月

になりますが男女共同参画、市民の実態調査を行いました。区会に誰が出席するのかというふ

うな質問に対しましては、半数以上の回答が男性が出席しているという回答でございました。

その理由を伺ったところ世帯主だから、これまでの習慣だから、男性のほうが会議に慣れてい

るからという回答が全体の８割を占めておりました。 
 さらにそういった政策決定の場に女性の参加が少ない原因というふうな質問をしたところ、

女性自身が消極的というふうな回答が最も多く、これは３０％。ついでやはり男性の理解が得

られない、足りないというのが１８％となっておりました。これらのことから今後、一層の女

性の参画、参加を求めるためには女性自身がさらに学習を深めるということと、それから家族

の理解、協力が必要ではないかと。市といたしましては、先ほど申し上げましたように推進委

員会と連携を図りながら、こういった啓発活動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） 
 新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 
 今、部長の答弁でやはり区の集まりには世帯主の男性が行って、会議には慣れていない、ま

た女性の消極的ということが出てきましたが、少しでも多く、学習の機会を与えてもらえれば

いいなと思います。そしてやはり推進委員会と行政で共に進んで、また同じことですが、協力

して進んでいって、地域に出て進んでいってほしいと思います。 
 それと政策決定の場に女性の参加促進ということにつきましては、今、全国的に見ても女性

でも知事、市長が出ています。そしていつの日か、笛吹市にも女性の市長が出ればいいなとい

うことを期待しています。 
 市長にお聞きしますが、女性が市長になるにはその秘訣は何か。どのようにすればいいか、

聞かせてもらいたいと思います。 
 部長ではなくて市長に聞きたいです。 

〇議長（小林始君） 
 市長。 

〇市長（荻野正直君） 
 例えば選挙に出る秘訣を先に教えてもらいたいと、それから女性がやっぱりそういう立場に

出てくるという環境づくりは、まわりの人たちがしてあげるんではないかと思います。それは

市会議員であってもそうだし、県会議員でもそうですし、国会議員でもそうだと思います。そ

の中でなおかつ、例えば大臣になるとか、あるいは総理大臣になるとか、そういうふうな立場

になるにしても、やはりまわりの人たちとの融合、そしてその人がリーダーシップをどこまで

持っているかということではないかと思います。ですからそこに出るまでの過程というのは、

それは逆に私も教えていただきたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 新田治江君。 
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〇１５番議員（新田治江君） 
 私は今日、その市長の言葉でテレビを見た人が私もやってみようかと思う人が出てくればい

いなということを期待しました。でも環境づくりとか、まわりの人との融合とか言っていまし

たけど、やはりそのとおりだと思います。でもやはりああいう人になりたいな、やってみよう

かなという、みんながそういうものを見せるのも大切だと思います。急に言って、ありがとう

ございました。この議場の中にもやはり、議員側にも女性が半分、そして執行側にも女性が半

分、半々くらいにいればいいな、そうなることを願って、またこの男女共同参画の形成に向け

て行政と推進委員会と、本当にこれから地域へ出てやろうというときですので、協力をよろし

くお願いします。これからも期待しています。 
 そして次には宣言都市については、県内の状況はどのようになっているのか教えていただき

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） 

 今度は答えさせていただきますが、都市宣言の県内の状況でございますが、現在３市が宣言

をしておりまして、都留市、それから南アルプス市、それから北杜市でございます。情報によ

りますと甲府市が準備中というふうにお聞きしております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 
 まだ条例も出たばかりでプランも動き出したばかりですので、ちょっと急いでいる質問かも

しれませんが、でもこの宣言をすることによって、条例プランの推進が進められるよう、市民

に多く知ってもらいたいというためにも一日も早い取り組みを願います。 
 そして次の質問ですが、審議会の設置が２７日になされましたが、９名ということですが、

その９名の男女比はどうなっていますか。 
〇議長（小林始君） 

 河野市民環境部長。 
〇市民環境部長（河野修君） 

 男女共同参画審議会の男女の構成でございますが、公募の方が１名いらっしゃいまして、そ

の方を含めて９名ということでございます。男性が４名、女性が５名で女性のほうが半数以上

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） 
 男女のいずれか一方の委員の数が１０分の４未満とならないようにということで、本当にあ

りがとうございます。男性４、女性５ということで、ありがとうございます。 
 そしてあと１つ、質問はＮＷＥＣフォーラムの意見交換会で足立区の方からは、その審議会

のほうの傍聴ができないということを言っていましたが、傍聴についてはどのようになってい
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るでしょうか。 
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） 

 傍聴でございますが、本市の男女共同参画の審議会につきましては、笛吹市の付属機関の会

議の公開に関する要綱に該当いたします。したがいまして、この審議会は条例に基づいて設置

した付属機関ということで原則公開となりますので、会議の傍聴を希望する方には傍聴ができ

るようになっておりますので、進んで参加していただくということになると思います。 
 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） 
 足立区は６５万人の人口で、やはりこちらとは数が違うんですけど、でもやはり笛吹市のほ

うは絶対傍聴できるよねなんて、みんなとも話をしました。よかったです。ＮＷＥＣのフォー

ラムにも職員３名が同行してくれ、いつも熱心に協力いただいて感謝しています。市民に条例、

プランの浸透が広くなることを願っています。 
 ２問目の質問に入ります。高齢者が元気に活躍するまちについて。 
 ふえふきいきいきプランでは、基本理念の中に高齢者が元気に活躍するまち、安心できるま

ち、互いに支え合うまちを将来像として見据えています。高齢化が進む中、高齢者の元気は地

域の活性化であり、国保の医療費の減少にも貢献します。全国的にも老人クラブの減少が問題

とされています。前にも取り上げましたが、この減少はとても残念でなりません。再度、笛吹

市はどのように取り組んでいるか、お聞きしたいと思います。 
 １．老人クラブの現状、打開策。 
 ２．老人、高齢者クラブの出番は。 
 ３．社協に専用の車を配備できないものか。 
 ４．やってみるじゃんとの関連。 
 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、荻原保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（荻原明人君） 
 新田治江議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに老人クラブの現状と打開策についてでありますが、笛吹市老人クラブの平成２４年

４月１日現在の会員数は３，７７９人、クラブ数は８５クラブとなっております。近年、高齢

化が進む中、クラブ数および会員数はいずれも減少傾向にあります。老人の仲間入りという抵

抗感、また老人という言葉への抵抗、さらには集団的活動から個人的活動へのライフスタイル

の変化などによる後継者不在ということが原因と考えられます。 
 このような実態を踏まえまして、市といたしましては社協とも連携する中で、若手会員の加

入促進、また地区の事情により休会中の地区老人クラブにつきましては各地区に働きかけを行

い、活動や会員の加入を支援していきたいと考えております。 
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 また、区長会や民生委員協議会などの機会を捉えまして、会員が増えますよう啓発活動にも

積極的に取り組んでまいりたいと考えております。 
 次に老人クラブの出番はについてでありますが、老人クラブの目的は仲間づくりを通じて生

きがいを高め、健康長寿を目指すことや高齢者が互いに豊かな経験や知識を出し合い協力し助

け合い、地域全体をよりよくする活動に進んで参加すること。また健康・友愛・奉仕などの活

動に積極的に参加することを目的としております。このような目的を達成するために、老人ク

ラブの役員の方々が各種団体の委員などに委嘱されている場合がございます。 
 今後も市の事業を進めていく上で、さまざまな場面で積極的に参画していただくよう取り組

んでまいりたいと考えております。 
 次に社協に専用の車を配備できないものかについてでありますが、現在、笛吹市老人クラブ

連合会で各種行事に多数の方が参加される場合には、市のバスを活用していただいているとこ

ろであります。しかしながら、老人クラブの役員の方々が少人数で会議等に出席される場合は、

現状では個人所有の車での移動をしていただいております。専用車輌の配備につきましては必

要性なども考慮しながら、関係部局と連携しながら研究していきたいと考えております。 
 次にやってみるじゃんとの関連についてでありますが、介護予防事業やってみるじゃんは平

成１７年度より地域の高齢者が要介護状態にならないように健康チェック、体力測定、かんた

ん体操等を各地域において実施しております。平成２３年度の実績は地区公民館等において１，

１３０回、１２４行政区で開催しまして、参加者実人数は２，５７２人、延べ人数で１万１，

８２６人の参加をいただきました。 
 ご質問のやってみるじゃんとの関連についてでありますが、この事業は社会福祉協議会に事

業委託をして実施しております。社会福祉協議会が老人クラブの事務局を行っておりますこと

から、参加者への声かけを地区の老人クラブを中心にお願いして、実施している地区が多くご

ざいます。 
 今後につきましても老人クラブの皆さま方をはじめ、区長および民生委員の方々にご協力を

いただきながら、事業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。 
 新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 
 １番の打開策ですが、最近のラジオで山梨県の６５歳以上が過去最高の高齢化２４．７％と

も言っていました。厚生労働省の推計で認知症高齢者３００万人、６５歳以上の１０人に１人

ということが新聞に載っていました。高齢化が進む中、老人クラブの元気が地域の活性化であ

り、人生の後半を元気に地域の仲間と過ごせないことは、時代に逆行していると思います。減

少傾向が見られるようになったのは、いつごろからでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 荻原保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（荻原明人君） 

 新田治江議員の再質問にお答えいたします。 
 老人クラブの、いつごろから減少傾向になったのかとのご質問でありますけども、平成１９年
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度頃まではクラブ数、また会員数、多少の減少はございましたが、おおむね横ばい状態であり

ました。平成２０年度頃から減少傾向が顕著になってきております。平成２０年度のクラブ数

が当時は１０１クラブございました。会員数は４，７４５人。４年間経ちまして、平成２４年

度のクラブ数８５、会員数３，７７９人、先ほど申し上げましたけども、４年間でクラブ数に

つきましては１６クラブが減少。それから会員数は９６６人と、１千人近い減少となっており

ます。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 
 あと、よく役員のなり手がないということを聞きますが、県、市でも女性委員会を設立した

り、運営の見直しをしているようですが、なかなか進んでいかないという状況のようです。そ

してクラブ活動以前、老人クラブ以前の問題として女性が区の役員になってもらい、役を経験

してもらうことによって、後半、また老人クラブの役員というときに受けてもらえると思うん

です。いきなりかなりの年配になって役員をやってくれといっても、とてもそれは無理なこと

で、もうちょっと若いうちから区の役員の中に女性をぜひ入れてもらうよう、区への交渉をし

たらよいと思いますが、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） 

 再質問にお答えをさせていただきます。 
 老人になる前、若いころから区の役員等に女性の方の参画をということで、先ほどの男女共

同参画等にも関連するかと思いますけども、やはりそういった男女共同参画条例、そういった

趣旨に則りまして、そういったことを市を挙げて推進していくことが必要ではないかというふ

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） 
 条例にも地域の参画ということが載っています。条例をやはり進めていくことと同時に、現

在１００歳以上が４９名いて、そのうち女性が４４名、男性が５名です。女性のほうが確実に

長生きです。後半の部分は女性に面倒をみてもらうくらいの気持ちで、地区の運営のところか

らそういうふうな女性を少しずつでも役員に出して、そして後半、老人クラブの役員というと

きにはやれるよとなるから、いきなりではなくて、そういうふうな順序を追っていってやって

もらったほうが、私は役員のなり手がないということの打開策の１つではないかと思いますの

で、今後そのような目で見てもらいたいと思います。 
 そして高齢者の出番ですけど、具体的には委嘱の団体というのはどんな団体なんですか、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。 
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〇保健福祉部長（荻原明人君） 
 再質問にお答えします。 
 老人クラブの出番はということで、いろんな団体、また審議会等へ老人クラブの方にご活躍

をいただいておりますけども、具体的には笛吹市の総合計画審議会などを代表といたしまして、

高齢者福祉計画の策定委員さん、あるいは地域包括支援センターの運営協議会の委員さん、ま

た各地域には地域審議会がございますけども、地域審議会の委員さん、それから笛吹市地域公

共交通会議という組織が高齢者の立場で参画をしていただいているなど、幅広くご活躍をいた

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） 
 新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 
 高齢化が進む中、生涯現役の心意気が必要であり、高齢者のボランティア養成講座などはあ

りますか。そして現に活躍しているボランティアにはどんなものがあるか、教えてください。 
〇議長（小林始君） 

 荻原保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（荻原明人君） 

 再質問にお答えいたします。 
 高齢者のボランティア講座等を行っている内容等につきましてですけども、いくつかござい

ます。シルバーボランティア養成講座というのを毎年、これは保健福祉部、高齢福祉課の所管

で行っておりますけども、平成２２年度には講座受講者修了者２７名、２３年度は受講者５５名、

講座修了者の中からは活動といたしまして、傾聴ボランティアのグループ、赤ずきんというグ

ループを結成して活動しておられます。そして在宅の一人暮らしの高齢者宅の草取りですとか

ごみ出し、あるいは枝切り等を行っている男衆ボランティア、そういった団体もございます。

またこのシルバーボランティア養成のほかにいきいきサポーター養成事業、今年度の５月から

スタートした新たな事業ですけども、この事業も５月からすでに講座のほう３７名ほど受講し

ていただいております。介護支援ボランティアの養成も兼ねておりまして、介護施設等での配

膳のお手伝いとか、入所者の館内移動の際の介護とか、また話し相手などのボランティアもし

ていただいております。 
 そのほか地域の小中学校の子どもたちの登下校の安全を確保する目的で、登下校見守り活動

を行うボランティアの方々も、市内全域では２７０名を超える高齢者の皆さんに活動していた

だいているということで、ボランティアの関係の事業をご紹介させていただきました。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 
 では専用の車ということですが、老人クラブの役員のなり手がないということに対して、車

を出してもらえるとなれば、この事態は変わってくると思います。合併前は社協で会合にもボ

ランティアまつりのバザーの出品のものも集めてまわってくれて、とてもよかったと言ってい

ます。地域によっては母子寡婦の解散にもつながってしまいました。今は乗れている人でも高
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齢になれば乗れなくなります。経費もかかりますが高齢者の元気が得られれば、もっとよい効

果も生まれると思います。個人の車も事故のもとと思うと大変です。ぜひ検討してください。 
 そして、やってみるじゃんのほうでは、１７年からしているやってみるじゃんが今は出席率

が伸びているのか、下がっているのか、そういう状況を教えていただきたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、荻原保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（荻原明人君） 

 再質問にお答えいたします。 
 やってみるじゃんの事業も平成１７年度以降の参加状況についてでございますけども、初年

度の平成１７年度は９，９９２人が参加人数でした。その翌年１８年度は１万４，９９０人と、

だいぶ増えました。平成１９年度１万４，６８８人、２０年度１万５，６４９人、２１年度１万

５，１４０人、２２年度１万４，５３０人、平成２３年度につきましては１万５，６３４人と

いうことで、年々参加者の増加を見ております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 
 でも増加ですごいいいですね。増加ということで。そして車ですが、よく民生委員さんが自

分の車を出してまわっている人たちもいます。でも家族の人によっては、危ないから乗せては

いけないと止められたという人もいます。民生委員さんが車で参加者を乗せた場合の、車の保

険なんかはどのようになっているでしょうか。 
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） 

 再質問にお答えをいたします。 
 市が行います、こういった事業は損害賠償の保険に加入しておりまして、こういった事業の

中でケガとかが起きた場合には、その保険の適用となりますけども、ご質問の民生委員さんが

参加者をご自分の車で送迎するような場合には、それぞれの自動車の保険の対応になる場合が

多いと思いますので、その関係につきましては、市のほうでは保険は対応しかねますのでご理

解をいただきたいと思います。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 
 今後、車をということになれば人件費、経費もかかりますが、高齢者の元気が得られれば費

用対効果の面からも得策と思います。高齢者の元気は地域の活性化につながります。やはり車

があれば民生委員さんも安心して人集めができると思いますので、今後、地域の高齢者の元気

のために車などを検討してほしいと思います。やはり車の責任ということになると、本人たち

もちょっと心配していますので、十分検討してください。 
 以上で、終わります。 
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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） 
 再質問にお答えをいたします。 
 やってみるじゃん等の事業ですけども、各地域の中でも中央開催といった場合には市のバス

を使わせていただいて、そういった中で送迎をさせていただく。あと地区単位の開催というと

ころにつきまして、先ほど民生委員さんが個人的に送迎していただいているようなケースがあ

るということですけども、そのへんにつきまして今後の課題とさせていただいてよろしくお願

いしたいと思います。 
 それから車輌の配備につきましても、関係部局と検討させていただ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） 
 以上で、新田治江君の一般質問を終了いたします。 
 関連質問を許します。 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 男女共同参画についての関連をさせていただきます。 
 男女共同参画については、私の考えはいろんなところへ女性を家族の理解を得て輩出して頑

張っていただくのが所期の目的と考えております。過日の共同参画の総会の折に会の中心的な

女性の方も私に、この中から１人でも多くの女性を輩出するというのが目的だというようなこ

とも言っております。頑張っていただくのは大変結構ですが、最近この男女共同参画について

の所期の目的を忘れたのかなというのが世間の一般の話ですね。ですから、ここで再認識の上

で男女共同参画の推進について、本当の目的というか、趣旨を改めて当局の考えをお聞きした

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） 

 男女共同参画という話になりますと、手っ取り早く女性を役員に登用というふうな話になっ

てしまうという話でございますが、先ほどのアンケートを紹介しましたが、例えばよく言われ

るのが男性は仕事、女性は家庭、そう思うか思わないかということで、そう思うという方がこ

れは本当に大部分を占めているのが現状でございます。そうした中で、まず男女参画社会の基

本法には男女が互いにその人権を尊重しつつ責任を分かち合い、性別に関わりなく、その個性

と能力を十分に発揮することができる社会ということが謳ってございますが、まずこれを基本

に私どもは推進を進めているということでありますが、もう少し柔らかく言いますと、男だか

らとか女だからとかということに関係なく、一人ひとりがまず大切にされる。それからその個

性や能力を生かす、自分の意思と責任で社会に参画していく、そして生き生きとした生き方が

できるようになる。そしてみんなで支え合う社会だというふうに思います。 
 一例を申し上げますと学校では進学や就職において、男女問わず個人の適性を尊重した進路

選択がなされていると。家庭では家族全員が互いに協力して家事、子育て、介護などを行って
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明るく楽しい家庭生活が送れているだそうです。それから職場では男女ともに仕事と家庭、地

域生活の両立が可能なバランスの取れた働きやすい職場環境が整っていること。それから地域

では地域活動やボランティア活動に男性も女性も主体的に関わり、住みよい地域づくりに参画

していることということがいわれております。そうした社会の実現だろうというふうに思って

おります。 
 今後、先ほど来、出ておりますが推進委員会の活動と合わせて啓発活動等を通じて理解をさ

らに深めていって、そうした理解が深まった中で女性も社会にもっと出ていただけるというふ

うになっていけばいいなというふうに思います。そういった取り組みを今後、進めていきたい

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） 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 いろいろありがとうございます。ぜひ、先ほど部長が言いましたように、各いろいろの会合

とか、そういった総会のときに改めてそういうことを認識していただいて、この参加している

女性方に非常に頑張ってもらいたいなと、こんなような感じがしました。ありがとうございま

した。 
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。 
 １１番、中村善次君。 

〇１１番議員（中村善次君） 
 正正会の中村善次です。 
 合併特例を借り受け多くの事業を計画・推進している今日、市民にとり今後、将来に向け必

要な事業もあるだろうが、中にはそうでない事業もある。特例期限延長が認められたものの、

ここで立ち止まり再検討することが大事な行為であるとも考えます。 
 市民は納税に苦しみ、また消費税の増税、新税となる都市計画税が平成２７年度より課税も

されます。市民の生活は今後苦しい一途を辿ることとなり、これからなお一層の少子高齢化が

進み、人口の減少をきたし、働く者の減少が増加することは避けられません。いわゆる低成長

の時代を迎えることとなります。 
 有利な起債とはいえ多機能アリーナ建設、砂原橋の架け替え、バイオマスタウン構想等々、

巨額の費用を要する大事業を行う場合、それが市民にとり必要なのか。あるいは必要でないの

か、重要度の見極めを誤ってはならないと思います。市民の安全・安心は保たれているのか、

疑問視するのみであります。 
 以下、質問いたします。 
 １．平成１７年度より実施した単年度事業名と、これに用いた使用額についてお聞きします。 
 ２．平成１７年度より実施した継続事業名と年度ごとの使用額と今後の使用計画について伺

います。 
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 ３．平成２３年度末までの特例債使用額について伺います。 
 ４．特例期限内の総使用額について、お聞きいたします。 
 ５．特例債の返済計画について、お聞きをいたします。 
 ６．中長期間における地方交付税の動態と今後の見込み額について伺います。 

〇議長（小林始君） 
 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、風間経営政策部長。 

〇経営政策部長（風間和仁君） 
 中村善次議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに、平成１７年度より実施した単年度事業名とこれに用いた使用額についてでありま

すが、平成１７年度から実施した単年度事業は全部で１０事業でございます。 
 事業名と、その合併特例債使用額を申し上げます。 
 境川児童館駐車場整備に７３０万円、石和東小学校児童館整備に４，４２０万円、金沢憩い

の森整備に７８０万円、本庁南館改修整備に４億２，４４０万円、御坂児童センター整備に８，

６４０万円、電算室統合整備に８，１００万円、一宮西小学校屋内運動場整備に５，７２０万

円、かすがい東保育所整備に２億１，４８０万円、八代ほたるの里整備に２，３９０万円、春

日居水防倉庫整備に１７０万円となっております。 
 次に、平成１７年度よりの継続事業名と年度ごとの使用額と今後の使用計画についてであり

ますが、平成１７年度からの継続事業は道路新設改良事業、農業基盤整備事業および消防施設

整備事業の３事業であります。 
 各事業の年度ごとの使用額と今後の使用計画でありますが、まず道路新設改良事業につきま

しては平成１７年度３億６，２００万円、平成１８年度３億８，２１０万円、平成１９年度３億

４３０万円、平成２０年度２億５，２６０万円、平成２１年度４億８，９００万円、平成２２年

度２億２，９６０万円、平成２３年度４億９，６３０万円となっております。今までの活用総

額は２５億１，５９０万円であります。また、本年度分も含む今後の起債計画額は１５億２，

６９０万円となっております。 
 次に農業基盤整備事業でありますが平成１７年度に１億８，０８０万円、平成１８年度に１億

７，６５０万円、平成１９年度に２億６，６４０万円、平成２０年度に２億８，４８０万円、

平成２１年度に１億１，６２０万円、平成２２年度に１億６，５１０万円、平成２３年度３億

１，８９０万円となっております。今までの活用総額は１５億８７０万円でございます。また、

本年度分を含む今後の起債計画額は８億７，３８０万円となっております。 
 次に消防施設整備事業でありますが平成１７年度に４，６２０万円、平成１８年度に４，

２６０万円、平成１９年度に１，６２０万円、平成２０年度に４，９５０万円、平成２１年度

に５，４００万円、平成２２年度に７，０１０万円、平成２３年度に６，４７０万円となって

おります。今までの活用総額は３億４，３３０万円であります。また、本年度分も含む今後の

起債計画額は２億１，７１０万円となっております。 
 次に平成２３年度までの特例債使用額についてでありますが、平成２３年度決算までの合併

特例債活用総額は１３１億７，４９０万円となっています。 
 次に特例期限内の総使用額についてでありますが、本年度の本市中期財政計画において合併

特例債活用総額を、ごみ処理場建設事業費も含め３３０億円と推計しております。しかし、ご
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承知のとおり合併特例債の活用期限が５年間、延長されました。平成２７年度以降の事業にお

いて、財政面で他の事業よりも合併特例債を利用したほうが有利である場合は当然、合併特例

債の活用を優先することになるものです。そうなりますと、活用総額はさらに増加するものと

考えております。 
 次に特例債の返済計画についてでありますが、本市で合併特例債など民間金融機関から借り

入れた場合には、据え置きせずに翌年度から起債の元利金の償還を行っております。また起債

の償還年数は当該施設の耐用年数以内と決められておりますので、一般会計の起債の場合、１０年

償還と２０年償還に区別して借り入れを行っております。このことにより、本市では起債の借

入年度、借入額および償還年数により返済計画を立て、中期財政計画の公債費に反映させてお

ります。 
 次に中長期間における地方交付税の動態と見込み額についてでありますが、国の示す平成

２６年度までの中期財政フレームにおいて、地方自治体の一般財源総額を平成２３年度の水準

を維持するとしております。これにより本市の普通交付税は市税に大幅な変動がなければ、平

成２６年度までは８０億円台後半を推移すると見込んでおります。平成２７年度からは、合併

算定替えから段階的に一本算定化されます。平成３３年度には、旧芦川村を含め完全一本算定

による交付となるため、現行の算定基準では普通交付税総額は６０億円ほどになると見込んで

おります。 
 以上で、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 再質問を行います。 
 中村善次君。 

〇１１番議員（中村善次君） 
 ２番目の質問ですけども、平成１７年より実施計画されておる継続事業ですけども、まだ予

算等がついていなくて着手していない事業も中にはありますよね。そういった事業、あとどん

な事業があるのか、事業名だけで結構ですのでお聞きしたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、成島財政課長。 
〇財政課長（成島敦志君） 

 ただいまの再質問でありますけども、１７年度からの継続事業の中でまだ予算等がついてい

ないもの等があるのではないかと、事業名ということでございますけども、質問の通告された

内容で１７年度より継続しているというものということでお答えさせていただいていますので、

途中、入っている継続事業も若干ありますので、そのへんを私のほうで回答するということで

よろしいでしょうか。 
 まず、すでに執行は終わっておりますけども、年度で借り入れを２年度、継続年度を分けて

執行しているようなものについてお答えさせていただきますけども、春日居駅の周辺整備です

ね。それから重要河川西田川整備、そしてここで終わりましたけども防災無線の整備。あと出

資債のほうになりますけども、水道事業の関係で境川、それから御坂の上水道送配水システム、

あと農協施設整備の中の県営事業の部分がございます。あと公立保育所の整備。あと大型の部

分になりますけども、石和温泉駅とか八代ふるさと公園、あと砂原橋関係、それから一宮中学

校の改築、一宮の学校給食共同調理場、以上でございます。 
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 以上、答弁といたします。 
〇議長（小林始君） 

 中村善次君。 
〇１１番議員（中村善次君） 

 ありがとうございました。答弁によりますと総額３３０億円使用する。簡単に考えまして返

済分３０％で約９９億円という金額なんですけども、これをどのように返済するのか、お聞き

をしたいと思います。 
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） 

 中村議員の再質問にお答えさせていただきます。 
 笛吹市では３年間のローリングをしながら、総合計画に基づきながら事業を行っております。

その中で起債につきましても、計画的に返済を行っていきたいと思っております。３年間のロー

リングをしながら、いろんな事業を取り入れながら行財政改革をしながら、そのときできるも

のについてしっかり返済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） 
 中村善次君。 

〇１１番議員（中村善次君） 
 よく分かったような、私も分からないような状況ですけども、次にいきます。 
 ３３０億円の借り入れにつきましては、おおよそ利息がどのくらいになるのか、分かりまし

たら、おおよそで結構ですけども、お示しいただければありがたいです。 
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） 

 大体ということですけども、非常に金利の関係が現在、低金利で推移しております。それか

ら借り入れの条件等、非常に５年でさらに金利の見直し、１０年で借り換え、条件はいろんな

条件の中で現在、借り受けをしているところであります。 
 借りるということでございますので、すでに執行しているものもございますけども、もし今、

一度に３３０億円をここで借り入れて、ある程度の利率をもって、どの程度の利息になるかと

いうことでお答えするということでよろしいでしょうかね。 
 ３３０億円をそのまま借り入れたとして、金利の状況は分かりませんけども、１％として今、

見たといたしますと、これは２０年償還でありますけども、元金のほうは均等で返してまいり

ますので、１６億５千万円が均等になります。それに対して２０年で利子のほうがおおむね３３億

８千万円ぐらいに、１％ではなってくるという状況になるかと思います。 
 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 中村善次君。 

〇１１番議員（中村善次君） 
 それらをもう少し具体的に、平成２３年度に限って結構ですけども、銀行から借り入れた特
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例債の金額、これに利息がどれほどついたのか。これはきちっと数字が出ますよね。課長、ど

うでしょうか。 
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） 

 決算によるところでありますけども、２３年度の決算の中では利子といたしましては、地方

債の元利償還金は全体の額では決算として、皆さんのお手元にもいっているところであります

けども、ちょっと元利償還額ということで合併特例債の部分の償還額ということでのお答えで

よろしいでしょうか。 
 失礼しました。２３年度の元利償還額ということで。２３年度の元利償還額が３７億４，

２００万円であります。その中で地方交付税のほうで措置、これはいわゆる合併特例債等、自

主財源以外で返済している部分になりますけども、対応する部分で試算によりますと２２億８千

万円、自主財源分としての返済は１４億５千万円、これは一定の利率での出し方でしておりま

すので、おおむねこんなふうな算定をされるという状況でございます。 
 以上でございます。 

〇議長（小林始君） 
 中村善次君。 

〇１１番議員（中村善次君） 
 国が赤字国債を発行しなければ、国は破綻に陥ると安住財務大臣も先立ってテレビで語って

おられました。こんな時期に本当に合併特例債の７０％が地方交付税として配分されるのか、

私は非常に不安視しております。これは私一人ではないと思いますけども、当局のお考えをお

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） 

 中村議員の再質問にお答えさせていただきたいと思います。 
 国におきましては、現金として地方交付税をいただいております。また現金が出せない場合

につきまして、減債対策債というような形で、起債をしなさいというような形でさせていただ

いております。そのようなことを見る中で、しっかり国のほうではいただけるようなことをし

ていただいておりますので、現金ではないにしろいただけると思っております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 
 臨時財政対策債という名前で起債を発行することが許されております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 中村善次君。 

〇１１番議員（中村善次君） 
 次に継続事業ですけども、これに関わる次年度、平成２４年度の予算ベース等、お分かりで

したらお示しをいただきたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 成島財政課長。 
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〇財政課長（成島敦志君） 
 継続事業のうちの２４年度分というお話でございますけども、先ほど２３年度決算までの関

係の継続事業ということでお話をさせていただきましたけども、すでにお答えさせていただい

ています道路新設改良、それから金額もですか、道路新設改良につきましては２４年度、今回

９月の補正が出ておりますけども、それまで含めますと６億２，５００万円ございます。それ

から農業基盤整備でありますけども、土地改良分になりますけども・・・。 
〇議長（小林始君） 

 中村善次君。 
〇１１番議員（中村善次君） 

 もし、この数字が提示できるということであれば、事業ごとの２４年度予算ベース、これ別

な資料として、またいただければありがたいんですけども。 
〇議長（小林始君） 

 成島財政課長。 
〇財政課長（成島敦志君） 

 それでは９月補正までを提出させていただきますので、それを含めて事業の分かるものの資

料を提供させていただきます。 
〇議長（小林始君） 

 中村善次君。 
〇１１番議員（中村善次君） 

 では先ほどの、資料は提出をよろしくお願いしたいと思います。 
 市の借金、市債が平成３１年には４００億円を超すといわれています。また下水道に関わる

負債も３５０億円をこれも超えるでしょう。莫大な借金を抱えることとなります。そういった

中、本年度予算が３２０億円、特例期限終了時の本市の予算規模ですけども、概算で今後の情

勢等を見越した中での数字がもしここで参考にお示しいただければ幸いですけども。お願いし

ます。 
〇議長（小林始君） 

 成島財政課長。 
〇財政課長（成島敦志君） 

 特例期間が、期限が延長されたと、借り入れの期間が延長されたということでありますけど

も、その点につきましては、先に公表させていただきました中期財政計画の中でもまだ予定さ

れていない部分でありましたので、そこを反映したものとしての計画もまだ出しておりません

ので、特例期間が延長された中で最終的に予算がどうなっていくかというところは、これから

の試算というところになってまいります。それにつきましては、また長期財政計画のほうを、

総合計画等の策定が予定されておりますので、そこも加味しながら長期財政計画を策定という

ことでお答えさせていただきたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 中村善次君。 
〇１１番議員（中村善次君） 

 平成２７年度より本市の地方交付税は、極端に減少します。合併特例期限終了時より、７年

間の本市への交付税の見込み額が分かりましたら、この点についてもお示しをいただきたいと
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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） 

 再質問にお答えさせていただきます。 
 ３年ごとの推計をさせていただいているわけですが、それにつきましても代表質問等で答弁

する中で非常に大きな乖離が生じておりますので、今ここで申し上げることはできかねます。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 中村善次君。 

〇１１番議員（中村善次君） 
 なんにしてもこれからの笛吹市の本当に重要な問題であるし、数字なんですよ。そういった

ものを提示することができない、概算でも結構だと私、今、言ったはずなんだけどもそれもで

きないと。こういうことですね。 
 では、次にいきます。 
 交付税の見込み額のうち、基金に充当する額はどのくらいを予定しているのか。また、これ

らがどれくらい減少するのか、伺いたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 成島財政課長。 
〇財政課長（成島敦志君） 

 地方交付税の中から基金充当分はということだと思いますけども、地方交付税のほうはそれ

ぞれ国の長期財政フレームがありますので、その中で決められて配布されます。それについて

は一般財源として使用するということになりますので、それぞれの年度において基金の充当分

はまた考えていかなければならないと、そういうことでございます。その点については、ここ

で将来的なもの、基金の積み上げ等の地方交付税の充当額についてお答えすることはできませ

ん。 
 以上でございます。 

〇議長（小林始君） 
 中村善次君。 

〇１１番議員（中村善次君） 
 私の質問はすべて未定だというのが答えですので、先にいきます。 
 地方交付税の交付税額減少が明らかにされております。合併特例債を活用した大型事業の推

進、完成後に多額の維持費が発生することが見込まれております。市民の安定した生活を守っ

ていけるのか、このへんについてお聞きをしたいと思います。 
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） 

 中村議員のご質問にお答えさせていただきたいと思います。 
 市では行財政改革というものを行っております。やはり、このような先の分からない時代だ

からこそ、非常に短いスパンで見直しを行っていきたいと思っております。今現在、第２次行
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革の大綱が出る中で、わずかでございますが人件費の削減等ができておりますので、そういっ

たことで一生懸命取り組んでいって、市民の皆さまに安心した生活を行っていただけるよう、

非常に素早い対応を考え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） 
 中村善次君。 

〇１１番議員（中村善次君） 
 よろしくお願いしたいと思います。 
 市長はアリーナ建設の説明会において、市の財政は一時レッドゾーンに達するとの見解を口

にしております。現時点における見解はどのような見解を持っているのか、市長にお聞きした

いと思います。 
〇議長（小林始君） 

 荻野市長。 
〇市長（荻野正直君） 

 財政計画につきましては、以前は１０年後というような形で長期のレンジでやっておりまし

たけども、昨今の経済状況等々を見ますと、なかなか明日も読めないような部分もあります。

しかしそれを言ったら何も前へ進みませんから、今、５年ごとにいわゆる財政計画をつくって

おります。しかも毎年、それをローリングすると、そういう形でさせていただいております。

したがって、私はいつも職員ともども話をしておりますのは、いわゆる分度という言葉を使い

まして、自分たちの収入に見合った支出をしていきましょうという話を常日ごろさせていただ

いております。収入に見合わないことをしますと、いわゆる破綻がくる。それから予測の中で、

できる範囲内の予測をしていきましょうというようなことも繰り返し申し上げながら、今日ま

で、合併以後、いわゆる行財政改革を進めながら、なおかつ財政経営をさせてきていただいて

いるわけであります。 
 その結果的に今年度、あるいは前年度についても実質的には経済収支では黒字になっている

とこういうふうな状況ですし、経済収支を見ましても今年度は出ておりませんけども、昨年ま

では７５％という、こういう状況であります。 
 したがいまして、やっぱり体質が私はこれからの笛吹市の行政に大きく左右すると、こうい

うふうに思っております。したがいまして、たしかにこのまま合併特例債を借りる、今の事業

をしていきますとレッドゾーンに入る、これは間違いない事実であります。しかし、それをど

う乗り切っていくかという、そのことを今、職員ともども勉強させていただきながらしている

のが現在の結果であります。当初、例えば今、１６０億円近い基金がありますけども、これを

誰が予測したかということを考えましても、私どもは１円たりともやっぱり無駄をしないで財

政経営をしっかりしていこうと、こういう姿勢でさせていただいておりますから、もちろん不

慮の、どんな状況がこれから起きるか分かりません。例えば３．１１の震災にしましても、やっ

ぱりその中でどう対応できるかと。そういう力を職員が一人ひとりのマンパワーをつけていく

ということに全力を挙げていきたいというふうに考えております。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 中村善次君。 
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〇１１番議員（中村善次君） 
 今後、財政状況がさらに厳しくなる状況において大型事業の推進による笛吹市のまちへの経

済効果は未知の部分がまだ多すぎます。荻野市長は地方交付税が減少し財政が逼迫する中、笛

吹市のまちと子どもたちに何を残したいと考えているのか。この点についてもう１点、お答え

を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） 

 これは終始一貫して私どもの総合計画、これを進めることに尽きるというふうに思います。

未来の子どもたちに向かっては、例えば今、話題にしました多機能アリーナでありますけども、

これはいわゆる私どもの暮らしの中でどういう形で活用していくかと、魂をどれだけ入れてい

くかということによって、この施設は活用できるわけであります。例えば今年、直木賞をとっ

た辻村深月さん、仮定の話になりますけども例えばスコレーセンターの図書館がなかったらど

うだったんだろうかというふうに考えますと、やっぱりあってこのような素晴らしい人が出た

んではないかというふうな推測もいたしますし、例えば今、スコレーセンターを使っていろん

なふえふき文化・スポーツ財団が年間３０をちょっと下りますけども、事業をしておりますけ

ども、最初はこんなことはまったくできなかった。しかし、そのことが一つひとつできるよう

になり、つい先日の例えば子ども落語、ひとつみていただきましても、本当に全国へ出しても

恥ずかしくないような子どもたちの素晴らしい演技が、いわばそこで落語が披露されているわ

けです。やっぱりこういったことの積み重ねだというふうに思います。 
 そして先ほど質問にもありましたけども、高齢化社会がどんどん進んでいきます。高齢化社

会の中で今、高齢化のいわゆる６５歳以上の人たちがどんな生活をしているだろうかというこ

とを考えますと、例えば過日行われました石和温泉のソフトボール大会、出場した選手の中で

スーパーハイシニアというグループがあるんですけども７０歳以上で、まだ元気にプレーがで

きる。そしてこれらができる環境がある。こういうふうな環境を１つずつ、私は今、この時期

につくらなければ、何もしなかったらこの地域はどんどん衰退をしていくと、こんなふうに考

えております。 
 したがいまして、造る施設につきましては、やはり文化・スポーツ財団を中心にした活動が

しっかりできる。そしてなおかつ先ほども心配がありました団体の事務、あるいは事務等を誰

がやるかということですけども、これも今すでに笛吹市の文化協会、あるいは体育協会等々に

おきましては文化・スポーツ財団がこの事務を行っている。なおかつ個々のグループについて

も各部につきましても要請があれば、これにはそういった事務的にも応援をしていくと、こう

いう流れが今、できつつあります。 
 いわゆる大きい市になって、そして大人たちが元気に生き生きと暮らしている姿を見て、子

どもは私は育っていくというふうに思います。そして今、学校教育の例を見ていただいても分

かりますように、今、笛吹市で一番お金を投入しているのは学校教育、学校現場であります。

学校現場をやっぱりしっかりつくっていくことによって、子どもたちは育つというふうに確信

をいたしておりますし、そしてなおかつ子ども議会の実施をすることによって、子どもたちの

意見も吸い上げ、そして未来塾というようなものをさせていただいて、これについても大変、

それぞれの中学校があるわけでありますけども、横の連絡がなかなかとれないというふうな現
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状の中で、各学校からの代表の方たちに来ていただいて、そしてなおかつ人生経験豊かな方に

ご講演をいただくというようなことをする中で、ますますこの笛吹市に対しての子どもたちの

理解をいただき、そして明日に向かって頑張っていただけるというふうに確信をいたしており

ます。 
 以上であります。 

〇議長（小林始君） 
 中村善次君。 

〇１１番議員（中村善次君） 
 市長も私も終戦直後に生まれ、日本の貧しい時代に育ってきました。子ども同士助け合って

小学校、当時も本当に同級生同士が手を取り合って、これまで私ども、きた記憶がございます。

すべて昔がよかったとは私は申しません。今後、笛吹のまちと子どもたち、心の豊かさを望む

市政を求め、私の質問を終わります。ありがとうございました。 
〇議長（小林始君） 

 以上で、中村善次君の一般質問を終了いたします。 
 関連質問を許します。 
 （ な し ） 
 関連質問を終わります。 
 暫時休憩いたします。 
 ３時４０分、再開といたします。 

休憩  午後 ３時２３分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ３時４０分 
〇議長（小林始君） 

 再開いたします。 
 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。 
 ９月の議会ということで、平成２３年度決算がお示しされ、認定議案が提出されました。本

市においては総合計画に掲げた笛吹市の将来像を実現するため、市民サービスの向上に努めつ

つ、合併特例期間終了後の本市の財政も見据えながら、行財政改革に取り組まれているものと

思います。１問目としまして行財政改革の成果と今後の展望について、お伺いたします。 
 まず、平成２３年度決算の状況を前回、公表した中期財政計画と比較してお尋ねします。 
 財政運営は、子ども手当や東日本大震災などのような予測困難な変化や事象にも対応しなけ

ればなりません。２３年度予算編成時には、中期財政計画の公表を見送られた経過もあります

ので、前回とは２２年３月に公表したものということになります。それと２３年度決算の数値

との比較の中で、２３年度は健全な財政運営が図られたとお考えでしょうか。市としてどのよ

うに評価されているのか、お聞きいたします。 
 次に第２次行財政改革進捗状況報告書が示されていますが、達成状況がやや遅延となってい
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る項目のうち補助金等および補助団体の見直しについて、どのように検討され実施に移してい

るのか、お伺いします。 
 また、同報告書において普通建設事業の見直しについては再設定としておりますが、具体的

にどのように改善を図っていくお考えなのでしょうか、お聞きします。さらにその他のやや遅

延の項目について、具体的な検討の状況はどのようになっているのでしょうか、お示しくださ

い。併せて引き続き行財政改革を推進していくにあたって、検証も踏まえて今後の課題と展望

についての見解をお尋ねします。 
 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、風間経営政策部長。 

〇経営政策部長（風間和仁君） 
 志村直毅議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに平成２３年度決算の状況は、長期財政計画の数値との比較の中で健全な財政運営が

図られたかについてでありますが、平成２２年３月に公表しました長期財政計画につきまして

は、公表後２年以上の経過をしております。その間、国の経済対策における地域活性化事業の

追加および子ども手当等の創設、ならびに東日本大震災における各種関連事業の実施などが行

われたため、平成２３年度決算数値は当計画とは大幅に乖離しております。 
 財政計画と決算数値の比較により、財政経営の健全性を一概に評価することはできません。

しかしながら、歳入歳出項目ごとに決算数値と財政計画を分析・検証してみますと歳入におい

ては市税は的確に見込んでおりますし、地方交付税および国庫支出金は推計以上に確保できて

いることが分かります。また歳出においては、行財政改革において削減項目としている人件費、

物件費、補助費および繰出金の総額において４億５千万円以上の削減を達成しております。 
 以上のことからも、平成２３年度決算においては実質単年度収支の黒字、基金積立額および

財政健全化４指標の数値の面だけでなく、健全な財政経営が図られたと評価できるものと考え

ております。 
 次に補助金等および補助団体の見直しについてでありますが、補助金等および補助団体の見

直しは、健全な財政基盤構築に向けた具体的な改革項目の１つであります。現在、補助金等を

交付している団体については、実績報告書等を用いて使途状況の検証を行い、基本方針に則っ

て交付しております。 
 また、補助金を新設する場合は終期の設定を必ず行い、終了時点での事業評価により継続か

廃止かの判断を行うこととしております。 
 今後とも本改革につきましては、市民目線や公平性の観点を重視した中で、十分な検証を重

ねてまいりたいと考えております。 
 次に再設定となっている普通建設事業の見直しについて、どのように改善するかについてで

ありますが、普通建設事業においては国の経済対策により、国庫補助金等の確保および活用に

おいて、前倒しによる実施のほうが有利な場合があります。また、合併特例債を活用する事業

においては、合併特例期間内に事業完了することが望まれます。 
 以上のことから、普通建設事業においては早期の着手と完了が財政的にはメリットがあると

判断されるところであります。また、大規模の建設事業については、多額な予算繰り越しも発
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生いたします。このことから本改革項目において、再設定が毎年必要であると考えております。 
 次にやや遅延とされた項目の具体的な検討状況でございますが、収納率の向上の改革項目に

ついては早期の滞納整理を行い、収納率向上を図るよう改善いたしております。また公共施設・

市保有土地の有効活用については、年度内に公共施設白書を作成し課題の抽出を行うこととし

ております。 
 他の改革項目についても、進捗状況や国等の施策を見据えた中で事業検証、事業の見直しを

逐次行い、常に効率的、効果的に安定した行財政経営を続けるよう改革を推進していきたいと

考えております。 
 次に今後の課題と展望についてでありますが、今後の課題につきましては普通交付税が平成

２７年度より段階的に一本算定化され、最終的には現在よりも２７億円ほどの削減が予定され

ております。このことへの対応が、本市の行財政改革に求められている喫緊の課題だと思って

おります。 
 ご質問のとおり行財政改革は不断に行うものであり、実効ある行財政改革を断行していく必

要があると考えております。現在、取り組んでおります事務事業の行政評価をはじめ、行政機

能の外部委託、事務事業の効率化の徹底等を積極的に図りながら、行財政改革に鋭意取り組ん

でいきたいと考えております。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 再質問を行います。 
 志村直毅君。 

〇２番議員（志村直毅君） 
 それでは、再質問をさせていただきます。 
 まず地域財政計画については、昨年度については公表がなかったということで、また今年度

に向けて今年の３月につくっていただいてあります。これを見ますといろんな、毎年毎年、そ

の変化に対応しながら計画を立てていただいているということも見えてきますし、また質問の

中にも入れましたように普通建設事業費といったものは、将来的にはだいぶ減少していくと。

そういったところで、その交付税の減少にも対応するような計画がつくられているというふう

に認識もしております。 
 そういう中で、さまざまな昨日、それから本日にわたって質問の中でも決算に関わる部分、

財政運営にかかる部分も出てきたわけですけども、特に１つは収入未済額がいろいろな部分で

どうしても出てきてしまうと。ここの部分が非常に難しい面も実際にはあるわけですけども、

どのようにこれからそこを、少しでも納めていただくような努力をスピーディーにやっていく

かというところが１点、あるんではないかなというふうに感じています。 
 その中で進捗状況の報告書の中では順調というふうに出されている部分の１つとして、保育

所の運営費、保護者負担金の収納率向上というところが順調なわけですけども、これは実際に

は額が大きいので全体としても５億円を超える負担金をいただく中で運営していると。そうい

う中で収入未済額が１割あると、もう４千万円以上の金額ということになってしまう。ここの

ところは順調といえば、現年分は順調に納めていただいているわけですけども、過年度分も含

めてみると必ずしも順調というふうに、厳しく言えば、言っていいのかどうかというようなと

ころもございます。このへんの対応をどのようにしていかれるのかなといったところを、まず
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１つ、これは保健福祉部のほうにお聞きしたほうがいいのかなと思いますけども、お願いいた

します。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、鶴田福祉事務所所長。 
〇福祉事務所所長（鶴田一二美君） 

 志村直毅議員の再質問にお答えをいたします。 
 たしかに保育所のほうは順調に、現年につきましては９８％以上の徴収率、過年につきまし

ては残念ながら１６％前後という低い徴収率ですが、年々、徴収につきましては努力した結果、

滞納はだいぶ減らしてきております。その対策といたしましては、平成２２年度から臨時徴収

員を新たに雇用いたしまして、直接徴収を行うという対策をとりまして、滞納の減少に努力し

ております。またすでに滞納があったものにつきましては、分納約束などをしまして時効の中

断をし、不用意な不納欠損などをしないようにして、今後も努め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ます。 

〇議長（小林始君） 
 志村直毅君。 

〇２番議員（志村直毅君） 
 本当に大変な部分、また子育てしている親の立場から考えると、なんとかできないものかな

という複雑な思いもあるわけですけども、やはりこれは行財政改革を進めていく上では避けて

は通れない部分でもありますので、さまざまな助成等も市の施策としてもしながら、一方では

こういった部分もきちんとやっていくということが必要なのかなというふうに感じています。 
 それからもう１点お聞きしたいわけですけども、今後、引き続き行財政改革を推進していく

という中で、行政評価あるいは資金調達、こういった部分は監査委員さんのほうからご意見も

いただいているところでありますが、これまでにも行政評価の取り組みについてはお聞きもし

てきたわけですけども、やはり選択と集中という意味では、不要な事業をどんなふうにして、

この合意形成を図っていきながら、やはりそれを見い出して実践に移していくかというところ

も非常に重要な部分であります。今後、行財政改革大綱にしたがって進めていく上でこの行政

評価、あるいは不要な事業を、やはりあぶり出していかなければならないというところについ

ての考え方を、今後の展望という中でお聞きしたいと思います。お願いいたします。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、成島財政課長。 
〇財政課長（成島敦志君） 

 志村議員もいろんな面で、内容的なものを見ていただいているというように感じております。 
 笛吹市の行財政改革大綱によって、今、市としても行政経営システム等を活用して事務事業、

根本からいけば事務事業、それぞれの事業についての市の職員がどんなふうな目標を持って、

それに向けてどんな実績を挙げていくかと。最終的にはどんな成果、それから課題等があるの

かと。そういうところを１点１点、今現在、進めているわけでありますけども、ただ事務事業

だけではなかなか判断できないものもございます。総合計画に基づく施策評価、施策がござい

ますので、現在２８の施策、それが今後また、後期基本計画の中で変わってくることがありま

すけども、全体として市としてどう考えていくのかと。そういうことも含めて、その施策の方

向づけなんかを、総合計画も絡みながらしていかなければならないという状況がございます。 
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 そういうところと、これまで進めてきた前期の総合計画の絡みと事務事業のそれぞれの内容、

そういうものをそれぞれ評価もしますし、その評価に基づいて最終的な判断もしていかなけれ

ばならないというところもございますので、ぜひそのへんまでしっかり活用した中で、何かを

切るということは非常に難しい作業でありますけども、やはり選択と集中は欠かせないもので

ございますので、そこのところに尽力をこれからもしていくというふうに考えております。 
 以上でございます。 

〇議長（小林始君） 
 志村直毅君。 

〇２番議員（志村直毅君） 
 本当に大変な、というふうに考えれば大変な部分なんですけれども、やはり行財政改革大綱

にもしっかり示されているとおり、これからあれかこれかという選択をしていかなければなら

ない、そういった行政の仕事もなんでもかんでもできないということは、やはり私たち議会と

してもしっかり認識をした中で市の事業をしっかり見ていきたいなというふうに思っています。 
 １点、数字の部分で中期財政計画の中で、再質問の部分で普通建設事業、これは見直しが、

またさらに合併特例債の発行期限が延長ということになりましたから、今後また見直していか

なければならない部分ではありますが、現時点では平成２７年度からは１４億円というふうな、

一応、数字が入っているわけです。これは内訳としては起債をしたり、今、一般財源からとい

うようなこともあると思いますけど、１４億円のうちの内訳、大まかに起債分がどのくらいで

一般財源がどのくらいなのかというような部分がお分かりになりましたら、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） 

 志村議員の再質問でございますが、ちょっと今、資料を持ち合わせておりませんので、いか

がいたしたらよろしいでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 志村直毅君。 
〇２番議員（志村直毅君） 

 では、その部分はあくまで計画をつくる段階の見込みでありますので、一般財源の２億円、

それから起債部分が１２億円弱というような仕分けになっているかというふうにお聞きしてお

ります。これはやはり、これ１つとってみても、いろいろな事業を進めていくのにやはり起債

をして、そういったものを活用して、それに一般財源を投入して事業を進めていくということ

でありますから、やはり今、進めている大型事業にしても私たちもそういったことをしっかり

理解しながら、また市のほうでもそういった説明をしていただければ、これは十分、理解をし

ていただける、数字的にはですね。あとはやはり公共施設のマネジメントという部分では、や

はり公共施設の考え方も思想が必要ですし、これはやはり合併した市ですから。今まで旧市町

村のままで持っていた、この公共施設が全部そのままでいいということは、やはり市民の皆さ

まにもこれはご説明すれば、それでいいという答えは返ってこないと思うんです。やはり合併

した市として、どのようにやっていくか。そういう中で基盤整備を図って、これにはどのくら

いかかると。今後かかる、その行財政改革を進めていく中で発生するコストをこういう形で吸

収してやっていくんだというところは、これからもしっかりお示しをしていただきながら、行
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財政改革にもしっかり取り組んでいただきたいなと、こんなふうに思います。この点について、

ご見解をいただきたいと思います。 
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） 

 総務部の山下部長のほうから報告があったかもしれませんが、公共施設のどういったものを

生かし、どういったものを捨てるなんていうとあれですけども、手をつけないで、いわゆる選

択、集中を今からしていかなければならないと思います。されど、どうしても必要なものもご

ざいます。そういったものにつきましては、橋梁の長寿命化とかそういったものもございます

ので、ときの状況を見ながら、また国等の状況を見ながら適切な予算執行を行っていきたいと

考えております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 志村直毅君。 

〇２番議員（志村直毅君） 
 それでは、２問目の質問に入ります。 
 この夏は大変な猛暑、酷暑となり、これまでのところ降雨も極めて少なく、基幹産業でもあ

る本市農業に与える渇水の影響は、暑さとともにダブルパンチとなっています。さらに農業に

従事する人にとっては身体的な負担も大変厳しいものがあり、まさにトリプルパンチともいえ

る状況となっております。 
 一方で７月には九州各地では豪雨で甚大な被害、８月には関西でも雷を伴った大雨が頻発し、

落雷による死者も出るといった状況も発生しております。他県のこととはいえ、お見舞いとお

悔やみを申し上げ、早期の復旧をお祈りする次第であります。 
 また例年ではこれから秋雨前線の到来とともに台風の多い季節となることから、本市におい

ても大雨や浸水等の心配も予想されます。近年の気候変動やゲリラ豪雨の増加等によって、そ

の影響や災害の規模は予測を超えるケースも出てきていると感じます。こうした中で市内の河

川管理や改修等について、質問いたします。 
 市内には国や県が管理する河川、市が管理する河川のほか農業用水路等の役所内ではその担

当が異なる小河川等も含め、多くの河川や水路があります。河川や水路は、その整備と適切な

維持管理によって保全されることが、市民にとっても便利で快適な生活環境を確立していくこ

とにつながることは言うまでもありません。 
 そこで市内主要河川等の維持管理、ならびに改修、排水対策および水防対策等について以下、

お伺いたします。 
 市内河川の状況のうち特に県が管理する主要な河川において、人口の集積した石和地域を流

れる渋川の中流から流末や御坂町黒駒から二之宮を通り笛吹川左岸を流れる馬場川の流末、さ

らには天川や藤沢川などの流末など、平地部で笛吹川等へ合流する流域では河川内の堆積土砂

や雑木、雑草の繁茂等が多く、地域住民からの改善要望も毎年のように出されていることと思

います。管理者が県という中で市の対応はどのようになされているのか、まずお尋ねします。 
 次に河川の維持管理とともに、河川に関わる施設として橋梁の維持管理、更新等の観点から

長寿命化修繕計画を策定し対応されています。６７３橋すべての計画策定の完了の見込みと長
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寿命化による橋梁のライフサイクルコストの縮減効果は、どの程度かお伺いします。 
 次に優先順位を見極めながら、必要な市内の河川や水路等の改修を進めていく必要があると

考えますが、改修と併せて市の準用河川や普通河川等の管理道路の活用も含めた地域住民から

の要望への対応について、ならびに生活道路や水路の整備による市民満足度の向上を図るため

の市の考え方について、それぞれご見解をお聞かせください。また、かねて要望が出されてい

る渋川の排水機の更新に向けて、市の対応を改めてお伺いします。 
 最後に８月に公表した今年度版の本市の水防計画について、重要水防区域および警戒個所の

中には河床掘削未施工、堤防高不足、護岸不完全といった水防上の観点からも早期の改修が望

まれる河川がいくつかあります。いずれも河川管理者は県等でありますが、市の水防上、早急

な対策を強く求めるものですが、市としての対応をお聞きし２問目の質問といたします。 
〇議長（小林始君） 

 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、斉藤建設部長。 

〇建設部長（斉藤寿君） 
 志村直毅議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに地域住民からの改善要望に対する市の対応はについてでありますが、毎年度、各行

政区より提出される要望書を市がとりまとめ県等へ要望書を提出し、各要望個所を市ならびに

県等で立会いを行い、緊急性の高いところから浚渫、伐木、除草等を行っていただいておりま

すが、さらに可能な限り積極的に要望していく考えであります。 
 次に長寿命化修繕計画策定見込みとライフサイクルコストの縮減効果についてでありますが、

橋梁の長寿命化は橋梁の更新時期を引き延ばし平準化するため、従来の対症療法的な修繕から

予防的な修繕への転換を図ることで、ライフサイクルコストの縮減を図るものであります。 
 市では平成２２年度から橋梁長寿命化修繕基本計画の策定に着手し、平成２３年３月に概要

版を公表させていただきました。今後は平成２４年度まで点検を行いまして、平成２５年度に

修繕計画を作成していく予定であります。 
 また概要版の中で計画的かつ予防的な修繕対策により、おおむね１００年以上を目標にした

長寿命化が見込まれ、今後５０年間の事業費を比較すると従来の一般型管理である架け替えが

約１８７億円に対し、長寿命化型管理である修繕計画は約９６億円となり、ライフサイクルコ

ストの縮減効果は約９１億円との報告がなされております。今後さらに修繕計画の細部にわた

り検討を重ねてまいります。 
 次に、地域住民からの要望への対応や市民満足度の向上を図るための考え方についてであり

ますが、管理道路につきましては地域住民の要望の中で用地提供等の協力が得られれば、地区

要望事業の中で整備を進めていく考えであります。また簡易な道路修繕につきましては、職員

によるパトロールを実施する中、随時対応しております。さらに道路・水路整備につきまして

も地域住民の要望を優先に、緊急性の高いものから鋭意整備を進めたいと考えております。 
 次に渋川の排水機の更新に向けての市の対応についてでありますが、以前より河川管理者で

ある山梨県に更新の要望をしてきたところであります。しかしながら、山梨県による排水機の

更新は、渋川の下流域の改修が完了していることなどから困難との回答をいただいております。 
 今後は渋川からの排水口である濁川の影響が大きいと考えられますので、伏越水門の機能等

も含め、検討していきたいと考えております。 
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 次に水防上の観点からも早期の改善が望まれる県管理等の河川対策についてでありますが、

随時管理者と協議を行い対応策を検討しており、緊急性の高いものから可能な限り実施してい

ただけるよう積極的に要望していく考えであります。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 再質問を行います。 
 志村直毅君。 

〇２番議員（志村直毅君） 
 ありがとうございます。大変、河川の管理というのはやはり市ですべてできるわけではない

というところで、市民の皆さんの要望もお聞きする中で、また対応していかなければならない

ということで、非常に難しいこれも課題かなというふうに思います。 
 そうは言いましても、こういう時期になりますと河川内にかなり雑草が繁茂して、ここで大

雨が来た場合にはなかなか大変ですし、逆に今度は堆積したものを地域の方たちもなんとかし

て上げようと思っても、これは対応が難しいと。少し上のほうにいくと傾斜がありますから、

そういうことはないんですが、どうしても下流域、特に馬場川、天川などこういったところの、

今、現状を見ていただいても、これは緊急性が高いかなというふうに感じている次第です。そ

ういう意味でも、また長寿命化を図っていただく中でも、今はもう予防保全というような考え

方で進めていっていただくことが重要だというふうに思いますし、劣化の要因も多様ですが、

定期的な点検、この計画の中にもありますけども、これは１年に一度はすべての橋梁を確認し

ているということでよろしいんでしょうか。 
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） 

 志村議員の再質問でありますが、長寿命化計画の中で橋梁の点検をしているわけですけども、

６７３橋を毎年行っているわけではございません。あくまでも本年度まで、平成２４年度まで

に６７３橋の点検を終えて、今後の修繕計画を立てていくと。平成２５年に、また点検をする

かといいますと、問題等が発生すれば点検もいたしますけども、普通でいけば毎年は行ってい

ないということであります。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 志村直毅君。 

〇２番議員（志村直毅君） 
 そういう部分もありますけども、防災の主流化というようなことが昨今言われています。渋

川の排水機の更新も含めて、この防災の主流化ということを河川の管理の中でも、また１問目

に関連しますが行財政改革の中で普通建設事業がだんだんやりにくくなってくるという中にお

いても、そういった点でこの事業を進めていっていただきたいというふうに考えるわけですけ

ども、この点についてのご見解を一ついただければと思います。防災の主流化。お願いします。 
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） 
 志村議員の再質問ですが、橋梁の長寿命化に関してと受け止めております。 
 市では６７３橋、多い橋梁が架かっているわけですけども、いろいろ市内には高速道路、あ

るいは国道、県道等もあります。その中で順位を決めて、市では今、長寿命化の実施計画の中

で災害用道路になる部分については、高速道路が使われるということで高速道路に架かってい

る橋梁かなという形で、今、捉えているわけですけども、議員の言われるように今後、検討を

するものがたくさんあるかと思いますけども、時間をかけて、時間もさほどありませんけども、

来年度かけて今後、検討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） 
 志村直毅君。 

〇２番議員（志村直毅君） 
 橋梁の長寿命化も含めて、河川の管理も併せて防災の主流化、予防保全でお願いしたいと思

います。 
 任期最後の一般質問、これにて終了させていただきます。 

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。 
 前島敏彦君。 

〇２３番議員（前島敏彦君） 
 志村議員の関連質問をさせていただきますけども、先ほど部長のほうから河川の草木が繁茂

して、平らなところはということでございますけども、橋梁の、われわれみたいな傾斜地のほ

うでもずいぶん繁茂しておりまして、そのへんもぜひお願いしたいと思いますけども、それか

ら中央高速が市内に東西にあります。その側道の中はともかくとして、市道、水路等もずいぶ

ん草木が繁茂しておりまして、そういった中で交通面でのずいぶん妨げだとか、今、教育面で

も児童生徒の防犯面でもぜひ早いうちに、このへんの除去をしていただきたいと思いますけど

も、このへんについて再度、部長のほうから答弁をお願いしたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、斉藤建設部長。 
〇建設部長（斉藤寿君） 

 前島議員の関連質問にお答えさせていただきます。 
 中央道の側道につきましては、市道部分がほとんどかと思いますけども、市ではパトロール

員、あるいは委託業者等に業務をしてもらっておりますので、なるべく早く見通しのよい、あ

るいは流れのよいような形で今後、処理をしていきたいと考えております。 
 また中央道の側道のフェンスの中はネクスコが管理しているわけですけども、その点につき

ましても影響があるかと思いますので、管理をしているネクスコのほうへ連絡をとって対応し

ていただけるよう、今後していきたいと考えております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 関連質問を続けます。 
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 （ な し ） 
 関連質問を終わります。 
 以上で、一般質問を終わります。 
 本日の議事は、すべて終了いたしました。 
 お諮りします。 
 明日７日から２５日までは議案調査のため、休会に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７日から２５日までは休会とすることに決定いたしました。 
 次の本会議は２６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。 
 ご苦労さまでした。 

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

散会  午後 ４時１６分 
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平成２４年笛吹市議会第３回定例会 
 

１．議 事 日 程（第４号） 
平成２４年 ９月２６日 
午後 ２時３０分開議 
於 議 場 

 
 

日程第 １ 議案第６３号 笛吹市火災予防条例の一部改正について 
日程第 ２ 議案第６４号 笛吹市営住宅条例の一部改正について 
日程第 ３ 議案第６５号 黒駒山恩賜県有財産保護財産区管理会条例の一部改正につ

いて 
日程第 ４ 議案第６６号 笛吹市ひとり親家庭医療費助成に関する条例の一部改正に

ついて 
日程第 ５ 議案第６７号 平成２４年度笛吹市一般会計補正予算（第３号）について 
日程第 ６ 議案第６８号 平成２４年度笛吹市国民健康保険特別会計補正予算（第

２号）について 

日程第 ７ 議案第６９号 平成２４年度笛吹市介護保険特別会計補正予算（第２号）

について 

日程第 ８ 議案第７０号 平成２４年度笛吹市介護サービス特別会計補正予算（第

１号）について 

日程第 ９ 議案第７１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

２号）について 

日程第１０ 議案第７２号 平成２４年度笛吹市公共下水道特別会計補正予算（第２号）

について 

日程第１１ 議案第７３号 平成２４年度笛吹市農業集落排水特別会計補正予算（第

１号）について 

日程第１２ 議案第７４号 平成２４年度笛吹市簡易水道特別会計補正予算（第２号）

について 

日程第１３ 議案第７５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２号）について 

日程第１４ 議案第７６号 平成２４年度笛吹市大積寺山恩賜県有財産保護財産区管理

会特別会計補正予算（第１号）について 

日程第１５ 議案第７７号 平成２４年度笛吹市稲山恩賜県有財産保護財産区管理会特

別会計補正予算（第１号）について 

日程第１６ 議案第７８号 平成２４年度笛吹市牛ヶ額恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計補正予算（第１号）について 
日程第１７ 議案第７９号 平成２４年度笛吹市大口山恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計補正予算（第１号）について 
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日程第１８ 議案第８０号 平成２４年度笛吹市崩山恩賜県有財産保護財産区管理会特

別会計補正予算（第１号）について 
日程第１９ 議案第８１号 平成２４年度笛吹市名所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２０ 議案第８２号 平成２４年度笛吹市春日山恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計補正予算（第１号）について 
日程第２１ 議案第８３号 平成２４年度笛吹市兜山外五山恩賜県有財産保護財産区管

理会特別会計補正予算（第１号）について 
日程第２２ 議案第８４号 平成２４年度笛吹市水道事業会計補正予算（第２号）につ

いて 
日程第２３ 議案第８５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２号）について 
日程第２４ 議案第８６号 平成２３年度笛吹市一般会計歳入歳出決算認定について 
日程第２５ 議案第８７号 平成２３年度笛吹市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認

定について 
日程第２６ 議案第８８号 平成２３年度笛吹市介護保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 
日程第２７ 議案第８９号 平成２３年度笛吹市介護サービス特別会計歳入歳出決算認

定について 
日程第２８ 議案第９０号 平成２３年度笛吹市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

認定について 
日程第２９ 議案第９１号 平成２３年度笛吹市公共下水道特別会計歳入歳出決算認定

について 
日程第３０ 議案第９２号 平成２３年度笛吹市農業集落排水特別会計歳入歳出決算認

定について 
日程第３１ 議案第９３号 平成２３年度笛吹市簡易水道特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 
日程第３２ 議案第９４号 平成２３年度笛吹市黒駒山恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計歳入歳出決算認定について 
日程第３３ 議案第９５号 平成２３年度笛吹市大積寺山恩賜県有財産保護財産区管理

会特別会計歳入歳出決算認定について 
日程第３４ 議案第９６号 平成２３年度笛吹市稲山恩賜県有財産保護財産区管理会特

別会計歳入歳出決算認定について 
日程第３５ 議案第９７号 平成２３年度笛吹市牛ヶ額恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計歳入歳出決算認定について 
日程第３６ 議案第９８号 平成２３年度笛吹市大口山恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計歳入歳出決算認定について 
日程第３７ 議案第９９号 平成２３年度笛吹市崩山恩賜県有財産保護財産区管理会特

別会計歳入歳出決算認定について 
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日程第３８ 議案第１００号 平成２３年度笛吹市名所山恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計歳入歳出決算認定について 
日程第３９ 議案第１０１号 平成２３年度笛吹市春日山恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計歳入歳出決算認定について 
日程第４０ 議案第１０２号 平成２３年度笛吹市兜山外五山恩賜県有財産保護財産区管

理会特別会計歳入歳出決算認定について 
日程第４１ 議案第１０３号 平成２３年度笛吹市水道事業会計決算認定について 
日程第４２ 議案第１０４号 平成２３年度笛吹市営春日居地区温泉給湯事業会計決算認

定について 
日程第４３ 議案第１０５号 山梨県後期高齢者医療広域連合規約の変更について 
日程第４４ 議案第１０６号 市道廃止について 
日程第４５ 議案第１０７号 市道認定について 
日程第４６ 議案第１０８号 平成２４年度笛吹市一般会計補正予算（第４号）について 
日程第４７ 議案第１０９号 契約の締結について 
日程第４８ 議案第１１０号 変更契約の締結について 
日程第４９ 議案第１１１号 人権擁護委員の候補者の推薦について 
日程第５０ 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 
 



 １７９ 

 
３．欠席議員 

 
 （ な し ） 

 
 

４．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名（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 
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再開  午後 ２時３０分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小林始君） 

 ただいまの出席議員は２３名であります。 
 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 
 本日も上着を脱いで結構です。 
 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、または騒ぎ立てることは禁止されておりますので静粛

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

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６３号から日程第４５ 議案第１０７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９月３日に上程され、各常任委員会に審査を付託してありま

すので、それぞれの常任委員長から審査の結果について報告を求めます。 
 はじめに総務常任委員会委員長、前島敏彦君。 

〇総務常任委員長（前島敏彦君） 
 それでは、議長より総務常任委員会にかかる審査結果の報告を求められましたので、報告を

いたします。 
 去る９月３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９月１０日、１１日

ならびに１４日から２０日までの５日間の日程により委員会を開会し、委員出席のもと関係当

局の出席を求め審査いたしました。 
 審査にあたり何点か質疑等ありましたので、主なものを報告いたします。 
 はじめに補正予算・条例改正等の関係について、報告します。 
 まず補正予算の総務部所管については、ゴルフ場用地の評価方式の変更による固定資産税の

減額の説明があったがどのような内容かとの質問に対し、ゴルフ場の評価については山林比準

方式と取得価格方式の２つがあり、これまで１カ所は山林比準方式、他の３つのゴルフ場は取

得価格方式で評価していたが、平成２４年度評価替えに伴い、全国的に評価方法の多い不動産

鑑定評価による山林比準方式に評価方法を統一したための減額補正であるとの説明がありまし

た。 
 経営政策部所管については、定例議会庁舎間配信システムの増額補正で既存のシステムに付

け加える内容は何かとの質問に対し、現状の議会中継システムはアナログ方式の機械で耐用年

数を過ぎている。今回の補正は既存の１人１台パソコンで中継を見ることができるように、信

号を変えるシステム機器の購入および構築費用である。パソコンを使った通信は、デジタル放

送システムの購入より安価で利便性もあり、今後の発展性も考えられるとの説明がありました。 
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 市民環境部所管については石和なごみの湯運営事業に関わる、ろ過機内ろ過材交換工事につ

いて増額となる理由は何かとの質問に対し、温泉の泉質等により、ろ過材の交換時期は施設ご

とにそれぞれ異なる。今回は指定管理者から不純物発生の報告を受け確認したところ、ろ過材

の交換が必要であり、衛生的なお湯を保つために増額補正するものであるとの説明がありまし

た。 
 消防本部所管の条例改正については、今回の条例改正の急速充電設備は市内にはいくつある

のかとの質問に対し、市内の自動車販売会社に３台、石和の旅館に１台あるが、今回の改正に

該当するものは、施行日の１２月１日以降に設置するものが該当するとの説明がありました。 
 続いて、決算認定について報告をいたします。 
 まず、総務部所管においては、自主防災組織防災整備費補助金についてどのようなものに補

助金が出るのかとの質問に対し、例年区長会で対象品の一覧表を配布しており、発電機や投光

器、大きいものは防災倉庫、備蓄品ではアルファ米、毛布、保存水などもある。また、防災マッ

プの作成にかかるペンや用紙、印刷代等も対象になり、補助金の上限は２０万円であるという

説明がありました。 
 次に経営政策部所管については、デマンドバスは石和温泉駅やみさかの湯などの主要施設等

に行ける路線になっているのに、境川バスについては町内の巡回だけで運行している。境川地

区から石和温泉駅等へつないでくれないか等の要望は出ているのかとの質問に対し、境川の巡

回バスについては、年少の子供達を対象にスクールバスの機能も兼ねており、一昨年からは境

川地内のショッピングセンターまでコース延伸したが、石和温泉駅までだとスクールバスも兼

ねているので時間的に厳しいところがあるが、また要望を聞く中で検討をしていきたいとの説

明がありました。 
 消防本部所管においては、ふれあいペンダントの設置数は年々増えているのか。また、住宅

火災警報器の普及率が低いというが、どのようなことをして啓発をしているのかとの質問に対

し、ふれあいペンダントについては、ほぼ年間４０件程度の横ばいで救急要請が来ている、設

置台数は、平成２４年現在でふれあいペンダントが２７９基、ふれあいセンサーが６基ある。

また、住宅火災警報器については、７月３１日現在で市の設置率は５７．１％になっており、

まだまだ低い率ではあるが、毎年増加傾向になってきている。９月４日には、石和温泉駅前に

おいて消防団と合同で設置促進の街灯キャンペーンを行い、このときの設置率は８０％強の結

果を得た。今後も消防団および関係団体等の協力を得ながら、設置促進を図っていく予定であ

る。また、消防団には本年１１月の火災予防運動期間に設置促進のＰＲ等を実施してもらう予

定であるとの説明がありました。 
 市民環境部所管においては住基カードは現在、住民票と印鑑証明だけ発行できるが、今後サー

ビスを向上させる意味で他の証明書等も発行できるような予定はあるのかとの質問に対し、戸

籍謄本・抄本、附票等が発行できるか現在検討中であり、それらを発行するためのシステム改

修をするには、おおよそ２千万円ほどの費用がかかるとの説明がありました。 
 また、各支所長・課長にも出席を求め、支所ごとの決算審査を行いました。 
 なお、議案第８６号 「平成２３年度笛吹市一般会計歳入歳出決算認定について」は、反対

討論がありました。 
 以上、総務常任委員会で審査されました主な内容について報告いたしました。 
 それでは、審査結果を申し上げます。 
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 議案第６３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６７号 「平成２４年度笛吹市一般会計補正予算（第３号）のうち、総務常任委員会

担当項目について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第８６号 「平成２３年度笛吹市一般会計歳入歳出決算認定のうち、総務常任委員会担

当項目について」、賛成多数で原案のとおり認定すべきものと決定。 

 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。 

 議案第６７号 「平成２４年度笛吹市一般会計補正予算（第３号）」についておよび議案第

８６号 「平成２３年度笛吹市一般会計歳入歳出決算認定について」につきましては、各常任

委員会に分割付託しておりますので、３常任委員長の報告終了後に討論および採決を行います。 
 それでは、議案第６３号を議題といたします。 
 お諮りします。 
 本案については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本案についての委員長報告は、可決です。 
 本案は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第６３号は原案のとおり可決されました。 
 次に教育厚生常任委員会に付託しております案件について、教育厚生常任委員長から審査結

果の報告を求めます。 
 教育厚生常任委員会委員長、中川秀哉君。 

〇教育厚生常任委員長（中川秀哉君） 
 それでは議長より報告を求められましたので、委員長報告をさせていただきます。 
 去る９月３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９月１０日、１１日

ならびに１４日から２０日までの５日間の日程により、全委員出席のもと関係当局の出席を求

め開会し、審査いたしました。 
 審査の過程において出ました主な質疑等について、報告いたします。 
 はじめに補正予算、条例改正等の関係について報告します。 
 保健福祉部所管では、石和保健福祉センター改修事業についての補正は、当初の計画よりい
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ろいろな事態が出たことの認識でよろしいのかとの質問があり、当初１１月から１月の間にか

け基本設計を行い積算したが、市民や職員の動線を考えレイアウト変更・面積の拡大が必要と

なったためであるとの回答がありました。 
 また照明のＬＥＤ化について、機器内容、金額について心配はないか。全庁舎的な取り組み

が必要ではないかとの質問があり、ここ１年から２年の間かなり進んできているが、今回のＬ

ＥＤ化は主要な照明のみとし、節電対策および職場環境を整えるために行う。機器内容につい

ては設計段階で精査しており、その後のメンテナンスやランニングコストが抑えられるため工

事をさせていただく。全庁的な取り組みは、管財課が中心となり進めていくと聞いているとの

回答がありました。 
 救急医療情報キット給付事業について、救急情報キットの配布の予算が増えているが、これ

までの実績は。また、実際に活用された実例はあるかとの質問があり、平成２３年度の１１月

から実施されており、情報キットの中身は個人情報満載で基本的に手上げ方式で申請してもら

い配布している。具体的には冷蔵庫の中に備え付ける。２３年度の実績としては２５０世帯に

配布。配備された世帯で情報キットを活用した情報は今のところないとの回答がありました。 
 続きまして市民環境部所管では、保険税の収入として１億７，５００万円が減るが、市民の

総所得が減っている。２２年度と２３年度の総所得はいくらか。また保健衛生普及事業費で、

国保を学ぶ講師謝礼が高い。市の国保がどのようになっているかは、分かりやすく市民に説明

できるのは職員で、職員が地域に出向き説明するほうが市民の関心が高まるのではとの質問が

あり、今回は２名の講師を予定している。昨年は女性団体連絡協議会主催で実施した。今年は

広い会場で、一般の方にも参加していただきたい。将来的には健康について考えていく。県内

で専門の研究している大学の先生を予定している。地域に出向くなど職員でできることは自前

で実施していく。総所得については２２年度は１８６億円、２３年度は１５７億８千万円で２８億

２千万円の減との回答がありました。 
 続きまして教育委員会所管では、小学校施設整備事業について各学校の緊急的な改修のうち

年度当初に体育館の暗幕、屋上防水シートは文書等で要望が出ていたのか。また、緊急性があ

るのか経緯をとの質問があり、いずれも故障や破損で当初から見込まれていたものではない。

また井戸ポンプ改修はプールやグランドの散水にも使用し、運動会時やホコリ等の発生する冬

場にも散水したい。防水シートは雨漏りがあり暗幕はほころびも多く、これからの行事に差し

障りがあるので、ここで改修したいとの回答がありました。 
 小中学校学校教育事業では通学路注意等看板とはどのようなものなのかとの質問があり、こ

れまでは市民活動支援課で法的に市道に設置していた。学校教育課でも看板をストックしてお

き、学校からの要望に迅速に対応するために補正させていただいたとの回答がありました。 
 続いて、決算認定についての報告をいたします。 
 まず保健福祉部所管では地域福祉計画の策定に際し、委託先事業者とその役割についての質

問があり、委託先事業者はサーベイ・リサーチ社で策定に当たっての各種調査からのニーズの

とりまとめと全国的な傾向やデータの比較による資料作成、レイアウト構成などを委託したと

の回答がありました。 
 また、震災避難者受け入れ事業では、送迎にあたったバス会社は市内業者であるかとの質問

があり、市内バス協議会との契約により事業を行ったもので、市内業者におおむね均等に協力

していただいたとの回答がありました。 
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 次に介護保険特別会計の地域支援事業の中で、介護予防第２次予防事業で生活機能調査の委

託料は６５歳以上の方に届いたアンケートがそうなのか。また、アンケートの結果として分かっ

たことは何か。総合相談・権利擁護事業の中で地域相談窓口での相談件数は何件くらいあり、

窓口が有効に使われているのかとの質問があり、この調査結果をもとにしていくつかの介護予

防事業に個人の身体状況で判断し、参加をいただくように指導やお願いをしている。決算資料

の中で地区相談窓口に寄せられた相談件数は平成２３年度２４２件。また高齢福祉課内の包括

支援センター内総合相談窓口では、年間３千件以上の相談を受けているとの回答がありました。 
 市民環境部所管では、環境推進課の収入における衛生費雑入のごみ指定袋販売代金で春日居

地区のごみ指定袋の販売代金との説明だが、他の地区での指定袋の扱いはあるのかとの質問が

あり、本市の場合、春日居地区を除き透明・半透明の袋を使い回収している。指定袋があるの

は春日居地区のみで、東山梨環境衛生組合の加入地で組合で指定されている。その関係で指定

袋を現在も使用している。２３年度の指定袋の販売代金は今までは各地域、町や市で購入し販

売していた。２３年度からは組合で一括し、作成し販売となった。残り分の収集袋を組合で買

い上げた金額であるとの説明があり、また合併し８年が経過し、春日居地区だけ東山梨環境衛

生組合に加入しているのもどうかとの質問があり、処理量との関係もあり現状しかない。しか

し、２９年度に供用開始となる境川ごみ処理場が完成すれば一緒となるとの回答がありました。 
 環境衛生事業のアダプトプログラム事業について、さまざまな補助金がカットされる中で周

知徹底の方策と有効活用の状況はとの質問があり、平成２３年度は１７団体で５０７名が登録

されている。予定は２０団体から２５団体を目的としていた。ほかにボランティア団体が１１団

体から１５団体ある。アダプトプログラム制度は年６回作業することが要綱で定められており、

年６回をクリアできるところを登録団体としている。また、ボランティア団体にもできるだけ

多くの回数を作業いただけるようにし、アダプトプログラム制度に登録するように取り組んで

いる。今後、新たなボランティア団体や企業に呼びかけていくとの回答がありました。 
 また、地域でできることは地域で、要綱のハードルを下げることはとの質問では、新たなボ

ランティア団体や企業には徐々に回数を増やし、年６回の基準をクリアできるようにしていき

たいとの回答がありました。 
 次に教育委員会所管では学校教育課、中学校管理事業の中でヘルメット補助について、自転

車通学の生徒全員がヘルメットをかぶる規則と思うが、今回一宮中・春日居中・浅川中の補助

であるが、石和中の生徒はかぶってなかったが石和中学校でもかぶることになっているのか。

市内同じように勧めるべきではないのかとの質問があり、石和中学校のヘルメットは希望者の

み購入となっている。ほかの４校は自転車通学の生徒全員がかぶることになっており、１年生

で最初に購入するとき１，１００円の補助を出している。石和中にも補助金は出している。学

校側でもヘルメットをかぶるよう指導しており、交通安全対策も含め今後も指導していくとの

回答がありました。 
 小中学校施設改修事業の中で、工事請負費について入札差金が多い。当初設計の段階でどう

なのか。また、施設の修繕料の金額の大きいものがいくつかある。主な理由は老朽化なのか、

どのような内容で使われているのかとの質問があり、設計はしっかり行っており、入札上の競

争結果である。いずれの施設も古く、３０年以上年経過しているものが多いため、老朽化に伴

い修繕費が多くかかることが最近の傾向で、件数も増加し１回の修繕にも多額の金額がかかる。

主な内容は水槽のポンプ取り替え・防火シャッターの修繕等、どうしても修繕しなければなら
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ないのが現状との回答がありました。 
 清風美術館について、以前、美術館をどのようにするか取り上げられたケースがあった。入

場者数はどのくらいに推移しているのか。施設の老朽化の対応は。基金の額はとの質問があり、

入館者数は、昨年は東日本大震災の影響で８９２名となった。閉館報道以降は１千人を超えて

いた。現在も震災の影響を受けている傾向があり、県外の利用者が少なくなっている。施設老

朽化の件は現在、一宮支所で検査しており、空調設備については改修済みでありますが、修繕

が必要なものは対応していく。基金については２４０万円との回答がありました。 
 以上、教育厚生常任委員会で審査されました主な内容についての報告を終わります。 
 なお議案第８６号 「平成２３年度笛吹市一般会計歳入歳出決算認定」、議案第８７号 「平

成２３年度笛吹市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定」、議案第８８号 「平成２３年度

笛吹市介護保険特別会計歳入歳出決算認定」、議案第９０号 「平成２３年度笛吹市後期高齢

者医療特別会計歳入歳出決算認定」、議案第１０５号 「山梨県後期高齢者医療広域連合規約

の変更」について反対討論がありました。 
 それでは、審査結果については次のとおりです。 
 議案第６６号 「笛吹市ひとり親家庭医療費助成に関する条例の一部改正について」、賛成

全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第６７号 「平成２４年度笛吹市一般会計補正予算（第３号）のうち、教育厚生常任委

員会担当項目について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第６８号 「平成２４年度笛吹市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）について」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第６９号 「平成２４年度笛吹市介護保険特別会計補正予算（第２号）について」、賛

成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第７０号 「平成２４年度笛吹市介護サービス特別会計補正予算（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７１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２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８６号 「平成２３年度笛吹市一般会計歳入歳出決算認定のうち、教育厚生常任委員

会担当項目について」、賛成多数で原案のとおり認定すべきものと決定。 
 議案第８７号 「平成２３年度笛吹市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について」、

賛成多数で原案のとおり認定すべきものと決定。 
 議案第８８号 「平成２３年度笛吹市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について」、賛成

多数で原案のとおり認定すべきものと決定。 
 議案第８９号 「平成２３年度笛吹市介護サービス特別会計歳入歳出決算認定について」、

賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 
 議案第９０号 「平成２３年度笛吹市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について」、

賛成多数で原案のとおり認定すべきものと決定。 
 議案第１０５号 「山梨県後期高齢者医療広域連合規約の変更について」、賛成多数で原案

のとおり認定すべきものと決定。 
 以上をもちまして、委員長報告といたします。 
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〇議長（小林始君） 
 教育厚生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６７号および議案第８６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おりますので、３常任委員長の報告終了後

に討論および採決を行います。 
 それでは、議案第６６号を議題といたします。 
 お諮りします。 
 本案については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本案についての委員長報告は、可決です。 
 本案は、委員長報告のとおり決することに異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第６６号は原案のとおり可決されました。 
 続いて、議案第６８号から議案第７０号までを一括議題といたします。 
 お諮りします。 
 本３案件については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本３案件についての委員長報告は、可決です。 
 本３案件は、委員長報告のとおり決することに異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第６８号から議案第７０号は原案のとおり可決されました。 
 次に、議案第７１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。 
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 本案についての委員長報告は、可決です。 
 本案は、委員長報告のとおり決することに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７１号は原案のとおり可決されました。 
 次に議案第８７号を議題とし、討論を許します。 
 亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 議案第８７号 「笛吹市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定」について、反対の立場か

ら討論を行います。 
 ２３年度決算においては歳入がおよそ８５億８千万円、歳出がおよそ８２億６千万円であり

ました。歳入においては不納欠損がおよそ１億６，６００万円、収入未済額が９億１，１００万

円にもなりました。相変わらず滞納が多いことを指摘しなければなりません。しかし、その中

でも収納率向上のためにさまざまな努力をし、結果、現年度分・過年度分ともにおよそ１ポイ

ントの収納率向上が見られたことに対しては評価したいと思います。 
 国民健康保険特別会計における歳入の主なものは、市民から納めていただく保険税と国庫補

助金、県の支出金、一般会計からの繰入金などであります。そのうち国庫補助金は年々減り続

け、２３年度決算では２２年度に比べ１％減額になりまして、その補助率は２８％になってし

まいました。 
 私たちが決算のたびに指摘することでありますけども、この国庫補助金、２３年度２８％は

１９８０年代のおよそ半額であります。この国庫補助金の減額が市民が納める保険税の値上げ

につながり、それによって滞納額が増え財政悪化を引き起こし、そしてまた保険税値上げにつ

ながるというような、わが笛吹市に見られる悪循環から抜け出せなくなっております。 
 さらに指摘したいことは子ども医療費、障害者医療費、ひとり親医療費、窓口無料に対する

国のペナルティ措置であります。この合計が２３年度決算では５，７９８万７千円にもなりま

した。特にペナルティ金額が高いのは、重度心身障害者医療に対する４，２１９万８千円もの

ペナルティであります。山梨県では、この重度医療窓口無料を廃止する方針を先日発表してお

りますけども、住民運動でようやく実現させたこの窓口無料の制度廃止の理由は国のペナルティ

金額があまりにも高額になるからというのが廃止の理由でありました。本来なら国が率先して

やるべきことでありますのに、地方が先行して行うとペナルティを科す、このようなひどい国

のやり方は誰もが腹立たしい思いをしていることと思います。 
 この決算を認定することは、国庫補助金の減額も理不尽な国のペナルティ措置もすべて容認

することになります。住民の福祉向上を本旨とする地方自治体の議員として容認することなど、

到底できないのではないでしょうか。 
 日本共産党は毎年、ペナルティをやめることや国庫補助金をもとに戻すことを国に求め続け

ております。さらに申し上げたいことは、国庫補助金は１９８０年代の半額になってしまった

ということを先ほど申し上げましたけども、１９８０年代といえば消費税が導入されたのが

１９８９年であります。社会保障のためだといって導入しましたけども、実際は社会保障をよ

くするためにはほとんど使われなかったことが、消費税が導入された時期と同じころから国庫

補助金が減らされ続けているこの国保会計を見ただけでも、まったく明らかではないでしょう
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か。 
 認定に対する反対理由は以上でありますけども、２５年度に向けて少し、二言申し上げたい

と思います。 
 ２５年度に向けて、わが党が議会でもたびたび求めていることでありますけども、限度額認

定証、今現在、短期証の方には発行されておりませんけども、この限度額認定証を短期証の世

帯にも発行すること。そして国民健康保険法４４条に基づく窓口負担の減免制度、これをぜひ

とも早急に実現することを求めまして、討論を終わります。 
〇議長（小林始君） 

 次に、原案に賛成者の発言を許します。 
 ２２番、松澤隆一君。 

〇２２番議員（松澤隆一君） 
 議案第８７号 「平成２３年度笛吹市国民健康保険特別会計決算認定」に賛成する立場から

討論を行います。 
 今回の平成２３年度笛吹市国民健康保険特別会計決算の総額は、歳入においては８５億８，

２９０万円、歳出においては８２億６，３７８万円の決算額となり、翌年度への繰越金は３億

１，９１１万円となっています。 
 近年の経済不況の中、国民健康保険加入者の所得は減少を続けており、その反面、医療費は

上昇の一途を辿っており、国民皆保険制度を維持する国民健康保険にとって国民健康保険税の

財源確保と医療費の支出をいかに低く抑えるかが保険者の役割といえます。 
 歳入の主なものについては国民健康保険税が２３億１，３００万円で歳入の２７％を占め、

国・県診療報酬支払い基金からの交付金が５３億９００万円で歳入の６２％を占めています。

特に健康保険税の翌年度分収納率は前年度収納率を１ポイント近く上回っており、評価するも

のであります。 
 歳出の主なものについては医療による保険給付費が５４億６，６２１万円で、歳出の６６％

を占め、介護納付金、高齢者支援金等、他の保険制度に対する拠出金が１５億５，１６９万円

で１８％を占め、共同事業拠出金が９億４，０２２万円で１１％を占めるなど保険給付費が伸

びています。 
 限られた財源の中で、非常に危惧すべき状況であると認識している国民健康保険事業であり

ますが、他の保険制度に加入していないすべての国民を対象とし、子育て支援としての出産一

時金の助成をはじめとする保険給付の一方、人間ドックの助成事業等への取り組み、またジェ

ネリック医薬品の普及を図るなど、医療費削減に努めていることがうかがえます。 
 さらに特定健康診査、特定保健指導事業の充実、収納率の向上対策、医療費の適正化対策な

ど重点的かつ効率的な執行に努めた結果と感じられるところでありますので、今回の平成２３年

度笛吹市国民健康保険特別会計決算認定に賛成する立場からの討論とさせていただきます。 
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８７号の採決を行います。 
 本案に対する委員長報告は、認定です。 
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 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 多 数 ） 
 起立多数です。 
 よって、議案第８７号は原案のとおり認定されました。 
 次に、議案第８８号を議題といたします。 
 お諮りします。 
 本案については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本案についての委員長報告は、認定です。 
 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８８号は原案のとおり認定されました。 
 続いて、議案第８９号を議題といたします。 
 お諮りします。 
 本案については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本案についての委員長報告は、認定です。 
 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８９号は原案のとおり認定されました。 
 次に、議案第９０号を議題といたします。 
 お諮りします。 
 本案については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本案についての委員長報告は、認定です。 
 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９０号は原案のとおり認定されました。 
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 次に、議案第１０５号を議題といたします。 
 お諮りします。 
 本案については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本案についての委員長報告は、可決です。 
 本案は、委員長報告のとおり決することに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１０５号は原案のとおり可決されました。 
 続いて建設経済常任委員会に付託してあります案件について、建設経済常任委員長から審査

結果の報告を求めます。 

 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） 

 ただいま、議長より審査結果の報告を求められましたので、建設経済常任委員会の委員長報

告をいたします。 
 去る９月３日の開会初日に本委員会に付託されました議案審査を９月１０日、１１日および

１４日、１９日ならびに２０日の５日間の日程により委員会を開会し、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。 
 はじめに、補正予算等の関係について報告します。 
 産業観光部所管では、農林振興課の鳥獣害防止対策強化事業費の原材料費４００万円の追加

について説明を求めたところ、シカによる被害を防ぐために現在ある防護柵を９０センチメー

トル嵩上げするためであり、場所については御坂町の十郎、藤野木、新上宿との説明がありま

した。 
 また高齢化が進んでいるため防護柵を設置することが年々厳しくなっており、地域から要望

書の提出もあったようだが、市で設置することは考えていないのかとの問いに公費ですべて行っ

た場合、市内全域では総延長１００キロ、約８億円となるため、県単独補助事業などを活用し

ながら、従来どおりの原材料支給と合わせて整備を進めるとの答えがありました。 
 農林土木課にかかる資源保全事業費の委託料内容についての質問には、１９年度から２３年

度までの継続事業として行われた農地・水環境保全事業が、再度２４年度から５年間の継続事

業となったため、対象地域の図面を作成するものであり、地区数については１５地区で変わら

ないが面積は減っているとの説明がありました。 
 建設部所管では、まちづくり整備課の土地区画整理事業の公有財産購入費７，１５７万円に

ついては、旧ひうが跡地を市の土地開発基金から買い戻すとの説明がされたが、取得後につい

ての説明を求めたところ、当該用地が商業地域になっているためその用途に合った活用、また

地域振興・観光振興等も考える中で、地元住民が納得できる民間業者への売却を考えていると

の説明がありました。 
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 なお、先ほどの全協での市長のあいさつの中で、この件については決着したとの報告があっ

たとおりであります。 
 土木課にかかるスマートインターチェンジ周辺整備事業について説明を求めたところ、本年

４月に国土交通大臣から連結許可が下りたことにより、市道４０１５号線の測量委託料・用地

費・補償費を新たに追加補正するもので、併せて全額繰越明許としたが、ネクスコ中日本、県

と協議を進める中で、可能な部分については年度内での執行を考えているとの説明がなされま

した。 
 公営企業部所管では、下水道課にかかる農業集落排水事業の宅内ポンプ修繕費６，３３７万

円の内容説明を求めたところ、芦川町上芦川地区では、一部において真空ポンプ方式を採用し

ており、供用開始から１４年以上経過し、耐用年数が過ぎたため順次修繕を行うもので、今回

３６基のうちの２１基を修繕するとの説明がありました。 
 水道事業会計では、配水及び給水費の委託料・修繕費についての内容説明を求めたところ委

託料については有収率の低い境川・八代地区の漏水調査を行うものであり、管路調査と各戸調

査を行うとのこと、検満メータ等の修繕については７月現在で簡単なもので業務員による交換

実績９０６件、難しいもので業者による交換実績２４５件、年間の見込みは業務員によるもの

３，１００件、業者によるもの４００件、合計で３，５００件を見込んでいるとの説明があり

ました。 
 続いて、決算認定についての報告をいたします。 
 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うち平成２３年度

予算でイラストマップの作成を計画していたが、事業がすべて完了後に作成した方がよいとの

判断から作成を見送ったとの説明を受け、今後について質問したところ２４年度中にしっかり

内容を検討するとともに進捗状況を見極めながら、今後予算を計上したい。内容については上

芦川を中心としたもので、芦川全体を網羅したものを考えているとのことです。 
 また、完成した藤原邸の管理運営について説明を求めたところ、２４年度にトイレ・外構等

の整備を行い、２５年度から本格活用となるが、現在、地域の有志の方により土日を中心に週

３日くらい開放し、訪れた人たちに中を見てもらったり、少しずつではあるが事業を展開して

おり、２４年度中に地域の人たちと活用方法等について検討を重ね、本格活用に備えるとの説

明がありました。 
 農業委員会事務局関係では、農業委員会運営費の報償費１９５万５千円の内容について説明

を求めたところ、農地利用状況調査、和解・仲介、農地斡旋等にかかる報償費であり、農業委

員に対して報酬とは別に、それぞれの事案が発生し対応したときに支払うものとの説明がされ

ました。 
 農林振興課関係では、地球環境資源活用推進事業費（ホタル保護育成）の成果について説明

を求めたところ、事業から３年が経過し今年の夏には多くのホタルが舞い、観光客も鑑賞に訪

れなど成果が徐々に現れており、今後観光に直結する事業展開を図るとの説明がありました。 
 農林土木課関係では、全体的に繰越明許が多いのではとの指摘に対し、国の４次補正にかか

る事業および県営事業に関わる負担金が繰り越しの主なものであるとの説明がされました。 
 観光商工課関係では、ふるさと大使事業について渡した名刺の使用状況、活動等について把

握しているのかとの質問に、名刺については市の宣伝をお願いしながら年１回１００枚配布し

ている。 昨年から新たに入浴料が５名まで無料、提携している観光農園・土産店等で１千円
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の土産がもらえるクーポン券付きのものを渡し、すでに公営温泉等で利用していただいている

とのことです。また活動状況については、大使に報告を義務付けることはできないので正確な

ことは分からないが、会って話をした様子ではことあるごとに笛吹市をアピールしていただい

ていると感じたとの説明がありました。 
 また、観光総務事業の観光管理施設修繕費の内容について説明を求めたところ、沢妻亭の改

修およびおてんぐさんの建物周辺のタイル張り替えが主なものであるとの説明がありました。

また沢妻亭については、４月から新たな指定管理者となり約半年経過したが、昨年と比較して

来場者・売り上げ等が伸びているとの説明がありました。 
 建設部所管では、管理総務課にかかる住宅使用料の不納欠損について説明を求めたところ今

回の不納欠損処分は滞納をしている方が退去し、職員も手を尽くし調査をしたが、その後の居

住が不明であるため、やむなく不納欠損処分を行ったが、明け渡し訴訟も取り入れる中ででき

るだけ不納欠損処分を少なくするよう努めるとの回答がありました。 
 まちづくり整備課関係では、都市計画総務費のアスベスト調査の個所・結果について説明を

求めたところ、あるホテルの買い取りに際してアスベストが危惧されるため調査を行ったもの

で、吹き付け材にアスベストは検出されなかったとのことであり、補助額は事業費の１００％

で上限が２５万円との説明がありました。 
 次に公園費にかかる使用料賃借料の内容について説明を求めたところ、御坂路さくら公園の

中にある御坂町戸倉区が所有する土地と、みさか桃源郷公園の中にある御坂町尾山区が所有す

る土地の使用料であるとの説明がありました。 
 土木課関係では、道路維持費の地区要望市道改修工事請負費２億２，６００万円は、地区か

らの要望のうち、どのくらいの割合になるのかとの質問に約３００件の要望がある中の１５０件、

約５０％になるとの回答がありました。地区要望は非常に大事なことだと思いますので、今後

も地域の声に応えていただくよう要望いたしました。 
 道路新設改良費のうち、大坪地区浸水対策詳細事業計画業務委託費４，２００万円の説明を

受けた中で進捗状況について質問したところ、この事業は３年計画であり、２４年度に地区へ

の説明・用地取得を行い、その後用水路の整備、本体工事を進めるとの説明がありました。 
 公営企業部所管では、簡易水道特別会計の維持管理事業の１４節使用料及び賃借料にかかる

借地料が安価となっている理由を求めたところ、芦川町鶯宿地区の配水池の場所が県有地であ

るためとの説明がありました。 
 水道事業会計では、収益的収支の特別損失に廣瀬ダム使用権の減価償却費の平成１８年度か

ら平成２２年度分が計上されているが、これで減価償却期間終了するのかとの質問に対し、平

成１８年度から平成２２年度分については修正分の減価償却であり、廣瀬ダムの減価償却期間

は５５年であるため、残り４９年となることの説明がありました。また、市の水道給水原価は

１７１円であるが、琴川水道企業団からの受水費単価が１１０円ということで給水原価を下げ

るのに貢献しているのかとの質問に対し、貢献できていると考えている。平成２４年度からは

受水費が１１０円から１０５円に改正されたため、年間１，３８０万円ほどの経費が削減され

るため、さらに貢献できるものと考えているとの回答がありました。 
 下水道事業会計では、下水道加入促進事業の宅内工事補助金３７件について説明を求めたと

ころ、旧御坂町のときからあった加入促進のための助成制度が２４年度で終了するため、駆け

込み的に多くなったとの説明がありました。 
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 以上、本委員会に付託を受けました案件に関わる主な質疑・意見等の報告を終わります。 
 それでは、審査結果については次のとおりです。 
 議案第６４号 「笛吹市営住宅条例の一部改正について」、賛成全員で原案のとおり可決す

べきものと決定。 
 議案第６５号 「黒駒山恩賜県有財産保護財産区管理会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６７号 「平成２４年度笛吹市一般会計補正予算（第３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７２号 「平成２４年度笛吹市公共下水道特別会計補正予算（第２号）について」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第７３号 「平成２４年度笛吹市農業集落排水特別会計補正予算（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７４号 「平成２４年度笛吹市簡易水道特別会計補正予算（第２号）について」、賛

成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第７５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２号）について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第７６号 「平成２４年度笛吹市大積寺山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計補正

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７７号 「平成２４年度笛吹市稲山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計補正予算

（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７８号 「平成２４年度笛吹市牛ヶ額恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計補正予

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７９号 「平成２４年度笛吹市大口山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計補正予

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８０号 「平成２４年度笛吹市崩山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計補正予算

（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８１号 「平成２４年度笛吹市名所山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計補正予

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８２号 「平成２４年度笛吹市春日山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計補正予

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８３号 「平成２４年度笛吹市兜山外五山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計補

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８４号 「平成２４年度笛吹市水道事業会計補正予算（第２号）について」、賛成全

員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第８５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２号）に

ついて」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第８６号 「平成２３年度笛吹市一般会計歳入歳出決算認定のうち、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認定すべきものと決定。 
 議案第９１号 「平成２３年度笛吹市公共下水道特別会計歳入歳出決算認定について」、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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 議案第９２号 「平成２３年度笛吹市農業集落排水特別会計歳入歳出決算認定について」、

賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 
 議案第９３号 「平成２３年度笛吹市簡易水道特別会計歳入歳出決算認定について」、賛成

全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 
 議案第９４号 「平成２３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歳入歳

出決算認定について」、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 
 議案第９５号 「平成２３年度笛吹市大積寺山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計歳入

歳出決算認定について」、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 
 議案第９６号 「平成２３年度笛吹市稲山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計歳入歳出

決算認定について」、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 
 議案第９７号 「平成２３年度笛吹市牛ヶ額恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計歳入歳

出決算認定について」、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 
 議案第９８号 「平成２３年度笛吹市大口山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計歳入歳

出決算認定について」、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 
 議案第９９号 「平成２３年度笛吹市崩山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計歳入歳出

決算認定について」、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 
 議案第１００号 「平成２３年度笛吹市名所山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計歳入

歳出決算認定について」、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 
 議案第１０１号 「平成２３年度笛吹市春日山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計歳入

歳出決算認定について」、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 
 議案第１０２号 「平成２３年度笛吹市兜山外五山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計

歳入歳出決算認定について」、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 
 議案第１０３号 「平成２３年度笛吹市水道事業会計決算認定について」、賛成全員で原案

のとおり認定すべきものと決定。 
 議案第１０４号 「平成２３年度笛吹市営春日居地区温泉給湯事業会計決算認定について」、

賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 
 議案第１０６号 「市道廃止について」、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 
 議案第１０７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。 
 なお、本委員会に審査を付託されておりました平成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、本委員会では審議未了となりましたので報告

いたします。 
 以上をもちまして、委員長報告といたします。ありがとうございました。 

〇議長（小林始君） 
 建設経済常任委員長の報告が終わりました。 

 これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 （ な し ） 

 質疑を終結いたします。 

 これより討論および採決を行いますが、議案第６７号および議案第８６号につきましては、

先ほど申し上げたとおりです。 
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 それでは、議案第６４号および議案第６５号を議題といたします。 
 お諮りいたします。 
 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。 
 本案についての委員長報告は、可決です。 
 本案は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第６４号および議案第６５号は原案のとおり可決されました。 
 続いて、議案第７２号から議案第８５号までを一括議題といたします。 
 お諮りします。 
 本１４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１４案件についての委員長報告は、可決です。 
 本１４案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第７２号から議案第８５号までは原案のとおり可決されました。 
 次に、議案第９１号から議案第１０４号までを一括議題といたします。 
 お諮りします。 
 本１４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１４案件についての委員長報告は、認定です。 
 本１４案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第９１号から議案第１０４号までは原案のとおり認定されました。 
 次に、議案第１０６号および議案第１０７号を議題といたします。 
 お諮りします。 
 本２案件については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
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 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本２案件についての委員長報告は、認定です。 
 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１０６号および議案第１０７号は原案のとおり認定されました。 
 以上で、各常任委員会に付託いたしました議案の採決が終了いたしました。 
 これより、各常任委員会に分割付託いたしました議案第６７号および議案第８６号を議題と

いたします。 
 お諮りいたします。 
 議案第６７号については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本案についての３常任委員長の報告は、可決です。 
 本案は、３常任委員長の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６７号は原案のとおり可決されました。 
 次に、議案第８６号の討論を行います。 
 まず、反対討論を許します。 
 ７番、渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 日本共産党の渡辺正秀でございます。 
 ２３年度一般会計決算の認定について、反対の立場から討論を行います。 
 今年は大変暑い、特に歴史的な残暑でございました。こうした中で一部の学校に、この２３年

度の予算によってクーラーが入ったと。７校が入りました。そこでは大変喜ばれております。

そしてそのきっかけとなった私の近所の子ども、当時６年生でありまして、ふらふらして熱中

症的な症状を示しながら帰ってきた。どうしたことだと聞きましたら、教室が暑くてどうしよ

うもない。そして大変な人数が、５０人以上の人たちが保健室へ行って具合が悪いといってい

たということで私もびっくりしまして、他の学校についても問い合わせをし、やはり同様な状

態だと。こうしたことがこのクーラーを設置するという取り組みの、まずきっかけとなったわ

けでございますが、このクーラーができたことによって、暑いグラウンドでの体育をやったあ

と、また教室へ戻るとすごい蒸し風呂という状況で、今までは授業にもならなかったというこ

とだったわけですが、今年は本当によかったと。子どもたちも先生方も、校長先生方もそのよ

うに言っております。早いところ全教室にクーラーが設置されることを望みたいと思います。 
 また子どもの医療費については、笛吹市では２万人近くの署名運動という大変大きな運動が
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ございました。そしてこの運動に基づき、さらにそれなりの試算をした上で議員提案で子ども

の医療費６年生まで無料化ということが出された経過がございますが、これには反対討論もご

ざいまして、採決の結果いったんは駄目になったわけですけども、しかし今度、市長提案の中

で、この子どもの医療費無料化が実現したわけです。大変これも喜んでいるわけです。 
 こうした大きな評価する点があります。がしかし、２３年度の一般会計の運用について大変

大きな問題、基本的な問題がございました。まずアリーナの実施設計予算について、これは市

民の大多数の反対、市民合意がなされていないまま巨額な予算が執行されてしまった。誠に遺

憾でございます。さらに八千蔵地区に予定をしておるガレキのストックヤードの調査費、この

件に関しては、その予算を盛るときから私は地元の意見も聞いていない。そして地域の実情も

調べていない。さらに災害時に一体どういうことが起こるかという検討もされていないまま、

コンサルタント会社にこれを委託するということは、本当にまずいことだと。まずもって市民

の声、特に地元住民の声を聞くことからはじめなければ、なんでも丸投げすればいいものが出

るということにはならないということを指摘してきました。そして、これが執行されてそして

調査報告書が出た。今度は住民にも議会にもこれは公開しない、示さない。そして秘密のうち

に関係３市との協議を行う。まとまってからこの調査結果については皆さんに公表する。こう

いうことであります。まさに秘密主義でございます。私は市民の声をしっかり聞く、市民の意

見を聞く、市民の声の中には素晴らしい提案が常にあるというふうに考えております。市民を

信頼しております。まさにこの予算の執行の方法、これは市民を信頼しない、そうした市政が

ありありとうかがえるものであります。 
 こうした市政の執行、予算の執行、こういうことについては断固、私たちは反対する、この

ことを申しまして２３年度一般会計決算認定についての反対の討論といたします。 
 以上でございます。 

〇議長（小林始君） 
 賛成討論を許します。 
 ９番、降矢好文君。 

〇９番議員（降矢好文君） 
 私は議案第８６号 「平成２３年度笛吹市一般会計歳入歳出決算認定」について、賛成の立

場から討論を行います。 
 平成２３年度は総合計画、笛吹協奏曲第１番みんなで奏でるにぎわい・やすらぎ・きらめき

のハーモニーの将来像実現に向けて、より具現化された取り組みがなされた年でありました。

市民の目線に立った市民サービスや福祉の充実においては、着実に成果を挙げているところで

あり、新市に必要なインフラ基盤整備も積極的に行う一方で行財政改革にも熱心に取り組まれ、

健全財政の維持ができたことは評価に値するところであります。 
 歳入面においては、東日本大震災などの影響により市税などが減収したものの、地方交付税

や国庫補助金の増額、市債等の有効活用により必要な財源確保に創意と工夫が見られるところ

であります。 
 また事業執行にあたっては、選択と集中の考えのもと誤りのない事業選択を行った結果、各

種主要事業やマニフェストを掲げた事業も職員一丸となって取り組み、ほとんどにおいて目標

が達成できたことは大いに評価できるものでございます。 
 未曾有の被害であった東日本大震災後は避難被災者の受け入れをいち早く表明し、避難者へ
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の支援体制を整えるとともに市内の放射線量測定や商工業者への災害対策支援などを他市に先

駆けて行い、市民の不安解消に努められたことは、まさに効果的な予算執行であったと感じて

いるところであります。 
 また継続して取り組んできた防災行政無線デジタル化統合事業や一宮中学校の耐震補強改修

事業が完了するなど、市民の安全・安心のための事業にも積極的に取り組まれたところであり

ます。 
 このような中で、健全化法により各自治体に公表が義務付けられている４つの健全化判断比

率はいずれも早期健全化基準を下回っており、健全な財政経営を表明しているところでありま

す。 
 今後も大型建設事業の推進等、政策課題が山積しておりますが、荻野市長のリーダーシップ

のもと職員一丸となり、常に市民の目線に立った行政経営を行っていただきたいと思います。 
 最後に議員諸君からの本会議、各常任委員会で指摘のありました点につきましては真摯に受

け止めていただき、今後の市政経営に反映していただくようお願いを申し上げまして、平成２３年

度決算認定に賛成する討論といたします。 
 終わります。 

〇議長（小林始君） 
 ほかに討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結いたします。 
 議案第８６号の採決を行います。 
 本案に対する３常任委員長の報告は、認定です。 
 本案は、３常任委員長の報告のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。 
 確認いたしますので、そのままでお願いします。 
 （ 起 立 多 数 ） 
 起立多数です。 
 よって、議案第８６号は原案のとおり認定されました。 
 ここで、暫時休憩いたします。 
 ４時１５分、再開といたします。 

休憩  午後 ４時００分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ４時１８分 
〇議長（小林始君） 

 再開いたします。 
 申し上げます。 
 本日の会議時間は、議事の都合によりあらかじめ延長いたします。 
 ただいま市長より補正予算案１件、契約案件２件、人事案件１件が提出されました。 
 お諮りします。 
 これを日程に追加し、直ちに議題にしたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「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） 
   これより日程第４６ 議案第１０８号から日程第４９ 議案第１１１号までを一括議題とし、提

出議案に対する要旨説明を求めます。 
 市長、荻野正直君。 

〇市長（荻野正直君） 
 本日、追加提案をさせていただきます議案につきまして、概略のご説明を申し上げます。 
 まず議案第１０８号 「平成２４年度笛吹市一般会計補正予算（第４号）」であります。 
 本件は既定の予算額に歳入歳出それぞれ２５３万円を追加し、総額を３３４億５千万円とさ

せていただくものであります。併せて、繰越明許費の追加補正を１件および債務負担行為の追

加補正１件であります。 
 内容でありますが、歳入歳出予算につきましては先般、本市消防団が山梨県消防団員総合訓

練大会ポンプ車操法の部において、見事優勝をいたしました。このことにより本年１０月７日

に開催される全国消防操法大会に県の代表として出場することになりましたので、その出場諸

経費１８６万６千円の補正をお願いするものであります。 
 さらに本年６月に発生いたしました台風４号の被害状況が、このほどとりまとめられました

ので、被害農家への防除・農薬代といたしまして６７万円の助成についても補正をお願いする

ものであります。 
 次に議案第１０９号 契約の締結についてであります。 
 笛吹市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得、または処分の範囲を定める条例第２条の

規定により議決を求めるものであります。 
 契約する内容は砂原橋橋梁下部工事（第３工区）で工事請負金額は３億６，７５０万円。 
 契約の相手方は甲府市善光寺町１丁目４番地１０号、株式会社早野組と笛吹市御坂町井上

１５１１番地、株式会社飯塚工業の共同企業体であります。 
 次に議案第１１０号 変更契約の締結についてであります。 
 これにつきましても笛吹市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得、または処分の範囲を

定める条例第１０２条の規定により議決を求めるものであります。 
 内容は砂原橋橋梁上部製作工事請負契約の変更にかかるものであり、本工事につきましては

平成２３年１２月１３日に既決をいただき、平成２３年度からの繰越事業として進めていると

ころでありますが、工事内容および契約金額に変更が生じましたので契約の変更をお願いする

ものであります。 
 次に議案第１１１号 人権擁護委員の候補者の推薦についてであります。 
 神宮司由則氏、岩野秀夫氏、田中千恵子氏、加藤寿一氏の４氏を推薦していただきたく、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。 
 神宮司氏でありますが、住所は笛吹市石和町下平井２３５番地の２、生年月日は昭和２４年

７月９日、満６３歳、再任であります。 
 岩野氏でありますが、住所は笛吹市石和町松本５０４番地、生年月日は昭和１９年８月２９日、

満６８歳、再任であります。 
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 田中氏でありますが、住所は笛吹市境川町石橋２３０２番地、生年月日は昭和２４年７月

２１日、満６３歳、再任であります。 
 加藤氏でありますが、住所は笛吹市御坂町藤野木１４０２番地の１、生年月日は昭和２５年

１１月９日、６１歳、新任であります。 
 よろしくご審議の上ご議決くださいますようよろしくお願い申し上げ、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１０８号から議案第１１０号までの質疑を行います。 
 この際、申し上げます。 
 本３案件については、所管の常任委員会に付託することになっておりますので、大綱的な質

疑に留めたいと思います。 
 それでは、ただいまから大綱質疑の発言を許します。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑を終結いたします。 
 ただいま議題となっております３案件は、お手元に配布してあります議案付託表のとおり総

務常任委員会および建設経済常任委員会に付託いたします。 
 両委員会におきましては、休憩中に常任委員会を開催し審査をお願いいたします。 
 なお、委員会審査終了後に直ちに再開いたしますので、教育厚生常任委員、執行部の皆さま

はお近くでお待ちください。 
 暫時休憩いたします。 

休憩  午後 ４時２５分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ５時０２分 
〇議長（小林始君） 

 再開いたします。 
 議案第１０８号から議案第１１０号までを議題といたします。 
 本３案件については、休憩前に総務常任委員会および建設経済常任委員会に審査を付託して

ありますので、両委員長から審査の結果について報告を求めます。 
 はじめに総務常任委員会委員長、前島敏彦君。 

〇総務常任委員長（前島敏彦君） 
 本委員会に付託されました議案審査を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。 
 まず補正予算について、応援する人の費用はこの中に含まれているのかとの質問に対し、選

手の前日および当日の費用と応援する方々の当日の費用が入っており、消防協会に負担金とし

て交付する予定であるとの説明がありました。 
 次に議案第１０９号について、応札業者数は何社かとの質問に対し、今回の入札は共同企業

体として設定をしており、２つの共同企業体が応札をしたとの説明がありました。 
 次に議案第１１０号については、変更契約にかかる減額の理由は何かとの質問に対し、出来
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形確認検査の中での設計数量の減によるものであるとの説明がありました。 
 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１０８号 「平成２４年度笛吹市一般会計補正予算（第４号）について」、賛成全員で

原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第１０９号 「契約の締結について（砂原橋橋梁下部工事（３工区））」、賛成全員で原案

のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第１１０号 「変更契約の締結について（砂原橋橋梁上部製作工事）」、賛成全員で原案

のとおり可決すべきものと決定。 
 以上をもちまして、委員長報告といたします。 

〇議長（小林始君） 
 以上で、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。 

 議案第１０８号 「平成２４年度笛吹市一般会計補正予算（第４号）について」につきまし

ては、総務常任委員会と建設経済常任委員会に分割付託しておりますので、両委員長の報告終

了後に討論および採決を行います。 
 それでは、議案第１０９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１０９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１０９号は原案のとおり可決されました。 
 続いて、議案第１１０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１１０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１１０号は原案のとおり可決されました。 
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 続いて建設経済常任委員会に付託しております案件について、建設経済常任委員長から審査

結果の報告を求めます。 

 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） 

 休憩前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、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。 

 農林振興課にかかる追加補正１９節の内容については、去る６月の台風４号の薬剤散布にか

かる補助金との説明を受け、果樹そのものに対する補助金はとの問いに５３％の生産者農家が

果樹共済に加入し対応しているとの説明がありました。 

 農林土木課にかかる繰越明許費の補正のうち用地の代替地について質問したところ、農地法・

相続等の関係で遅れているとの説明がありました。 

 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す。 

 議案第１０８号 「平成２４年度笛吹市一般会計補正予算（第４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いたしました。 

 以上をもちまして、委員長報告といたします。 

〇議長（小林始君） 
 建設経済常任委員長の報告は終わりました。 

 これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 （ な し ） 

 質疑を終結いたします。 

 これより、総務常任委員会および建設経済常任委員会に分割付託いたしました議案第１０８号

を議題とし、討論を行います。 

 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結いたします。 
 これより、議案第１０８号の採決を行います。 
 本案に対する両委員長報告は、可決です。 
 本案は、両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１０８号は原案のとおり可決されました。 
 続いて議案第１１１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。 
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 これにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第１１１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１１１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１１１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１１１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５０ 「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） 
 閉会にあたりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 
 本定例市議会は９月３日から本日まで２４日間に及ぶ日程で開催されました。正副議長さま

をはじめ、議員各位におかれましては本会議ならびに各委員会を通じ、慎重かつ熱心にご審議

をいただき感謝をいたしております。 
 また上程いたしました提出案件のすべてにつきまして、原案のとおりご議決・ご承認を賜り

厚く御礼を申し上げます。 
 国におきましては民主党代表選で野田佳彦首相が代表に再選され、改めて国の舵取りを託さ

れることになりました。深刻な政治不信を招いている今だからこそ、国の指導者には国民の暮

らしのため、政治を念頭に引き続き東日本大震災からの復興と原発事故の収束を最優先課題と

して取り組んでいただくとともに、景気対策や円高に伴う経済対策、社会保障と税の一体改革

など山積する政治課題へ、果敢にチャレンジする力強いリーダーシップを期待するものであり

ます。 
 本市におきましても過日、開催されました第４７回山梨県消防団員操法大会、ポンプ車操法
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の部において本市の代表として出場いたしました、境川分団の出場隊が見事優勝の栄誉を受け

ました。来月７日には東京で開催される全国大会に本市消防団として、初めて出場をいたしま

す。さらに活躍を期待いたしております。 
 本市は来月１２日に市制施行８周年を迎え、その節目としての記念式典を挙行いたします。

式典では権威ある直木賞を受賞された本市石和町出身、辻村深月さんの栄誉を称え、第１号と

なる市民栄誉賞を授与するとともに市政功労者、公職退職者の皆さまおよびまちづくりに功績

のあった団体を表彰いたします。また笛吹市イメージキャラクター フッキーの披露やこの１年

の笛吹市の出来事の上映、石和中学校ブラスバンド部による吹奏楽の演奏が行われる予定であ

ります。議員各位にもご出席をよろしくお願い申し上げます。 
 スポーツの秋、文化・芸術の秋も本番となってまいりました。スポーツ関係では第６５回山

梨県体育祭りにおいて、弓道、ソフトテニス、バウンドテニス、ボウリングなど１０種目にお

いて優勝するなど素晴らしい成績を収めていただきました。前回の優勝６種目に対し、今回は

１０種目と好成績が目立ちましたが、総合順位では前回に引き続き市の部では準優勝となりま

した。栄光を称えるとともに選手、関係者の皆さまに感謝を申し上げます。 
 １１月１１日には、第７回市内一周駅伝競走大会が開催されます。秋の笛吹市を駆け抜ける

健脚自慢のランナーたちに沿道からおおぜいの皆さまのご声援をお願いいたします。 
 さらに１１月２３日には市民ウォークｉｎ御坂が開催されます。市内各地域、ウォーキング

をしながら周辺の歴史や自然に触れ、健康増進を目的としたこの事業は今年で６回目となりま

す。ぜひこの機会に健康・交流づくりの場として、たくさんの皆さまにご参加していただきた

いと存じます。 
 文化・芸術関係では、１０月下旬から１２月上旬まで市内各地域で文化祭、芸術祭が行われ

ます。それぞれ特色を生かした文化・芸術活動の成果をご披露いただけるものと楽しみにして

いるところであります。 
 １１月１７日、１８日には第８回笛吹市文化祭が開催されます。境川スポーツ体育館におい

ては写真、書道などの作品展示が行われ、一宮桃の里ふれあい文化館ではコーラス、舞踊など

の発表が行われます。ぜひご覧いただきたいとともに積極的なご参加をお願いいたします。 
 観光・イベント関係では今秋ＪＲ東日本本市共催による駅からハイキング、商工会を中心と

したぶどうＥＸＰＯ２０１２など、深まる秋の景色や秋の味覚をご堪能いただくよう趣向を凝

らしたさまざまなイベントが予定されております。おおぜいの皆さまにご参加いただけるもの

と考えております。 
 平成２４年も上半期を終了し、次年度の予算編成の準備を進めております。本市の行政経営

方針である市民第一主義に基づき職員一人ひとりが今、何が求められているのか、市民の視点

に立ち総合計画をベースにして、それぞれの課題を抽出する中で編成作業を進めてまいります。 
 さて、いよいよ任期最終期の議会が終了をいたします。議員各位におかれましてはこれまで

の間、厳しい行財政の中、積極的に議会改革に取り組まれ、みずからを律する姿勢で議員定数

の削減を図られたことに対しまして、深い敬意と感謝を申し上げるものであります。また併せ

て市政経営に多大なご尽力をいただくなど、新市の基盤づくりに積極的に取り組んでいただき

ました。それぞれにひとしお感慨深いものがあるとご推察を申し上げます。 
 私はこれまで４年間、清潔・公平・公正・公開を原則とした隠し事のない市政運営による効

率的な市役所経営を基本とし積極的な情報公開を進め、あなたとつくる笛吹市をスローガンと
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して市民第一主義の行政方針に沿った市民起点の協働のまちづくりに職員と手を携え、意思堅

固、一意専心職務に励んでまいりました。そしてこれからの笛吹市の進むべき方向を示すべく、

市民の皆さまとともにつくり上げた第１次笛吹市総合計画、笛吹協奏曲第１番の指揮者として

将来像実現に向けた施策の展開に全身全霊を傾け、着実に推進をしてまいりました。 
 前期基本計画の最終年となる本年度は、前期策の検証を進める中で新たに健康づくりや新し

い交流、観光などを主要テーマに加え、将来像であるみんなで奏でるにぎわい・やすらぎ・き

らめきのハーモニーを実現すべく後期計画の策定に取り組んでいるところであります。 
 市政発展に向けて、引き続きこの場所で議員諸兄と議論を交わすことを熱望いたしておりま

す。 
 ９月に入ってからも厳しい暑さが続いておりましたが、彼岸を過ぎ朝夕はめっきり涼しくな

り、これからいよいよ本格的な秋を迎えます。議員各位におかれましてはくれぐれもご自愛の

上、ご健勝にてご活躍されることをお祈りしつつ、今議会の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３回定例会を閉会いたします。 
 大変ご苦労さまでございました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
閉会  午後 ５時２３分 
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