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開会  午後 １時２８分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小林始君） 

 ただいまの出席議員は２４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２３年笛吹市議会第１回定例会を開会いた

します。 
 開会にあたり、一言ごあいさつを申し上げます。 
 ２月１４日、日本一早いお花見ができるハウス桃園が始まり、すでに７千人を超える予約が

入っているなど、笛吹市の春は４月の桃の花まつりに先駆け、始まっております。 
 また先日、２月２０日は石和温泉湧出５０周年記念イベントとして、全国から４２団体、

１０８名の凧揚げ愛好者や市内のおおぜいの子どもたちが笛吹川の河原に集まり、笛吹市石和

温泉凧揚げまつりを大いに楽しんだり、春の観光シーズンがそこまで来ていることを実感して

おります。市民総出で、おもてなしの心をもって観光客を迎えたいと思います。 
 本日、傍聴の申請があり、これを許可しましたので報告いたします。 
 傍聴人に申し上げます。 
 傍聴人は議事について可否を表明し、または騒ぎ立てることは禁止されておりますので、静

粛に願います。 
 なお、議長の命令に従わないときは、地方自治法の規定により退場を命じますので、念のた

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

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（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 
 ２１番 川村惠子君 
 ２３番 前島敏彦君 
の両名を会議録署名議員に指名いたします。 

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

 お諮りします。 
 本定例会の会期は、本日から３月１７日までの２２日間としたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、本定例会の会期は、本日から３月１７日までの２２日間と決定いたしました。 

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

 本日までに受理した請願は、お手元にお配りした請願文書表のとおり、教育厚生常任委員会

に付託いたしましたので、報告いたします。 
 次に監査委員から、平成２２年１１月分から平成２３年１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 市長より施政方針ならびに日程第５ 議案第１号から日程第４４ 議案第４０号まで

の４０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２３年笛吹市議会第１回定例会の開会にあたり、提出いたしました案件に

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

らびに市民の皆さまのご理解を賜りたいと存じます。 
 さて、政府においては地域主権戦略会議、地方行財政検討会議のもとに、地域主権改革の具

体策と地方自治法の抜本的な見直しの検討が進められており、昨年の１２月には、出先機関改

革のスケジュールなどを示したアクションプランが閣議決定されました。 
 このような中、住民に身近な行政サービスを担う基礎自治体の役割はより大きく、責任はさ

らに重くなることが予想され、国の動向を注視しながら、みずからの置かれた現状を踏まえた

中で、さまざまな変化に応じた柔軟かつ的確な対応が必要となってまいります。 
 また、基礎自治体が真の分権型社会を実現するためには、地域経営に対する住民参画の促進

と併せ、自己決定と自己責任の大原則のもと、自主自立の行政経営を確立していくことが求め

られております。 
 さて、平成２３年度施政方針につきましては、引き続き笛吹らしさを追求し、定着させ、さ

らに発展させることで、経営の安定化を図ることを目的に、みんなで奏でる“にぎわい・やす

らぎ・きらめき”のハーモニー、オンリーワン都市をメインテーマに掲げさせていただきまし

た。オンリーワン都市の実現に向けて、市民第一主義で生活者起点の行政推進により、市民と

協働のまちづくりを進めてまいります。 
 また、総合計画に掲げる将来像実現のため、市民・地域・行政が一丸となり、主体的な活動

を展開する協働のまちづくりを推進するとともに、積極的な情報公開と情報を受ける方々の立

場に立った情報提供に努めてまいります。 
 さらに、すべての施策が市民のためのものであり、その施策を実現するのも人であるとの視

点に立ち、長期的で持続的な市の発展や将来を担う次世代のための人づくりに向け、施策を「の

ばす」「つなぐ」「ささえる」という笛吹ＤＮＡ戦略の考えに基づき、あらゆる施策を展開して

まいります。 
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 次に地域主権の確立に向けて、計画的な行政経営の基本であるＰＤＣＡのマネジメントサイ

クルを常に意識し行動するとともに、平成２３年度からは、総合計画と予算編成を連動させた

施策枠予算編成により、部局横断的に各施策に直結した予算配分を行い、より効率的に事業を

実施してまいります。 
 また、第２次行財政改革大綱に基づき、経常的な経費を抑え、弾力的な財政運営を実現する

とともに、国の地方財政対策を勘案する中で、プライマリーバランスを常に考慮し、将来にわ

たって安定した財政を実現します。 
 さらに小さな市役所による行政経営を目指し、引き続き行政組織や職員定員の見直しを行う

とともに、新しい公共の考え方に基づく、民間活力の導入を進めてまいります。 
 合併から７年目を迎えますが、にぎわいのまちづくりよる人々の交流促進、やすらぎのまち

づくりによる健康づくりの推進、きらめきのまちづくりによる人づくりの推進など、３つのま

ちづくりの方向を展開していくことにより、未来に夢を描けるオンリーワン都市の実現を図っ

てまいります。 
 続きまして、第一次笛吹市総合計画の施策体系に沿った、主要事業をご説明申し上げます。 
 最初に、実り多い産業と人々の集うまちづくりについてであります。 
 はじめに、景観計画策定事業についてであります。 
 市民、事業者および行政が連携・協力しながら、ふるさとの美しい景観を大切に守り育てて

いくため、平成２１年度より笛吹市景観計画の策定に取り組んでおります。 
 今年の１月２３日には、風景づくりシンポジウムを開催いたしましたが、今後は、風景づく

り市民懇談会の提案などを反映しながら、平成２３年度において笛吹市景観計画の策定をして

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。 
 現在、国土交通省の河川事務所などと協議を重ねており、橋梁の位置につきまして、平成２２年

度内に決定をいただき、平成２３年度の渇水期に橋梁の下部工などに着手してまいります。ま

た、道路整備に関しましては、地権者の皆さまのご理解をいただきながら用地の確保に努めて

まいります。 
 次に、笛吹スマートインターチェンジ設置の促進についてであります。 
 中央自動車道八代バス停付近に計画を進めております、（仮称）笛吹スマートインターチェ

ンジの実現に向け、山梨県と連携する中で、設置位置や構造形式、アクセス道路等につきまし

て、国や中日本高速道路公団株式会社など、関係機関との調整を行う勉強会を行っております。 
 平成２３年度は、引き続き関係機関との勉強会や地区協議会を開催し、実施計画を策定して

まいります。 
 次に、石和温泉駅周辺整備事業についてであります。 
 石和温泉駅舎の改築、南北自由通路、北口駅前広場等の整備を行い、機能的で美しいまちな

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

充実化を目指します。 
 現在、駅舎に関しましては、ＪＲとの基本協定を締結し、南北自由通路も含めた基本設計に

取り組んでおります。 
 平成２３年度は、設計業務を進めるとともに、駅北口の国道１４０号とのアクセス道路や石

和第五保育所用地の確保に努めてまいります。 
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 次に、多機能アリーナ建設事業についてであります。 
 人づくり、健康づくり、交流づくりの拠点となる施設としての多機能アリーナ建設事業につ

きましては、これまで市民の皆さまから、さまざまなご意見をいただいているところでありま

す。現在、基本設計業務を進めておりますが、平成２３年度は、これと合わせ、建設予定地の

地権者の皆さまとの協議や事業認定などに向けた各種手続きを進めてまいります。 
 今後も広報やホームページをはじめ、市民ミーティングや地域説明会の開催など、あらゆる

機会を通じ、市民の皆さまにご説明申し上げ、ご理解をいただくよう努めるとともに、建設委

員会の協議結果も踏まえながら、平成２６年度末の完成に向けて事業を推進してまいります。 
 次に、市営バス運行事業についてであります。 
 交通弱者の移動手段を確保するため、利用者からの予約がある場合にのみ、その予約に応じ

て経路や停留所を調整して運行するデマンドバスの実証運行を、昨年１０月１日から開始いた

しました。 
 現在、御坂町若宮を基点として、笛吹市役所などを経由して石和温泉駅に至る地域をモデル

地区として運行いたし、沿線地域の皆さまを対象に実施した意向調査の結果等を踏まえ、利用

者ニーズに即した運行方法の確立に努めてまいります。 
 また、他の公共交通空白地域におけるデマンド交通実証運行導入の検討や既存の市営バス路

線の検証を行い、市内全域での効率的で持続可能な公共交通の再編・整備に取り組んでまいり

ます。 
 次に、観光振興についてであります。 
 本市の観光行政の基本構想として作成いたしました観光振興ビジョンをもとに、具体的な施

策を盛り込んだ観光振興アクションプランの策定作業を市民の皆さまと協働により、進めてお

ります。まもなく、完成する見込みであり、平成２３年度からはこのプランを指針とし、観光

事業の展開を図ってまいります。 
 今年の春祭りも、３月下旬の熱気球搭乗体験を皮切りに、川中島合戦戦国絵巻まで、市内随

所で、さまざまな桃の花まつりイベントを開催してまいります。また、大手エージェントによ

る桃の散策ツアーやイベント参加型ツアー商品の販売など、県内外に向けて本市の美しい春の

風景をアピールしてまいります。 
 さらに、今年は石和高温温泉湧出５０周年の記念すべき年でもあり、記念事業も組み込み、

桃・ぶどう日本一と温泉の郷にふさわしい、笛吹市一体の宣伝戦略に取り組んでまいります。 
 次に、土地改良事業についてであります。 
 農業の生産、流通、農地農村環境の向上等につながる農道、水路等の改修などの農業基盤整

備につきましては、県営事業として畑地帯総合整備事業を含め、市内１０地区を実施いたしま

す。また、昨年に引き続き、地域ぐるみで農地や水を守る効果の高い共同活動や資源保全に向

けた営農活動への支援として、農地・水・環境保全向上対策事業を実施してまいります。 
 なお、各地域からの要望につきましては、その必要性・緊急性などを勘案し、積極的かつ計

画的に進めてまいります。 
 次に、農業振興についてであります。 
 農業従事者の高齢化や後継者対策として、新規就農者の育成や農業技術の向上を目的に設立

いたしました援農支援センターを核に、援農システムの構築を図ってまいります。平成２２年

度から、農業で自立を目指す農業後継者を支援するため、笛吹市新規就農農業後継者支援事業
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をスタートさせ、農業後継者の育成・定着を図っておりますが、平成２３年度もこれを推進い

たします。消費宣伝・販路の拡大につきましては、市長トップセールスとして、国内はもとよ

り、香港など海外へも積極的に販路の拡大を行い、新たな輸出先の道筋をつけてまいります。 
 鳥獣被害の対策につきましては、笛吹市鳥獣被害防止対策協議会を核に、地域の方と連携を

図りながら、積極的に対策を講じてまいります。 
 また、全国的な食の安全に対する関心の高まりとともに、地産地消が重要な課題となってお

りますが、笛吹市地産地消推進計画により生産者、消費者、事業者、学校および市が一体となっ

た地産地消を推進してまいります。さらに、市内４カ所目の直売所としてオープンした芦川の

農産物直売所も好評をいただいており、これらの施設を核に、なお一層、地域の活性化と地産

地消が図られるものと期待しております。 
 次に、商工業の振興についてであります。 
 国の緊急経済対策を受け、中小企業者の事業継続と事業拡大を支援するため、笛吹市商工会

と連携し、中小企業者に借入金に対する利子補給を行ってまいります。また引き続き、雇用対

策の一環として、就職希望者と市内企業を対象に就職ガイダンスを開催し、地域経済の活性化

と雇用の安定に努めてまいります。 
 続きまして、環境にやさしく安心して、すこやかに暮らせるまちづくりについてであります。 
 はじめに、救急通信事業についてであります。 
 傷病者の大切な命を救うためには、一般市民から救急隊、医師へとつながる救命の連鎖が重

要であります。救急現場において、市民の一人ひとりが適切に対応していただくための講習会

の開催やＡＥＤの普及啓発を進めるとともに、救急医療の高度化にも対応できる体制を整備し、

救命率の向上に努めてまいります。 
 次に、火災予防啓発事務についてであります。 
 住宅火災による被害の軽減を図ることを目的に、６月１日から住宅用火災警報器の設置が全

世帯に義務付けられますが、本市における設置率は、いまだ５０％を超えていない状況であり

ますので、地域に密着したきめ細かな普及活動を展開し、設置率の向上に努めてまいります。 
 次に、防災行政無線整備事業についてであります。 
 平成２１年度から３年間をかけて整備を進めておりますが、本年度までに、南館に防災無線

室親局と各支所に放送機器を整備し、春日山山頂に中継局を建設いたします。 平成２３年度

は移動系機器を配備するとともに、各地域の野外拡声子局を整備し、平成２４年度の運用開始

に向け、準備を進めてまいります。 
 次に、上水道事業についてであります。 
 供用開始となります境川浄配水場からの水道水を有効的に活用するため、送配水管の整備を

進めるとともに、安全で安心な水道水の供給を目指してまいります。また、平成２２年度に地

域のご理解をいただき、用地買収が完了した御坂浄配水場については、平成２５年度の完成を

目指し、事業を進めてまいります。 
 次に、公共下水道加入促進事業についてであります。 
 下水道事業につきましては、山梨県流域別下水道整備事業計画に基づき、事業を推進してお

り、平成２２年度末においては、本市の全体事業面積の約６０％が整備済みとなる見込みであ

ります。 
 平成２３年度は、下水道の加入促進を図るため、６０歳以上の方がいる世帯を対象に、新築
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を除く新規の接続世帯に対して、下水道料金を１年間免除する下水道加入促進キャンペーンを

実施いたします。より多くの世帯に接続していただくことにより、生活環境の改善を図るとと

もに、公共用水域の水質を保全し、清らかな水環境の形成に努めてまいります。 
 次に、バイオマスセンター建設事業についてであります。 
 バイオマスセンター建設事業につきましては、農業と地域の共生、循環型社会の構築に向け、

笛吹市バイオマスタウン事業化計画に基づき、平成２７年度の供用開始を目標に事業を推進し

てまいります。 
 平成２３年度に生活環境影響調査の実施、利用バイオマスや施設規模などの検討を行うとと

もに、施設整備予定地の測量や地質調査など、用地の取得に向けた取り組みを進めてまいりま

す。 
 次に、ごみ減量化推進事業についてであります。 
 現在の生活系可燃ごみの減量率は約２９％であり、引き続き５３％減量を目標に、新たに策

定する環境基本計画やごみ減量協働プランにより、事業を推進してまいります。このため、従

前より行っておりますミックスペーパー、その他プラスチックおよび資源ごみの分別収集の徹

底や生ごみの資源化へ向けた施策を重要課題として位置づけ、段ボール箱での生ごみ堆肥作り

事業やぼかし製造事業、生ごみ処理機等の購入補助制度などを実施してまいります。また、地

域住民やアパート、マンションの住民および事業経営者を対象とした分別説明会の開催や市内

大型スーパー等の店頭での分別推進キャンペーンを行い、市民みずからがごみ減量を意識し、

行動できるよう啓発活動に努めてまいります。 
 次に、地球温暖化防止事業についてであります。 
 住宅用太陽光発電システム設置に対する補助金の交付や小学生を対象とした環境教育の実施

など、地球温暖化防止の取り組みをさらに普及拡大するため、市が率先して二酸化炭素の排出

抑制を実践し、笛吹市地球温暖化対策実行計画に基づく、地球温暖化防止対策を推進してまい

ります。 
 次に、甲府峡東地域ごみ処理施設整備事業についてであります。 
 平成２３年度には、環境影響評価の準備書の縦覧や施設および搬入道路等の用地測量が予定

されており、供用開始年度の２９年度に向け、一部事務組合とともに着実な事業推進を図って

まいります。 
 次に、八代ふるさと公園拡張整備事業についてであります。 
 八代ふるさと公園拡張整備につきましては、近隣の四ッ沢川砂防公園との連携も図る中で、

駐車場や遊具および遊歩道の整備を計画しております。現在、事業認定の申請業務や起業地の

補償調査業務を進めているところであります。平成２３年度においては、用地の確保に努めて

まいります。 
 次に、特定健診・特定保健指導事業についてであります。 
 特定健康診査等実施計画に基づき、予防に着目した効果的な特定健診・保健指導を実施し、

平成２４年度、目標受診率６５％および特定保健指導率４５％の達成を目指します。平成２３年

度は、個別健診の充実・拡大を図るため、医療機関のご協力をいただくとともに、人間ドック

受診補助の対象年齢の上限を１０歳引き上げ、４０歳から７４歳までとして、健康予防と受診

率向上に向けた取り組みを進めてまいります。 
 次に、子どもの予防接種事業についてであります。 
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 平成２２年度に引き続き、任意の予防接種である子宮頸がん、ヒブ、小児用肺炎球菌のワク

チン接種の公費助成を実施いたします。予防接種について、正しく理解していただくための取

組みを進め、より多くの対象者に接種していただくことで、子どもたちがすこやかに生活でき

る環境づくりを支援してまいります。 
 次に、子育て支援についてであります。 
 まず、子どもの健康増進の向上を図り、子育て家庭の経済的負担を軽減するため、これまで

の乳幼児医療費の助成対象年齢６歳までを、子どもすこやか医療費助成事業と制度を改名し、

平成２３年４月より対象年齢を１２歳の小学校６年生まで拡大いたします。 
 また、子育てと仕事の両立を支援するため、昨年度から開始した病児・病後児保育事業の充

実に努めてまいります。またさらに、石和地内に新たに子育て支援センターの開設を予定して

おり、地域における子育ての相談・支援の充実に取り組んでまいります。 
 放課後児童健全育成事業につきましては、児童の放課後の居場所づくりのため、学童保育の

質の向上と環境整備に努めてまいります。 
 次に、保育所運営事業についてであります。 
 核家族化の進行や女性の社会進出、就労形態の変化などに対応するため、次世代育成支援行

動計画に基づき、特別保育事業の充実を図ってまいります。特に延長保育や一時預かり保育等

につきましては、時代に即した保護者ニーズを把握しながら、さらなる保育サービスの充実に

努めてまいります。 
 また、保育所への指定管理者制度導入につきましては、４月から新たに八代御所保育所への

導入が決まり、石和第三保育所、かすがい東保育所に続き、３カ所目となる予定であります。 
 今後も新たな保育所への指定管理者制度導入に向け、保護者と十分な話し合いを行い、ご理

解をいただきながら、進めてまいります。さらに、保育所の施設整備につきましては、石和温

泉駅周辺整備事業に伴い、移転建て替えを予定しております石和第五保育所の建設、また石和

第二保育所の改修工事、御坂北保育所の耐震改修工事など、安心・安全な保育所の確立に向け

た環境整備に取り組んでまいります。 
 次に、障害者地域生活支援事業についてであります。 
 障がい者と共に生きる地域を目指し、相談支援事業をはじめとした各種サービスの提供を行

い、障がい者の社会生活を支援してまいります。平成２３年度は、第３期障害者福祉計画の策

定を行い、障がい児や障がい者が社会の一員として社会活動に参加し、地域で自立した生活が

送れるよう、適切な支援と地域共生の取り組みを推進してまいります。  
 次に、高齢者福祉についてであります。 
 本市の高齢化率は２３％を超え、特別養護老人ホームへの入所待機者も年々増加しているこ

とから、在宅介護が困難な高齢者のために、地域密着型の特別養護老人ホームを一宮町と御坂

町に１カ所ずつ整備を進めてまいります。また、二次予防事業対象者把握事業では、５０項目

の調査により、要介護状態になりやすい６５歳以上の高齢者の把握に努め、これからの高齢者

に必要なサービスの検討、分析を行ってまいります。 
 一方、本市の高齢者の約８割は、介護を必要としない元気な高齢者であり、これらの方々が

健康を保持しながら、生きがいを持って地域活動・社会活動に取り組むことができるよう、学

習講座・研修の機会を設け、高齢者ボランティアの育成に努めてまいります。 
 さらに認知症高齢者が年々増加傾向にあり、市民の皆さまに認知症に対する正しい理解をい
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ただくための啓発と、認知症の方や家族を応援する認知症サポーターの養成に取り組んでまい

ります。 
 次に、第５期介護保険事業計画策定事業についてであります。 
 高齢者の現状や介護サービス事業者を的確に把握し、地域の特性に応じた高齢者福祉および

介護保険事業の体制を計画的に確保するため、平成２３年度は、２４年度から向こう３年間の

高齢者福祉計画、ならびに第５期介護保険事業計画を策定し、さらなる高齢者の福祉施策を推

進してまいります。 
 次に生活保護受給者等、就労促進事業についてであります。 
 申請時の相談から保護の決定まで確実な対応を図り、保護の適正な実施に努めるとともに、

就労支援員による保護受給者や生活困窮者への就労指導･支援を強化し、就労の実現により、

経済的な自立の確保に向けた取り組みを推進してまいります。 
 次に、国民健康保険適正運営事業についてであります。 
 近年、被保険者の高齢化や医療の高度化に伴う医療費の増大と景気の低迷による所得の減少

や収納率の低下など、事業運営は極めて厳しい状況にあります。保険税の収納率につきまして

は、収納率向上対策と加入者の皆さまのご理解により、前年を上回る状況にありますが、今後

も、国保事業の安定した運営に向け、国保事業健全化計画に基づき、広報等による医療費情報

の発信や滞納者対策などにより、医療費の適正化および収納率の向上に努めてまいります。 
 続きまして、個性輝く人々が育ち、活躍するまちづくりについてであります。 
 はじめに、学校教育ビジョンの具現化についてであります。 
 引き続き学校教育ビジョンの具現化を目指し、確かな学力の定着を図るとともに、教員の授

業力の向上や保幼小中高の連携に取り組んでまいります。さらに２３年度は、学力向上研究委

員会で検討され、実施することとなりました家庭学習の取り組みを進めるため、リーフレット

を配布し、学習習慣の定着と学習意欲の喚起を児童生徒や保護者へ呼びかけ、確かな学力の定

着を図ってまいります。 
 次に、学校施設整備事業についてであります。 
 未来の笛吹市を担う子どもたちが安全で安心して、よりよい環境のもとで学ぶことができる

よう施設整備の充実を図ってまいります。 
 平成２３年度は、一宮中学校改築・耐震補強改修事業の完成、芦川小学校屋内運動場改築事

業への着手により、学校施設の耐震化をさらに進めるとともに、石和北小学校外壁改修事業を

はじめ、安全・安心な教育環境の実現に努めてまいります。また、昨今の夏の猛暑は、子ども

たちが学校生活を送る上で、大変厳しい状況となっていることから、学校施設の暑さ対策に関

する調査・研究に取り組んでまいります。 
 次に、市民講座事業についてであります。 
 市民講座事業につきましては、市民の幅広い学習ニーズに応えられるよう、特定分野に偏ら

ないバランスが取れた講座内容に配慮し、２３年度も年間２００講座を用意し、５千名の参加

者を見込んでおります。また、地域講座につきましても、さらなる充実を図り、地区公民館活

動の活性化につながるよう努めてまいります。加えて、芸術性の高い事業の提供に関しまして

は、ふえふき文化・スポーツ振興財団と綿密な連携を図るとともに、山梨県立博物館や山梨学

院大学等の外部機関と連携した講座を積極的に開催し、先進的で特色のある文化事業の展開を

図ってまいります。 
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 次に、国民文化祭事業についてであります。 
 平成２５年は山梨県が国民文化祭の開催県となり、全国各地から文化芸術関係者が訪れるこ

とになります。本市におきましても、文芸祭 俳句、現代詩を主催することになっており、２３年

度には実行委員会を立ち上げ、国民文化祭に向けて推進体制を築いてまいります。 
 次に健康、体力づくり教室事業についてであります。 
 高齢化の急激な進展や生活が便利になること等により、国民の健康への意識が高まっており、

生涯にわたり、スポーツに親しむことができる豊かなスポーツライフを送ることが望まれてお

ります。 
 平成２３年度も引き続き各地域に出向き、公民館等を活用する中で、軽スポーツ、健康づく

り教室など、身近なものから手軽にできる運動教室を実施し、体力の向上はもとより、地域で

のコミュニケーションの機会を提供しながら、スポーツを楽しめる環境づくりを進めてまいり

ます。 
 次に、史跡整備事業についてであります。 
 現在、甲斐国分寺跡、甲斐国分尼寺跡および寺本廃寺跡で発掘調査を行っております。 
 平成２３年度は、甲斐国分寺跡の調査成果をまとめた報告書を発行し、整備の具体的計画策

定の基礎資料とするとともに、調査成果を広く市民の皆さまに公表するとともに、地域の文化

を伝える環境づくりに努めてまいります。 
 続きまして、将来像実現に向けた取り組みについてであります。 
 はじめに、まちづくり推進事業についてであります。 
 市民の社会貢献活動支援を継続し、地域振興基金運用益を活用した地域振興促進助成事業、

市民ボランティア・ＮＰＯ助成事業や地域づくりポータルサイト よっちゃばるネット笛吹に

よる情報発信および情報の共有化、市民フォーラム開催などにより、市民活動の活性化を図っ

てまいります。 
 また、地区を選定した地域づくりワークショップの開催や市民活動支援講座や相談会などの

取り組みを進めてまいります。さらに市民と行政の役割、市民活動支援施策や市民協働の指針

策定の検討などを行い、市民、事業者、行政の協働により皆で支え合う新しい公共の実現を目

指してまいります。 
 次に、電子市役所構築事業についてであります。 
 これまで、県および県内全市町村と共同で、インターネット上からも電子申請・提出ができ

るシステムの導入を行うとともに、住基カードを利用した証明書自動交付機を本庁や支所、市

内図書館など７カ所に設置するなど、事業の拡大を図ってまいりました。 
 今後、情報通信技術を駆使した親しみやすい機能的な電子市役所実現に向け、積極的にシス

テムの共同化へ取り組み、市民サービスの向上を図りつつ、コスト削減に向け事業を推進して

まいります。 
 次に、住基カード普及促進事業についてであります。 
 住基カードの無料交付や写真付きカード希望者への写真の無料撮影サービス、１５分以内で

の即日交付、窓口での取得勧誘などに努めた結果、１月末日現在の総交付枚数は約１万６千枚

で、交付率は２２．４％であります。また、３月からは新たなサービスとして、コンビニエン

ス・ストアでの住民票の写しや印鑑証明書の交付をスタートさせるとともに、図書館利用カー

ドとしての活用に向けて、準備を進めております。さらに、無料交付期間を平成２４年度まで
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２年間延長し、取得しやすい環境づくりを進めるとともに、付加価値の付与や利便性の啓発な

どにより、交付率３０％を目標に普及促進に努めてまいります。 
 次に、総合窓口化検討事業についてであります。 
 市役所が提供する行政サービスを、すべての市民がその目的に応じて、簡単に分かりやすく、

一度に、しかも早く手続きができる環境を整えることを目的として、総合窓口化・ワンストッ

プサービスに向けたさまざまな課題を整理し、実施可能な総合窓口化を目指してまいります。 
 次に、市税等徴収事業についてであります。 
 本市の地方税の収納率は、依然として低い状況にあります。税負担の公平性の観点から、悪

質な滞納者に対しては毅然とした対応を行い、積極的に差し押さえ等を実施しております。差

し押さえの対象といたしましては、不動産、預貯金等であり、動産、とりわけ自動車や家具等

につきましても、積極的に差し押えを行い、公売などにより換価しております。  
 また、納税環境の改善として、今年度から導入したキャッシュカードを利用した市税の口座

振替手続きなどを推進し、可能な限り多様な手段を利用して、収納率向上と自主財源確保に努

めてまいります。 
 続きまして、本日、提出させていただきました案件につきまして、ご説明申し上げます。 
 提出させていただいた案件は条例案１１件、平成２２年度補正予算案９件、平成２３年度当

初予算案１９件、その他の案件１件など、合わせて４０案件でありますが、主なものにつきま

して、概略をご説明申し上げます。 
 まず条例案について、ご説明申し上げます。 
 はじめに、笛吹市環境基本条例の制定についてであります。 
 笛吹市の環境の保全および創造について基本理念を定め、市、市民、事業者および滞在者の

責務を明確にし、施策を総合的かつ計画的に推進していくため条例を制定するものであります。 
 次に、笛吹市税条例の一部改正についてであります。 
 温泉施設における日帰り入湯客の増加および利用形態の多様化などに伴い、日帰り入湯客に

かかる入湯税の取り扱いを見直すため、所要の改正を行うものであります。 
 次に、笛吹市し尿処理施設条例の一部改正についてであります。 
 これまで、甲府市衛生センターおよび青木ヶ原衛生センターに処理委託を行っていた境川、

芦川および春日居地区のし尿につきまして、笛吹市クリーンセンターで処理するために、所要

の改正を行うものであります。 
 次に、笛吹市住民基本台帳カード利用条例の一部改正についてであります。 
 住民基本台帳カードを利用して、笛吹市立図書館および山梨県立図書館が保有する図書およ

び資料の貸し出しサービスの提供を行うために、所要の改正を行うものであります。 
 続きまして、補正予算案につきまして、概略をご説明申し上げます。 
 はじめに、平成２２年度笛吹市一般会計補正予算（第７号）でありますが、既定の予算額に

歳入歳出それぞれ４億２千万円を追加し、総額を３２４億８千万円とするものであります。さ

らに繰越明許費、債務負担行為および地方債の補正を行うものであります。 
 歳入の主なものにつきましては、普通交付税額確定による８億６千万円の増額、また地方税

のうち市民税現年分および入湯税現年分の更正に伴い、２千万円を増額とする一方、事業費の

確定に伴い、国庫および県支出金を３千万円、基金繰入金を３千万円、市債を４億円、それぞ

れ減額するものであります。 
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 次に歳出につきましては、各種事業費確定に伴う減額が主なものでございますが、国の補正

予算による普通交付税が追加交付されたことに伴い、その経済対策の主旨に基づき、地域活性

化対策事業として、公共施設改修整備を行うものであります。 
 総務費では、各種事業確定に伴い１億４千万円。衛生費では、子どもの予防接種事業費の追

加および、その他各種事業確定により１億３千万円。農道および排水路等基盤整備事業費確定

などに伴い、農林水産業費を１億９千万円。道路改良工事の事業費確定などに伴い、土木費を

１億３千万円など、それぞれ減額させていただくものであります。 
 なお、今後の大型プロジェクト事業の執行と市債の適正管理を考慮しまして、公共施設整備

等基金、減債基金にそれぞれ５億円および財政調整基金に１億９千万円を積み立てるものであ

ります。 
 次に、特別会計の補正予算案であります。 
 国民健康保険特別会計、老人保健特別会計、介護保険特別会計、介護サービス特別会計、後

期高齢者医療特別会計、公共下水道特別会計、簡易水道特別会計の７会計につきまして、合計

で３億９千万円の減額を行うものであります。 
 次に、公営企業会計の補正予算案であります。 
 笛吹市水道事業会計では、収益的収入および支出において１千万円を減額し、総額を１１億

円に。資本的収入において１億９千万円を減額し、７億５千万円に。資本的支出においては１億

８千万円を減額し、１１億２千万円とするほか、地方債の補正をお願いするものであります。 
 続きまして、平成２３年度当初予算案につきまして、概略をご説明申し上げます。 
 平成２３年度当初予算案につきましては、最小のコストで最大の効果をあげるという行政経

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

性、有効性、妥当性および費用対効果の再検証を行ったところであります。 
 また、行政経営システムを予算編成に反映させた施策別枠配分方式を本年度より取り入れて、

部局を超えて横断的に事業の見直しを行ったところでもあります。 
 平成２３年度笛吹市一般会計予算でありますが、総額を３０４億円と定めるものであります。

前年度当初予算との比較では５．８％、１６億７千万円の増加となっておりますが、これは子

ども手当て支給事業をはじめ、子どもすこやか医療費助成事業など扶助費の増および砂原橋架

け替え事業、石和温泉駅周辺整備事業などの普通建設事業を積極的に取り入れたためでありま

す。 
 歳入におきましては、市税を前年度比０．３％減の８５億６千万円、地方交付税を８４億円、

国・県支出金を５７億１千万円、地方債５１億４千万円などを見込む中で、財政調整基金、公

共施設整備等基金などからの繰入金を３億５千万円としております。 
 また、歳出では人件費、扶助費、公債費などの義務的経費を１４１億円とし、投資的経費は

４３億３千万円としております。このうち主な事業予算として、総務費の３５億５千万円は全

般的な管理事務費、庁舎管理費、電算システム維持管理費などのほか、住民記録システム改修

事業として、１億円を予定いたしております。 
 次に民生費の１００億９千万円は社会福祉費、児童福祉費、生活保護費などであり、このう

ち子ども手当、生活保護費、各種の医療扶助などの扶助費が５４億１千万円、保育所施設整備

建設費および小規模特養施設整備費補助金として、５億４千万円を予定いたしております。 
 次に衛生費の２１億７千万円は保健衛生費、環境衛生費、清掃費などであり、特に子どもの
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予防接種事業補助金として、１億７千万円を予定いたしております。 
 次に農林水産業費１８億１千万円、樹園地内の農道、水路改修など農業施設整備事業に４億

４千万円、畑地帯総合整備事業ほか県営事業関係費として１億７千万円、バイオマスセンター

建設事業に２億６千万円を予定いたしております。 
 次に商工費の３億６千万円は、商工関係団体への補助事業に３千万円、観光宣伝ならびに観

光イベント事業などに１億４千万円を予定しております。 
 次に土木費４８億５千万円は、道路河川の維持管理費および新設改良費、都市計画費などで

あり、このうち道路新設改良費に８億２千万円、砂原橋架け替え事業に９億２千万円、八代ふ

るさと公園整備事業に１億円、石和温泉駅周辺整備事業に３億３千万円のほか、公共下水道特

別会計への繰出金１７億８千万円を予定いたしております。 
 次に消防費の１１億９千万円は常備消防費６億９千万円、消防施設費１億４千万円、防災行

政無線デジタル統合事業として、２億１千万円を予定いたしております。 
 次に教育費の２２億４千万円は、芦川小学校屋内運動場改築事業を含む小学校費に４億６千

万円、中学校学習指導要領整備事業を含む中学校費に２億４千万円、国民文化祭準備費を含む

社会教育費に５億９千万円を予定いたしております。 
 なお、公債費については、今までに借入を行いました地方債の元金および利子の償還費など

３９億円を予定しております。 
 そのほか、かすがい西保育所駐車場用地借地料ほか１２件について債務負担行為を、地方債

については臨時財政対策債１９億７千万円、合併特例債２９億９千万円、過疎対策債１億２千

万円などを予定し、地方債の借入限度額を５１億４千万円に定めるものであります。 
 次に、笛吹市国民健康保険ほか６特別会計の平成２３年度予算であります。 
 国民健康保険特別会計は総額を８０億３千万円、介護保険特別会計は総額を４７億８千万円、

介護サービス特別会計は総額を１，６００万円、後期高齢者医療特別会計は総額を１１億６千

万円、公共下水道特別会計は総額を２７億４千万円、農業集落排水特別会計は総額を５，４００万

円、簡易水道特別会計は総額を１，６００万円とするものであります。 
 黒駒山ほか８件の財産区特別会計につきましては、総額を４，３００万円とするものであり

ます。 
 平成２３年度笛吹市水道事業会計につきましては、収益的収入および支出をそれぞれ１４億

７千万円に、資本的収入を５億４千万円、同支出を１２億９千万円とするものであります。 
 平成２３年度笛吹市春日居地区温泉給湯事業会計につきましては、収益的収入および支出を

それぞれ６，４００万円に、資本的支出を３００万円とするものであります。 
 以上、当初予算案につきまして、概略をご説明申し上げました。 
 その他の案件につきましては、その末尾に提案理由を付記しておりますので、それによりま

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

した。 
 よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（小林始君） 
 市長の説明が終わりました。 
 これより議案第１号から議案第４０号までを一括議題とし、質疑を行います。 
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 この際、申し上げます。 
 議案第１号から議案第４０号までは、所管の常任委員会に付託することになっておりますの

で、大綱的な質疑に留めたいと思います。 
 それでは、ただいまから大綱質疑の発言を許します。 
 ７番、渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 平成２３年度当初予算案のうち、バイオマスセンターの建築にかかる２億６千万円の予算が

計上されているわけですが、この点について、お伺いします。 
 キャッチフレーズ、目標としては地球温暖化防止、循環型社会の構築に寄与していくという

ことでありましたが、私は昨年、９月議会でもこのキャッチフレーズどおり、本当に地球温暖

化防止、循環型社会の構築に寄与するものになるかということで、質問をいたしました。ぜひ、

そうしていただきたいということで質問をいただきました。循環型社会の構築という問題では、

資材の収集やその製品の需要、こういうものも含めてでありまして、地球温暖化防止という点

では、ＣＯ２の動力等も含めて、あるいは収集エネルギーも含めて、ＣＯ２

 こうした中で、今回、こういう予算が載ったということは、ＣＯ

の削減になるかどう

かということになるわけですが、こういう質問をしたわけですが、過日、総務省行政評価局は、

このエコという点でも循環型社会の構築寄与という点でも、先進地のバイオマス施設というの

は、効果ほぼゼロという評価を出しておるところであります。 
２

〇議長（小林始君） 

の排出および循環型社会

の構築への寄与という点で見通しが立ったということなのかどうか、伺いたいと思います。 

 答弁を、豊角産業観光部長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 まず、当初予算に計上させていただきました２億６千万円の内訳について、説明を申し上げ

ます。 
 基本的には、委託料になります。この分につきましては、生活環境影響評価が約１，５００万

円、センターの建設用地の測量、あるいは地質調査等も含めて、総額４，７３０万円が委託料

となります。そのほか建設予定地の公有財産の購入費、用買費になりますが、２万１，４００平

方メートルの物件を対象としております。これも用地購入費が２億１，３６０万円。それから

用買に伴います立ち木補償費等々を８００万円、そのほかもろもろの需用費、あるいは旅費等

を含めて、総額を２億６，９００万円とするものでございます。 
 それから温暖化関係、先の山日さんのほうにも、私、ちょっとコピーを持っておりますが、

２月１６日付けの新聞報道の中で、総務省の評価、これについては地球温暖化防止などについ

ての効果については皆無ということで載っておりました。ここで言っておりますのは、温暖化

防止ということが皆無ということになっております。このバイオマスに関連します６省につい

ては、２１４事業のうち１６１事業、約７５％については効果が出ているという回答がされて

おりますが、やはり行政評価局の独自の評価については、効果が出ているケースはゼロだとい

う、こんな評価もされております。ただ、内容を見ておりますと、効果の程度は不明であるも

合わせますが、ある程度の効果が出ているものについては３５事業、１６％については効果が

出ているということです。 
 私ども笛吹市が、これからバイオマスということで、設置をするものについては、市内、今
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現在、率先して推進しております笛吹市の地球温暖化対策実行計画がございます。これについ

ても、温暖化対策についての太陽光発電を含めての推進はいたしておるところでございます。 
 バイオマスについて言いますと、微生物菌を使った堆肥化施設、あるいは肥料化施設という

ことになります。これについては、地域ブランド化の推進を目指す。あるいは、有機農法を推

進することにより、食の安全・安心を目指すという、こういった大目的を将来的に掲げており

ます。そういったことで、ここのバイオマスの稼働率が上がれば上がるほど、今現在は甲府の

環境センターで、可燃ゴミという扱いの中で焼却処分になります。この部分が減るということ

であれば、間接的ではあろうかと思いますが、温暖化対策へのＣＯ２

 以上、答弁といたします。 

逓減に向けての影響が出

ているという、こういう判断をいたしておりますので、私どもは有機農法、これに伴います笛

吹の地域ブランドの確立を目指すという意味で、また先ほど申し上げたような間接的な温暖化

対策にも寄与するということで、事業のほうの予算計上をいたしました。 

〇議長（小林始君） 
 渡辺議員に申し上げます。 
 大綱的質疑ということでございますので、そのへんでよろしくお願いします。 
 ・・・暫時休憩します。 
 開会は３時とします。 

休憩  午後 ２時４０分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ３時３５分 
〇議長（小林始君） 

 再開いたします。 
 渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 大綱質疑をさせていただきます。 
 答弁、ありがとうございました。 
 私が聞いたのは地球温暖化防止、ＣＯ２

 ＣＯ

削減の見通しはできたか、循環型社会の構築に寄与

できる、要するに資材を集め、製品をはけるような見通しが持てたかという質問だったわけで

す。端的に、その点について答えていただければ、結構だったわけです。 
２

〇議長（小林始君） 

削減にもならない、循環型社会の構築にもあまり寄与できない、しかも多大なお金が

かかるという結果になったならば、これは私どもとしても大きな責任になると思いますので、

その点についての答弁ができれば答弁をお願いしまして、そののちについては、委員会でしっ

かり審査されることと思いますので、私の質問はこれで終わりたいと思います。 

 答弁はいりますか。 
〇７番議員（渡辺正秀君） 

 できたらお願いしたいんですが、そうでなかったら、委員会でやっていただいても結構です。 
〇議長（小林始君） 

 委員会で、よろしいですか。 
 （はい。の声） 



 ２３ 

 そのほか、ありますか。 
 （ な し ） 
 質疑を終結いたします。 
 ただいま、議題になっております議案第１号から議案第４０号までの４０案件については、

お手元に配布してあります議案付託表のとおり、所管の常任委員会に付託いたします。 
 以上で、本日の議事はすべて終了いたしました。 
 お諮りします。 
 明日２５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２５日は休会とすることに決定いたしました。 
 次の本会議は２月２８日、午前１０時から再開いたしたいと思います。 
 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３８分 
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再開  午前 ９時５８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、傍聴と撮影の申請があり、これを許可しましたので、報告いたします。 
 傍聴人に申し上げます。 
 傍聴人は議事について可否を表明し、または騒ぎ立てることは禁止されておりますので、静

粛に願います。 
 なお、議長の命令に従わないときは、地方自治法の規定により退場を命じますので、念のた

め申し添えます。 
 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりです。 
 報告事項を申し上げます。 
 １４番議員 寳修君および教育委員長 齊藤幸三君より、本日、欠席の届が提出され、これ

を受理しましたので、報告いたします。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小林始君） 
   日程第１ 「代表質問」を行います。 

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

力をお願いいたします。 
 まず、笛政クラブの代表質問を行います。 
 志村直毅君。 

〇２番議員（志村直毅君） 
 おはようございます。笛政クラブの志村直毅です。 
 笛政クラブを代表して、今議会に提案されました平成２３年度予算案、ならびに市政全般に

ついて、質問いたします。 
 冒頭、２月２２日に発生したニュージーランド大地震では多数の犠牲者があり、現在も邦人

を含む安否不明の方々が多数おられます。この地震で亡くなられた方々のご冥福をお祈りする

とともに、被災者の皆さまに心からお見舞いを申し上げます。 
 日本の国際緊急援助隊をはじめ、現地で捜索・救出活動にあたられている方々に深い敬意を

表するとともに、耐震補強や防災対策等、日ごろの備えの重要さを改めて痛感する次第です。 
 さて、持ち直しの傾向が見られる国内経済は、不安定な中東情勢の影響による原油高、さら

には円高の傾向が強まり、電気・ガス料金の値上げ等、身近な市民生活への懸念も生じつつあ

ります。 
 こうした中、到来する行政のダウンサイジング時代に向け、市民生活に希望と安心の明かり

をもたらす施策に全力を尽くさなければなりません。その重要なステップの新年度を迎えるに

あたって、施政方針、大型プロジェクト、ならびに総合計画の施策体験に沿って、質問を行い
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ます。 
 はじめに、行政経営・財政・当初予算編成について伺います。 
 まず、市長の新年度に向けた政治姿勢および市政運営について、お聞かせください。 
 また、新年度当初予算編成の基本方針について、市民第一主義の視点でのポイントと特徴。

施策別枠配分による予算編成と部局枠配分も含め、重点的な施策はどのようなものか、お尋ね

します。そして、新年度における合併特例債の活用額および財政調整基金等の基金取り崩し予

定額は、どの程度なのか伺います。 
 さらに地方自治を取り巻く状況が刻々と変化する中で、当面の行政課題について４点、お聞

きします。 
 総務省が先月末に公表した地方自治法抜本改正についての考え方では、住民自治制度の拡充

の中で、代表民主制を補完する直接民主制的手法の充実として、住民投票の制度化にあたって

は、まずは対象を限定して立案し、その後、実施状況をよく見極めた上で、制度の見直しを検

討していくことが適切であるとして、具体的には大規模な公の施設の設置の方針を対象として、

速やかに制度化を図るとの項目が盛り込まれていますが、これについて、市としてどのような

見解を持っているか、お聞きします。 
 またＩＣＴ技術が進化し、自治体クラウドが進む中、コスト削減等の観点からオープン・ソー

ス・ソフトを導入する自治体も出てきています。本市では、こうしたソフトの利用について検

討しているでしょうか、お尋ねします。 
 ３点目として、昨年の通常国会に提案され、現在も審議継続中の地方自治法改正案では、議

会議決を義務付けている総合計画の基本構想について、法案第２条第４項で、これを廃止する

内容となっています。行政経営の計画的かつ総合的な基本構想の議決は、法改正がなされても、

ほとんどの自治体が従前のとおり行っていくという調査結果もあります。このことについて、

本市の見解をお伺いします。 
 ４点目に、本市議会においては、議会改革の観点から議会基本条例の制定について、議論や

検討の機運が表れてきております。昨年６月に閣議決定された、地域主権戦略大綱に明記され

ている義務付け、枠付けの見直しと条例制定権の拡大の方向性に鑑み、本市として自治基本条

例の制定とともに、重要な施策についても個別条例を制定していくなど、体系的な条例の整備

を進めていく考えはあるか、お聞かせください。 
 続いて、大型プロジェクト事業について質問いたします。 
 笛政クラブとしては、総合計画に掲げた将来像の実現に向け、現在、始動している大型事業

について、合併特例期間中に起債可能な特例債を無理なく、無駄なく、効果的に活用すること

により、この機を逃さず、推進していく必要があるとの立場から、事業の成果を挙げていくた

めの提案等も積極的に行いつつ、以下、お伺いいたします。 
 まず大型プロジェクト事業について、現時点での総事業費ならびに合併特例債の活用の見込

みはどのようになっているか、お示しください。 
 次に、石和温泉駅周辺整備事業について。 
 エレベーター４基の設置によるバリアフリー対応を予定とのことですが、利用者や市民の皆

さまから南北自由通路へのエスカレーターの設置を望む意見も多数、お聞きしております。通

勤、通学等の市民、観光のお客さまのほか、医療機関や温泉を活用した健康増進のために駅を

利用する方々も想定される中、健常者も高齢者も障がい者も利用頻度が高く、非常時や避難等、
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万一、停止した場合でも階段として利用することも可能であるエスカレーターの設置を検討し

てはいかがでしょうか、見解をお伺いします。 
 次に、バイオマスセンター建設事業について。 
 新年度は、用地取得までを視野に事業が進行していくものと理解しておりますが、事業化計

画に基づく利用バイオマスの想定は、どのようになっているでしょうか。また、循環型社会の

構築に向け、環境に配慮し、産業振興にも資するような持続可能な施設とするためのポイント

はどのように考えているのか、お尋ねします。 
 次に、多機能アリーナ建設事業について。 
 基本設計業務の発注で導入した提案型の業者選定、公開による二次審査プレゼンテーション

等、応募事業者からは高品質な提案がなされ、効果的な手法がとられたと考えますが、このこ

とについての市の見解を伺います。さらに今後、他の事業についてもこうした一般公募型プロ

ポーザルの手法を導入していく考えがあるか、お聞きします。 
 また、本事業で示しているランニングコストについて、今後、事業を進める中で、十分な精

査のもとに算定していくことが不可欠と考えますが、ご見解を伺います。 
 次に、ふるさと公園整備事業について。 
 公園全体のバリューアップを図る観点から、野外ステージや展望台なども含め、必要な改修

等も行い、総合的な整備を検討する考えはあるか、お聞かせください。 
 続いて、産業振興について質問いたします。 
 １月には、石和高温温泉湧出５０周年記念イベント、今月は日本一早い桃のお花見の開園、

４月には笛吹市桃の花まつりと本格的な観光シーズンに向かい、多くのお客さまが本市を訪れ

ます。観光振興と関連産業に一層の弾みが待望される中、本市産業全般について伺います。 
 まず現在、政府で検討されているＴＰＰ 環太平洋戦略的経済連携協定への参加が本市農業、

ならびに産業等に与える影響について、どのように考えているか、お聞かせください。 
 次に、農業の取り組みについて。 
 農林業センサスの概数値が公表されましたが、果樹栽培を主体とする本市農業の将来像をど

のように考えているか、お尋ねします。 
 また、昨年４月から新規就農者の定着支援事業がスタートしておりますが、担い手育成の成

果は表れてきているでしょうか、伺います。 
 次に、商工業の取り組みについて。 
 商工会法施行５０年となる新年度、中小事業者への支援策はどのように展開していくのか、

お聞かせください。 
 続いて、安心・安全な市民生活について質問いたします。 
 はじめに、廃棄物行政について、お聞きします。 
 可燃ごみ５３％減量を目指して展開している、ごみ減量の取り組みは市民に浸透してきてい

ると考えているでしょうか、見解を伺います。 
 また、境川地区に予定されているごみ処理関連施設の整備事業に遅れが生じていますが、市

民生活ならびに財政負担への影響はどのようになるのか、お聞かせください。 
 次に福祉行政、障がい者および高齢者施策について、お尋ねします。 
 １９９５年、総理府、現在の内閣府が毎年１２月３日から９日までを障がい者週間と定めま

した。この障がい者週間は、障がい者福祉について関心と理解を深め、障がい者が社会・経済・
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文化・その他、あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的としています。

本市では、この期間中、どのような施策を展開していくのか、伺います。併せて、障がい者の

生活支援および就労支援の取り組み状況についても、お聞かせください。 
 また、新年度に予定されている地域密着型特別養護老人ホームの整備により、在宅介護が困

難な高齢者および、その家族の負担軽減はどの程度、図られると見込んでいるでしょうか。さ

らに今後、整備を進める考えはあるのか、お聞きします。 
 さて、全国で認知症になっても安心して暮らせる町を目指して、このようなオレンジリング

が目印の認知症の人と家族への応援者である、認知症サポーターを養成しようと取り組まれて

います。認知症サポーター養成講座の受講者をさらに増やし、認知症高齢者への正しい理解と

市民を挙げての応援体制を整えていくための、本市の数値目標をお示しください。 
 次に市民の生活環境の整備として、下水道事業について伺います。 
 現在、加入促進の取り組みが充実してきており、今後の接続件数の増加が期待されるところ

です。下水道事業の推進には財政的な制約もある状況ですが、合併後の下水道事業にかかる起

債残高の状況はどのように推移しているか、まずお尋ねします。 
 また、平成２４年度からは都市計画税の課税再開も予定されています。バランスの取れた下

水道事業の進捗を図りつつ、認可区域内の合併浄化槽設置に対する補助を検討してはいかがで

しょうか、ご見解を伺います。 
 続いて、笛吹市を担う人財育成について、質問いたします。 
 市民との協働によるまちづくりの基礎となるのは、自助・共助・公助のバランスの取れた取

り組みであり、その担い手を育てることが大切です。ピーター・ドラッカーの「人こそ最大の

財産」との名言にもあるように、これからの笛吹市を担う人材の育成について、伺います。 
 まず、次代を担う子どもたちの教育・保育環境の改善について、お尋ねします。 
 近年の猛暑の影響により、小中学校の暑さ対策が課題となっていますが、市の対応について

伺います。また、かねてより石和中学校の校舎ならびに給食棟の老朽化への対応を求めていま

すが、市の対策をお聞きします。 
 次に、子育てを取り巻く環境の変化とともに、保護者の学校、保育所、幼稚園等への関わり

に課題も生じてきています。最近では、学校等を単に預けるところ、生活の一部を担ってもら

うところといった感覚の保護者も登場してきました。学校等が社会的な場所であり、保護者の

学校等への関与において、その基調には社会的責任があるという意識を持つことが必要だと考

えます。この点について、学校、保育所の見解を伺います。 
 最後に新しい公共について、お聞きします。 
 まず、市民活動支援事業が取り組まれていますが、新年度の重点的な取り組みは、どのよう

なものか、伺います。 
 また、地域の問題解決に取り組む担い手としては、ＮＰＯなどのほか、従来からある地縁組

織、行政区等も大いに期待されます。その活動拠点となる公民館やコミュニティセンター等に

は、新築や大規模改築に施設整備補助がありますが、軽微な改修やリフォーム等に対する、３０万

円から５０万円程度の支援制度を創設してはいかがでしょうか、お尋ねします。 
 笛吹市の基盤整備に残された期間は、わずかです。合併以来、笛政クラブの先輩議員たちは、

駅舎改修、砂原橋架け替え、体育・文化活動に利用される大型施設の整備等について議論し、

提案し続けてきました。市長におかれましては、常に市民とともに歩み、施策実現の可能性を
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追求し、前進されることを願っております。 
 わが笛政クラブの議員も未来の笛吹市を展望し、真摯に議決に望んでいくことをお誓い申し

上げ、以上、代表質問といたします。 
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。ご苦労さまでございます。 
 笛政クラブ、志村直毅議員の代表質問にお答えいたします。 
 はじめに行政経営・財政・当初予算編成のうち、新年度に向けた政治姿勢等についてでござ

います。 
 すでにご承知のとおり、わが国の社会経済情勢は、人口減少や少子高齢化をはじめとした社

会構造の激しい変化や経済のグローバル化など、激動の変革期を迎えております。このような

中、地方自治体にあっては、住民に身近な行政を自主的かつ総合的に広く担うとともに、活力

ある地域をつくり、依存と分配の仕組みを自立と創造の仕組みに転換しなければなりません。

また、国と地方自治体が行政の各分野において、適切に役割を分担することで、地方自治体の

自由度は拡大する反面、自主性および自立性を高めていく必要性も高まっております。 
 新年度につきましては、引き続き笛吹らしさを追求し、定着させ、さらに発展させることで、

経営の安定化を図ることを目的として、「みんなで奏でる“にぎわい・やすらぎ・きらめき”

のハーモニー、オンリーワン都市」をメインテーマに掲げさせていただきました。オンリーワ

ン都市の実現に向けて、市民第一主義で生活者起点の行政推進により、市民と協働のまちづく

りを進めてまいります。 
 また、総合計画に掲げる将来像実現のため、市民・地域・行政が一丸となり、主体的な活動

を展開する協働のまちづくりを推進するとともに、積極的に情報公開と情報を受ける方々の立

場に立った情報提供に努めてまいりたいと思います。 
 さらに、すべての施策が市民のためのものであり、その施策を実施するのも人であるとの視

点に立ち、長期的で持続的な市の発展や将来を担う次世代のための人づくりに向け、施策を｢の

ばす｣｢つなぐ｣｢ささえる｣という、笛吹ＤＮＡ戦略の考えに基づき、あらゆる施策を展開して

まいります。 
 次に地域主権の確立に向けては、計画的な行政経営の基本であるＰＤＣＡのマネジメントサ

イクルを常に意識し行動するとともに、平成２３年度からは、総合計画と予算編成を連動させ

た施策枠予算編成により、部局横断的に各施策を直結した予算配分を行い、より効率的に事業

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

とともに、国の地方財政対策を勘案する中で、プライマリーバランスを常に考慮し、将来にわ

たって安定した健全財政を推進いたします。さらに小さな市役所による行政経営を目指し、引

き続き行政組織や職員定員の見直しを行うとともに、新しい公共の考え方に基づく、民間活力

の導入を進めてまいります。 
 さて、二宮尊徳の報徳思想の６つの考えは、私自身を律する教えとさせていただいておりま

す。その中の１つに一円融合という言葉がございます。これは、報徳思想の到達点ともいえる
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言葉であり、「すべてのものは、互いに助け合い、一体となって良い結果をもたらす」という

観念であります。平成２３年度は、現在進めております大型施設整備構想をはじめ、笛吹市に

とって大きな節目の年と考えております。この一円融合の言葉のとおり、市民のご理解をいた

だく中で行政・議会・市民が一体となり、未来に夢を描ける笛吹市を目指し、着実に事業が推

進できるよう努めてまいります。 
 次に当初予算編成の基本方針のうち、市民第一主義の視点での特徴についてでございます。 
 市民第一主義は、笛吹市誕生以来の一貫した行政経営を推進する上での基本的理念でありま

す。本年度も生活者起点のまちづくり、協働のまちづくりに必要不可欠な情報の共有化に伴う

情報公開の推進、さらに長期的で持続的な市の発展のために必要である将来のための人づくり

の３点を重点項目として、行政経営を行ってまいります。 
 当初予算編成にあたりましては、市民第一主義を特徴づけることといたしまして、前年度ま

での部局別予算枠配分方式を廃止しまして、市民目線による行政評価を行い、総合計画の将来

像実現に向けた各施策の優先度と方向性を考慮した、施策別予算枠配分方式を採用したところ

であります。このことにより、市民第一主義がより反映されるとともに、さらに工夫と創意に

満ちた当初予算案が提出できたものと自負いたしております。 
 なお、笛吹市をはじめ、国や地方自治体の財政基盤は、言うまでもなく住民の皆さまからお

預かりした大切な税金で成り立っております。このことを常に認識しながら、貴重な財源の有

効活用をさらに追求し、住民一人ひとりが真に豊かな生活を営むことができるまちづくりを今

後も推進してまいります。 
 次に予算編成での重点的な施策についてですが、平成２３年度当初予算編成につきましては、

先に申し上げましたように、第一次笛吹市総合計画に掲げる２８施策を着実に推進していくた

めに、従来の部局別から施策別枠配分方式を導入しました。これにより、経営システムを活用

したマネジメントやコストと成果の検証を行い、施策別に財源を重点的・効率的に配分した予

算編成を行うことができたと考えております。 
 本年度の重点事業につきましては、平成２６年度まで活用できる合併特例債を主要財源とす

る石和温泉駅周辺整備事業、バイオマスセンター建設事業、砂原橋架け替え事業、八代ふるさ

と公園整備事業、多機能アリーナ建設事業などの大型建設事業が挙げられます。また、少子化

対策といたしまして、乳幼児医療費助成事業や小学校６年生までに拡大した子どもすこやか医

療費助成事業も重点事業に位置づけております。 
 次に、新年度における合併特例債の活用額と基金取り崩し予定額についてでありますが、平

成２３年度当初予算における地方債は、５１億４千万円を計上いたしました。そのうち、合併

特例債は２９億９，７００万円を計上いたしております。 
 内訳は防災行政無線および消防施設整備に２億６，４００万円、石和第五保育所建設事業ほ

か保育所改修などに２億５，５００万円、石和温泉駅周辺整備事業に１億６，６００万円、八

代ふるさと公園整備事業に４，６００万円、バイオマスセンター建設事業に２億１千万円、農

道基盤整備ならびに県営事業関係に５億５，９００万円、御坂浄水場建設および送水管施設整

備にかかる出資債として１億７，２００万円、また砂原橋架替事業はじめ道路新設良事業に１３億

２，３００万円をそれぞれ計上いたしております。 
 次に各基金の当初予算への繰入金でありますが、総額で３億５，６００万円を計上いたしま

した。内容は公共施設整備等基金繰入金を９千万円とし、新年度笛吹市行政経営方針に掲げた
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重点施策である、５つの大型プロジェクト事業と石和第五保育所建設事業へ充当いたしました。

芦川地区過疎地域活性化基金繰入金は、芦川小学校屋内運動場建設事業関連に１，９００万円

を充当いたします。 
 また、歳出額を最大に見込む一方で、歳入においては、市税・地方交付税ならびに繰越金を

最小限に見込んでいることから、財政調整基金からの繰入金を２億４，７００万円計上させて

いただいたところであります。 
 続きまして、当面の行政課題について、お答えいたします。 
 まず、住民投票の制度化についての見解でありますが、総務省は地方自治法抜本改正につい

ての考え方の中で、基本的な考え方の１つとして、地域住民がみずからの判断と責任において、

地域の諸課題に取り組むことができるようにすることとしております。この考え方は、私が目

指す市民第一主義の行政経営に通ずるものであります。 
 また、議員がおっしゃるとおり、住民自治制度の拡充の中で、議会のあり方の見直しと合わ

せ、代表民主制を補完する直接民主制的手法の充実が述べられております。これらは、二院代

表制による現行の代表民主制を前提として、その補完的意味合いでの住民投票制度の導入の考

え方であります。しかしながら、この考え方の中で、数の力によって少数者の意見を反映させ

ることを閉ざしたり、多様な利害を反映した柔軟な解決方法の選択を困難にする恐れがあるな

どの問題点を挙げております。私も住民投票につきましては、総務省が懸念しているこれらの

問題点を心配しております。このため、今後の住民投票に関する制度設計を注視してまいりた

いと考えております。 
 なお、全国市長会では、長と議会が賛成しているものについて、なぜ住民投票に付し、拘束

力を持たせるのか等の疑問点を挙げ、慎重に検討していくべきであるとの意見書を総務省に提

出いたしております。また、地方６団体におきましても、総務大臣と意見交換会の中で、拙速

な改正には反対である、住民投票の結果に拘束力を持たせると、議会制民主主義を大きく変質

させる等の意見を出しております。 
 次に、オープン・ソース・ソフトの利用についてであります。 
 経済産業省所管の独立法人 情報処理推進機構において、平成１５年から支援事業の１つと

いたしまして、オープン・ソース・ソフトウェア活用の裾野を広げるための基盤整備を目的と

して、オープン・ソース・ソフトウェア活用基盤整備事業を展開いたしております。平成２０年

に提出された第２回地方自治体における、情報システム基盤の現状と方向性の調査報告書によ

りますと、不安材料として過去につくられた情報資産および国や自治体・住民と交換される各

種情報資産との非互換性が挙げられております。さらにオープン・ソース・ソフトウェアおよ

びオープンな標準に対応する製品や、ベンダーの不足などの課題も挙げられております。 
 また、市販製品の代わりとなるオープン・ソース・ソフトも多数、出てきているところであ

ります。しかし、オープン・ソースの性質上、元の著作者の制御しきれない形で流通している

ため、なんらかの損害をもたらしたとしても補償しないものと定められていることから、現状

ではオープン・ソース・ソフトの利用は考えておりません。 
 次に、地方自治法改正案の総合計画に関する見解についてであります。 
 改正案では、法第２条第４項の規定の削除が検討されており、総合計画の基本構想自体を策

定するか否かも市町村が判断することとなっております。改正の趣旨は、自治体みずからのよ

り高い自立と責任を求めているものであり、基本構想部分の削除につきましても、自治法で規
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定するまでもないことであるとの意味合いであると理解いたしております。 
 本市においては、平成２３年度予算より、総合計画と予算編成を連動させた施策別枠配分予

算の導入を始めたところであり、笛吹市の最上位計画として総合計画を位置付けております。 
 今後、法律が改正された場合でも、市民の皆さんのご意見を取り入れる中で、中長期的な計

画を策定し、市議会のご承認をいただきたいと考えております。 
 次に、体系的な条例の整備の考えについてであります。 
 議員ご指摘の義務付け・枠付けの見直しと条例制定権の拡大は、これまで国が決定し、地方

公共団体に義務付けてきた基準、施策等を地方公共団体が条例の制定等により、みずから決定

し、実施するよう改めるものであります。 
 これは、政府が進める地域主権改革の取り組みの１つでもあり、地方公共団体がみずからの

判断と責任において行政を実施する仕組みに改めていくことで、より地域の実情に即した行政

サービスの提供を目指すものであります。 
 内閣府に設置されております、地域主権戦略会議で示されたスケジュールでは、平成２３年

通常国会に、法律の改正により措置すべき事項について、関連する一括法案等を提出し、２３年

度以降、具現化に向け検討していくこととしております。 
 本市におきましても、今まで以上に市民や地域ニーズの把握に努め、自己決定と自己責任の

大原則に基づき、基準の設定や施策を講じていくことが、真の分権型社会を実現するために肝

要であると認識いたしております。 
 今後も国の動向を注視ながら、自主自立の行政経営を目指し、自治基本条例の必要性も検討

する中で、地域主権改革のさらなる推進のために、取り組んでまいります。 
 続きまして、大型プロジェクト事業について、お答えいたします。 
 まず、現時点での総事業費および合併特例債の活用見込みについてであります。 
 大型プロジェクト事業につきましては、多機能アリーナ建設事業、バイオマスセンター建設

事業、砂原橋架替事業、石和温泉駅周辺整備事業および八代ふるさと公園整備事業の５事業を

現在、進めているところです。 
 事業においては、前年度以前から取り組んでいる事業もあり、その事業費も含めまして試算

いたしますと、５事業の総事業費は約１３０億円と見込んでおります。そのうち、合併特例債

の活用見込み額でありますが、現行の制度に基づいて試算いたしますと、約８４億円の合併特

例債の発行を考えているところであります。 
 しかし、ご承知のとおり、投資的経費の国庫補助金の市町村への一括交付金化も２４年度か

ら予定されており、国の情勢が大変不透明であること、具体的な制度設計に至っていないこと

もあり、一部計画変更等も少なからず考慮しなければなりません。現時点での正確な推計は困

難であります。ご理解をいただきたいと思います。 
 次に、石和温泉駅周辺整備事業のエスカレーターについてでございます。 
 平成１２年１１月１５日に公示された交通バリアフリー法の施行に伴い、制定された移動等

円滑化の促進に関する基本方針および、平成１３年１２月に策定された石和町交通バリアフリー

基本構想の中で、石和温泉駅は、１日の利用者が５千人以上であることから、駅を特定施設と

位置づけ、その周辺を重点地区とした経緯があります。 
 石和温泉駅周辺整備事業におきましては、駅構内のバリアフリー化、視覚障がい者用ブロッ

ク等による連続した誘導システムの整備、改札口とホームを結ぶエレベーターの設置、身体障
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がい者対応型トイレの配置や位置等を考慮する中で、移動等を円滑にするための施設整備を行

いたいと考えております。 
 今回の駅舎の建て替えおよび南北自由通路の建設につきましては、バリアフリー施設という

だけでなく、誰もが使いやすいユニバーサルデザインの考え方を加味した施設と考えておりま

す。 
 現在、市においては東日本旅客鉄道株式会社 八王子支社と駅舎および南北自由通路につい

て協議を進めているところであります。協議の中で、ＪＲ東日本は会社自体のスリム化を実施

することで不要な工事の削減、ランニングコストの低減を図る目標計画を立て、実施している

ところと聞いております。 
 具体的には、今まで乗降客１万人程度の駅には、エレベーターとエスカレーターを併設する

ことを目標としてきたが、今後は維持管理費がかさむ等の理由から原則、設けないこととした

と聞いております。さらに、石和温泉駅の新駅舎は、現在の駅舎部分に改札口や駅務室等を建

てる半橋上形であること。また、ホームの幅が最小４メートル程度と、狭い等の理由から階段

とエスカレーターを併設することは難しい等の構造上の問題や、ホームに設置する２基のエス

カレーターの維持管理費も市の負担となってしまうことなどから、現在のところ設置できない

方向となっております。 
 次に、バイオマスセンターについてであります。 
 バイオマスセンター建設につきましては、平成２１年に策定いたしましたバイオマスセンター

事業化計画に基づき、建設候補地を石和町砂原地区に決定させていただきました。平成２３年

度の取り組みとして、地域および地権者の皆さまのご理解をいただく中、用地の取得および建

設予定地域の生活環境調査や測量を行いたいと考えております。 
 また、バイオマスセンター建設事業基本計画による利用バイオマスの年間想定量であります

が、浄化槽汚泥等４６１トン、生ごみ２，１３１トン、剪定枝８５１トンを想定いたしており

ます。バイオマスタウン構想に基づく、センターを拠点とした限りある資源を大切にする循環

型システムの構築には、生ごみの分別、剪定枝の収集などバイオマスの出し手となる市民の皆

さまの協力が不可欠であると考えます。 
 市といたしましても皆さまのご協力をいただく中で、収集コストや施設のランニングコスト

の徹底的な削減を図り、環境にやさしい永続的なシステムの構築を図っていきたいと考えてお

ります。 
 次に、多機能アリーナ建設事業についてのご質問にお答えいたします。 
 まず基本設計業務、業者選定のための公募型プロポーザルについてであります。 
 多機能アリーナ基本設計業務の委託業者を選定する方法として、今回、実施いたしました一

般公募型のプロポーザル方式の参加要件の考え方といたしまして、世界的なレベルの設計家も

参加できること、最高レベルの設計チームを可能にすること、共同企業体により地域の設計業

者も参加できることなどです。さらに業者選定におきましては、多角的な観点から審査できる、

よりハイレベルな審査委員のご協力がいただけたことなどがあります。このため、今後の本市

における設計業務委託業者選定方法の先進的な事例になったと考えております。 
 次に他の事業についても、こうした手法を導入していくかとのご質問であります。 
 それぞれの事業の内容により、委託業者選定方法を検討する必要はございますが、このよう

な方法が採用できるものであれば、積極的に導入してまいりたいと考えております。 
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 次にランニングコストにつきましては、議員のおっしゃるとおり、私も十分な精査のもとに

算定していくことが必要であると考えております。ランニングコストは、施設の設備点検の費

用はもとより、日常の清掃業務といったものから、植栽の管理等の景観維持にも経費が必要と

なってまいります。また、施設を維持管理していくためには、文化・スポーツ両面を支える専

門スタッフなどの人件費も必要であります。これらのランニングコストの検討は、経営形態と

合わせて検討していく必要がありますので、建設委員会でのご協議をいただくとともに、設計

業務においても、これらランニングコストの観点を十分考え合せた上で、策定を進めてまいり

ます。 
 次に、ふるさと公園整備事業についてであります。 
 八代ふるさと公園は、約４．３ヘクタールの規模の公園となります。また、八代ふるさと公

園の東側を流れる四ッ沢川には、河川沿いに四ッ沢砂防公園が整備されております。現在、八

代ふるさと公園につきましては、３００本余りの桜が植樹されている桜の森、水辺と遊具が整

備されている親水広場や２つの古墳が復元された古墳広場などもあり、１年を通して家族連れ

を中心に利用されている状況であります。 
 また、四ッ沢砂防公園につきましては、河川沿いに散策路が整備されているほかに、上流側

にホタルが鑑賞できるようにと、ホタルの里として流れが整備されています。このように八代

ふるさと公園周辺は、桜やホタルといった魅力要素に加え、親水広場や古墳広場といった日常

的な遊びの空間、また高台にあることから甲府盆地への良好な眺望が楽しめるなど、さまざま

な魅力要素がございます。そのため、こうした魅力要素を利用者が積極的に享受できるような

場を今後も整備していくことが必要なことから、基本設計の中で八代ふるさと公園全体整備構

想図として検討いたしたところであります。 
 今回、国で認められた整備対象区域は、第二農免道路と南北の市道に挟まれた約１．５ヘク

タールであり、主な施設整備は約１００台が駐車できる駐車場のほかに、既存公園の魅力強化

として、桜の並木道、既存の古墳広場を広げた桜と芝生の広場や大型遊具を２基設置した遊び

の広場などがあり、そのほか公衆トイレも２カ所、計画しているところであります。 
 なお、既存施設につきましては、利用度や老朽化などを踏まえながら、その都度、必要な改

修等を行ってまいりたいと考えております。 
 続きまして、産業振興についてのご質問にお答えいたします。 
 まず、ＴＰＰへの参加の影響についてであります。 
 一般的に輸出産業は大きなメリットがありますが、外国からの安い輸入果物と競合する農業

においては、厳しい状況になると考えております。今後の農業振興の取り組みとして、今まで

以上に、より高品質で、なおかつ安全・安心な果物を消費者に提供することで、輸入果物との

差別化を図ってまいりたいと考えております。 
 次に農業取り組みにつきまして、お答えをいたします。 
 農業センサスの速報値の状況から見た本市農業の将来像でありますが、センサスの速報値を

見ますと、農家数は減少しておりますが、農業生産法人などは著しく増加しております。また

農地全体面積は減少しておりますが、１戸当たりの経営面積は逆に増加しております。このこ

とからも、農業生産法人の設立支援や農地流動化事業の成果が上がってきていると考えており

ます。また、今年度からスタートいたしました新規就農農業後継者支援事業も、現在３１名の

方が認定を受け、就農いたしております。 
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 今後もこれらいくつかの事業を効果的に組み合わせ、日本一の桃・ぶどうの笛吹市の農業振

興を図ってまいります。 
 続きまして、商工業についてお答えをいたします。 
 中小企業者への支援につきましての質問でございますが、ご承知のとおり平成１９年の世界

金融危機以降の日本経済は長く低迷を続け、ＧＤＰ国内総生産は現在も３年前の水準に戻って

おりません。このような厳しい経済状況の中、国の緊急経済対策を受け、本市では商工会と協

力し、中小企業の皆さまの経営安定を目的に平成２０年および２１年度に、市内中小企業に実

行された融資に対し、３年間、融資の利子補助を行っております。 
 また、国の中小企業支援制度の案内を広報・ホームページに掲載し、広く周知するとともに、

商工会・市内金融機関と連絡をとりながら、金融面での支援制度の利用について、相談・認定

を行ってまいります。 
 さらに、市内ものづくり企業を対象に講習会と意見交換会を開催し、平成２２年度は笛吹市

経済懇話会のメンバーにも参加いただき、異業間での交流・情報交換を行い、新しい事業展開

を生む機会を提供いたしました。また、市内企業と市内求職者を結びつけ、就業機会の手助け

をするとともに、市内企業へ優秀な人材に就職していただき、企業や地域の活性化を促進して

まいります。 
 市といたしましても厳しい経済状況の中、中小企業が元気になり、地域の活力を生み出すよ

うな事業について、県、商工会と協議を重ねて取り組んでまいります。 
 続きまして、安全・安心な市民生活について、お答えいたします。 
 まず、廃棄物行政についてのうち、ごみ減量の取り組みの浸透状況についてでございます。 
 本市では、ごみ減量化推進事業により生活系可燃ごみ５３％減量を目標として、容器包装資

源物の分別収集をはじめ、生ごみの堆肥化の促進や可燃ごみ減量に向けての啓発活動など、廃

棄物の発生抑制と資源化に向けた取り組みを行ってまいりました。 
 具体的には、組成割合の高いミックスペーパーやその他プラスチック類をはじめとする資源

物の分別収集、生ごみの堆肥化の促進では、市民や市民団体の協力をいただく中で、大型生ご

み処理機やダンボールによる堆肥づくり、ＥＭぼかし、さらに家庭用生ごみ処理機購入費の助

成など、家庭での生ごみの堆肥づくりを促進してまいりました。 
 また、可燃ごみ減量に向けての啓発活動では、行政区や市民団体ごとに発生抑制と分別説明

会の開催を行うとともに、市内大型スーパー等の協力を得て、分別キャンペーンや資源物回収

コンテナの設置など、啓発活動を進めているところでありまして、市民のごみ減量化への認識

は浸透しつつあるのではないかと思っております。 
 その結果、可燃ごみの処理量は、基準年度の平成１６年度には１万５，７００トン余りあっ

た処理量が平成２１年度には、１万１，２００トン余りと約２９％の減量率となっており、平

成２２年度現時点での減量率も約２９％弱の減量率で、ほぼ横ばい状態であります。このよう

に、年々徐々に減少してきている状況であります。 
 しかし、組成割合の調査結果によりますと、可燃ごみの中に混入されております資源物や生

ごみの割合は２５％あり、まだまだ発生抑制や分別排出の徹底が図られているとは言えないこ

とから、なお一層、市民には発生抑制と分別排出、資源化をお願いしていきたいと考えており

ます。 
 今後も、引き続き生活系可燃ごみ５３％減量の達成を目標として、本年度策定する環境基本
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計画や新たなごみ減量協働プランを基本とした取り組みを行い、さらに平成２６年度稼動予定

のバイオマスセンターでの生ごみの堆肥化事業の導入により、生活系可燃ごみ５３％減量を達

成していきたいと考えております。 
 次に、ごみ処理関連施設の遅れに伴う市民生活や財政負担への影響についてであります。 
 甲府・峡東地域ごみ処理施設整備事業につきましては、絶滅危惧種であるミゾゴイの確認に

よる環境影響評価業務の期間延長により、全体事業の変更が生じたものでありまして、２年間

の延長によるところにより、平成２８年度までの整備期間となったところであります。 
 この２年間の延長による、市民生活における廃棄物の処理業務において懸念されておりまし

たのは、本市で使用しているごみ処理施設の使用期限が迫っていることでありました。そのた

め、地元対策委員会や関係地区住民へ遅延理由を説明し、理解を得るため誠意をもって対応し

たところであります。 
 現時点では、それぞれ条件はあるもののご理解をいただき、甲府市環境センターの使用期限

の延長につきましては、地元対策委員会との覚え書が締結されたところであります。また、東

山梨環境衛生センターの使用期限の延長につきましても、協定に向け協議が進んでいるところ

であります。 
 こうしたことから、本市の可燃ごみ等の廃棄物処理につきましては、今後も今までどおり処

理されることになり、市民生活に及ぼす影響はないものと考えております。 
 次に、財政負担への影響はどうかについてでございます。 
 境川ごみ処理施設建設における本市の負担額につきましては、合併特例債の活用を予定して

おりましたが、スケジュール変更により事業完了年度が平成２８年度となることから、合併特

例債の活用期限である平成２６年度を越えてしまうことになり、２年分の合併特例債が発行不

可能となります。したがいまして、一部事務組合が起債する一般廃棄物処理事業債により、補

填することになります。このため、合併特例債の発行不可能分の財源にかかる地方交付税措置

は、２０％程度が減額となる見込みであります。 
 現在、一部事務組合では、構成４市のごみ排出量の減量と資源化への推進を図り、焼却施設

規模は、当初計画では日量４２０トンでありましたが、日量約３６９トンと５０トン余りの縮

小などの見直しを行い、建設事業費の軽減を図っているところであります。 
 また、可燃ごみの焼却施設は、焼却に伴い生じるエネルギーの有効利用を行うため、高効率

発電施設の整備を目指しており、国の補助率も２分の１となることから有利な財源確保に向け

た施設整備を考えているところでもあります。 
 このような取り組みの中で、本市といたしましては、一部事務組合と協議・検討を重ね、で

きる限り自主財源への影響を少なくしてまいりたいと考えております。 
 次に福祉行政のうち、障害者週間の施策展開についてであります。 
 障害者週間は、毎年１２月３日から９日までの１週間とされております。国民に広く障がい

者の福祉についての関心と理解を深めていただくともに、障がい者が社会、経済、文化、その

他あらゆる分野の活動に、積極的に参加する意欲を高めることを目的として、平成１６年６月

の障害者基本法改正により実施されております。 
 県が実施している障害者週間普及・啓発事業におけるリーフレット配布、障がい者の主張大

会のポスター掲示等についても、市町村が協力して取り組んでおります。 
 現在、障害者週間における本市独自のものはありませんが、障がい者福祉の啓発、社会参加
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意欲向上につきましては、日ごろから啓発に努め、地域自立支援協議会を通じ、障がい者の皆

さまのご意見を伺いながら、市民が一体となって暮らせるまちづくりへ向けての取り組みを検

討してまいります。 
 次に、障がい者の生活支援および就労支援についてであります。 
 障がい者の生活支援につきましては、障害者自立支援法に基づきヘルパーの派遣、ショート

ステイなどの介護給付や相談支援、移動支援などの地域生活支援事業を行っております。また、

手当等につきましては特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当や特別児童扶養手当

が支給されております。就労支援につきましてはハローワーク、障害者職業センター、就労・

生活支援センター、相談支援事業所などと連携し、個別ケースに合わせた支援を行うとともに、

訓練等給付の中で就労移行支援、就労継続支援を行っております。 
 こうした障がい者の給付、サービスの利用に際しましては、区分認定審査会の判定により利

用上限区分の認定を行うとともに、利用の適正化に取り組んでまいりたいと思っております。

さらに、地域における就労環境の改善に向けて、地域自立支援協議会に笛吹市商工会からも参

加していただき、障がい者の抱える問題や課題につきまして、認識を深めていただいていると

ころであります。 
 次に地域密着型特別養護老人ホームの整備についてでありますが、本市の高齢化率は２３%
を超え、特に７５歳以上の高齢者の増加とともに、特別養護老人ホームへの入所待機者が増加

しており、待機者解消への対応が急務となっております。 
 こうしたことから、第４期介護保険事業計画で計画しておりました地域密着型サービスの整

備につきまして、昨年１２月に介護保険運営協議会のご承認をいただき、小規模特別養護老人

ホームの平成２３年度整備数を、当初計画の１カ所２９床から２カ所５８床へ増やし、施設整

備の充実を図ったところであります。すでに、市内の２つの社会福祉法人を指定候補事業者に

選定し、整備に向けた協議を進めさせていただいております。 
 現在、特別養護老人ホームの入所待機者は５００人を超え、すべての方々への家族負担の軽

減には非常に難しい面もありますが、おおよそ待機者の半数の方が在宅でお待ちをいただいて

いる現状に鑑み、２３年度中に策定いたします第５期介護保険事業計画におきまして、国の示

す在宅サービスの充実や地域包括ケアの推進を念頭に、２４年度から向こう３年間に必要とさ

れる介護給付費の的確な把握に努め、さらに施設サービスの必要性とともに、在宅介護給付サー

ビスの充実に向けた方策を検討してまいります。 
 次に、認知症サポーターの数値目標についてありますが、認知症高齢者の数は全国で２００万

人以上といわれております。２０２５年には、３２０万人以上に増えていくと推計されており

ます。 
 認知症は誰にでも起こりうる脳の病気であり、記憶障害や理解・判断力の障がいなどが起こ

り、認知症の本人だけでなく介護する家族も大変つらい思いをしていると聞いております。こ

のため認知症を正しく理解し、さりげない気遣いができるような支援者を地域の中に増やして

いこうということで、認知症サポーターの養成が全国で展開されております。 
 本市の認知症サポーターにつきましては、平成２１年度と２２年度のマニュフェストに、年

間２００人の養成を数値目標に掲げ、取り組んでおります。２１年度は、養成講座を２１回開

催し、４５９人の方に受講していただきました。今年度は１月までに１８回、３２０人の方に

受講していただいております。２３年度以降につきましても、年間２００人以上を目標に認知
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症サポーターを養成してまいりたいと思います。 
 また、受講いただく世代も小中高生をはじめ、職種につきましても自営業の方やサラリーマ

ン、介護従事者など家庭、地域、企業などの幅広い分野まで広げていきたいと考えております。 
 次に下水道事業および合併浄化槽のご質問のうち、下水道事業の地方債残高の状況について

であります。 
 合併時における起債残高は２４４億６千万円であり、ピーク時としての平成１８年度までは

２億７千万円ほど増えて、２４７億３千万円までとなりました。その後、減少に転じて平成２１年

度においては２３５億６千万円、今年度におきましては２２７億円を下回るものと思われます。 
 下水道事業の財政健全化計画書においては、ここ１０年間においては建設改良費として、５億

５千万円前後の事業費で固定および料金の見直しが前提ではありますが、今後も減少し続け、

下水道認可完了年度の平成３２年度までには、１３４億円を予定いたしております。 
 次に、認可区域内の合併浄化槽設置に対する補助の検討でありますが、現在、下水道計画区

域から外れた地域の方には下水道が利用できませんので、合併浄化槽設置補助金の交付を行っ

ております。 
 認可区域につきましては、下水道本管を布設するのに１５年、２０年と年数を必要とする区

域が出ますので、いずれは布設され、下水道施設を利用できる区域であることは言うまでもあ

りません。しかし、このように下水道利用が約束されても、認可区域でも長い年月が経過しま

すと浄化槽が壊れ、再度浄化槽を整備しなければならない区域も出ます。そのため、同じ認可

区域の中にも不公平が生じてしまいます。そのような不公平を生じないように、長期の年数が

かかる区域は補助対象とすることを検討いたしております。 
 続きまして、人財育成について、お答えいたします。 
 まず、新しい公共のうち市民活動事業の重点的な取り組みについてであります。 
 市では、平成１９年度に市民活動支援課を設置し、市民活動支援事業に取り組んでおります。

具体的には、地域振興基金の運用益を活用した地域振興促進助成事業および市民ボランティア・

ＮＰＯ助成事業の実施、地域づくりポータルサイト よっちゃばるネット笛吹の運用と併せ、

地域づくり情報紙 よっちゃばる通信を活用した市民活動情報の発信と情報の共有化の推進、

市民活動支援講座の開設、市民協働フォーラムの開催などにより、市民活動団体や地域づくり

に関わる団体への支援を行っております。 
 新年度は、これまでの支援事業を継続させながら、新たな取り組みとして、市民活動団体か

らご要望をいただいている、いつでも利用できる専用の活動スペースの確保について、当面、

御坂農村環境改善センターの一部を市民活動サロンとして、位置づけることといたしました。 
 今後、利用状況を確認する中で、施設の充実についての検討してまいります。 
 また本年度、境川町において実施した境川地区・地域づくり座談会を発展させ、２３年度は、

およそ１年間をかけて地域の皆さまにまちづくりについて、考えていただくための取り組みを、

境川地域をモデル地区に選定して行ってまいりたいと考えております。また、この結果を受け、

他地域にも広げていく計画であります。 
 次に、行政区等の軽微な改修などの支援制度についてありますが、平成１６年度の合併時に

各町村で行っていた各種補助制度・支援制度を一元化する方向で、まとめて行政区運営交付金

という形で、各行政区へ配分させていただいております。この交付金の中で、軽微な改修やリ

フォーム等への対応をお願いしておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 
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 以上、答弁とさせていただきますが、人財育成のご質問のうち、次代を担う子どもたちの教

育・保育の改善につきましては、教育長より答弁させていただきます。 
〇議長（小林始君） 

 続いて、教育長より答弁を求めます。 
 教育長、山田武人君。 

〇教育長（山田武人君） 
 笛政クラブ、志村直毅議員の代表質問、人財育成についてのうち、次代を担う子どもたちの

教育・保育について、お答えいたします。 
 まず、小中学校の暑さ対策への対応についてですけれども、昨年の夏は厳しい暑さが続き、

３５度を超えた猛暑日は９月半ばまでに３０日以上を数え、特に運動会の時期などに猛暑の影

響を受けた学校が多くありました。 
 このような猛暑対策といたしまして、全国的には学校に冷房設備を設置する、そんな例も増

えておりますが、県内においても教室の冷房化を検討する動きも出てきております。 
 市内小中学校では、各学校で創意工夫を凝らしながら、暑さ対策に取り組んでいるところで

ありますが、市としましても、今後も続く可能性のある猛暑への対策といたしまして、各学校

の暑さ対策をさらに推進するための緑のカーテンなどの事業費に加え、冷房設備設置を前提と

した調査費を当初予算に計上したところでございます。 
 来年度は、冷房設備設置時のランニングコストなどの調査、整備計画書の作成などを行うこ

とを考えておりますが、国の補助制度などの動向を注視しながら、早期の実現に向けた検討を

進めていきたいと考えております。 
 次に、石和中学校の校舎および給食棟の老朽化への対応についてでございます。 
 石和中学校の校舎および給食棟につきましては、すでにご周知のとおり、北館普通教室棟は、

建物の老朽化やバッテリー型といわれる構造上の課題、給食棟は耐震性、あるいはウェット方

式であることなどの課題が挙げられております。校舎および給食棟を含めて、必要な整備につ

いて、調査・検討をさせていただく旨、これまでの議会の中でもお答えさせていただきました。 
 今回、当初予算に調査費を計上させていただきましたので、平成２３年度において、校舎改

修の必要性や改修・改築の方法について調査・検討するとともに、給食棟についても、総合的

に検討を進めてまいりたいと考えております。 
 次に、家庭や保護者の学校等への関わりについてでございます。 
 志村議員のご指摘のとおり、家庭での子どもの教育について、平成１８年に改正された教育

基本法では、父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、

生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和の取れた発

達を図るように努めるものとすると明記されています。 
 家庭は、子どもが最初に所属する集団であり、社会生活を送る上で必要な習慣や社会規律の

基本を身に付けさせるように、このように説いています。また学校、家庭、地域が連携協力し

合いながら育てていくことも同法に謳われております。学校と家庭、地域にはそれぞれ役割が

あり、その役割を果たすと同時にお互いの立場や役割を理解し合い、協力し協働することが子

どもの健全育成には不可欠であるというふうに考えております。 
 笛吹市におきましてはＰＴＡ連合会、教育協議会および教育委員会で組織された長い歴史の

ある笛吹市教育懇談会があります。その懇談会の中で家庭の役割について、話し合いを進めて
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いただきたいと思っております。また、各学校のＰＴＡ総会や学年総会など、機会あるごとに

家庭の役割などについて、理解していただけるように働きかけをしていただきたいと思ってお

ります。 
 参加者の固定化など課題のある中ですが、保護者のご協力をいただきながら取り組んでもら

いたいと、このように思っております。 
 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） 
 多岐にわたる質問に対しまして、大変、丁寧にご答弁をいただきました。こうした市長の市

政は、今般の市民ミーティングにおいても、きっと市民に理解をしていただけるものと思いま

す。 
 まずＴＰＰについては、情報が不足しているという状況もありまして、この枠組みのさらに

先を視野にであるとか、東アジアの進行国の大きな市場への期待といった指摘も聞かれます。

本市産業、あるいは果樹農業に中長期的にどのような影響があるのかをよく見極めて、後手に

まわらないような対策を講じていく必要があることを強調しておきたいと思います。 
 それでは、再質問をいたします。 
 まず財政ですが、市の借金がいくらであると、その金額を問題視して借金はゼロにしなけれ

ばならないといったような感覚の話を聞きます。個人の家計と異なり、企業や行政は借金をし

て事業を続けていくもので、資金繰りができていれば、ことさら不安を感じることはありませ

ん。今後も予算の使いきりをやめ、簡単に言えば仕事の質を落とさずに予算を余らせることを

常に意識して取り組んでいただきたいと、このように思っております。 
 そこで大型事業について、総事業費、起債額等をお聞きしますと、新年度の事務量、これは

より増加することが想定されますが、職員体制はどのようにしていくのか、この点をお聞きい

たします。 
 それから石和温泉駅エスカレーター設置の要望が多いという点でありますが、駅構内、ラッ

チ内といわれる部分については、たしかに現状の１番線については、ややホームの幅が狭い部

分もございます。これは現在、基本設計協議中ということでありますから、あるいは階段を西

側、東側、片方はエスカレーターというようなことも含めて、ぜひ検討していただきたいと、

こういう思いもございます。 
 また、南北自由通路、いわゆる市道部分については、これはやはり交流人口を増加させる大

型事業の１つの考え方からしましても、駅を利用する方、これから訪れる方が増えると、増や

していきたいと、そういう意味でも市道部分についてのエスカレーター設置については、市の、

まさに政治判断で推し進めていく、こういう視点も必要ではないかと思います。 
 ランニングコストについても、先般、市議会、委員会合同研修で訪問してきました多治見駅

の例をとりましても、思ったほどランニングコストが膨大にかかるというものでもありません。

また、多治見駅については、これはＪＲ東海が相手になりますが、なかばけんか腰で交渉を進

めて、とにかく市民の声を取り入れたいい駅をつくりたいと、こういう思いで進めてこられた

と聞いております。この点について、ぜひ善処をしていただけたらと。また、多機能アリーナ

事業のような情報の公開も、適時適切に行っていただきたいと考えますので、今一度、この点、
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ご見解をお聞きできればと思います。 
 次に中小事業者支援についての部分で、小規模企業社小口資金融資制度・・・。 

〇議長（小林始君） 
 ちょっといいですか。 
 一問一答の部分で、今までの部分を答弁いただきたいと思いますが、よろしいですか。 

〇２番議員（志村直毅君） 
 代表質問ですので、総括的に質問をして答弁をいただいて、また総括的に再質問をして答弁

をいただくというふうに理解しておりますので。 
 再質問を行って、答弁をいただくという格好と理解していますが、よろしいですか。 

〇議長（小林始君） 
 暫時休憩いたします。 

休憩  午前１１時１８分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午前１１時２８分 
〇議長（小林始君） 

 再開いたします。 
 引き続き、質問を続けてください。 
 志村直毅君。 

〇２番議員（志村直毅君） 
 ご心配をお掛けいたしました。 
 編集等の都合もあるでしょうから、中小企業社支援の部分から再度、再開させていただきま

す。 
 次に中小事業者支援について、お伺いします。 
 小規模企業社小口資金融資制度、これは今回、３３０万円の減額補正で、当初では昨年なみ

に盛っていただいております。貴重な支援制度と思いますが、利用に何かハードルがあるのか、

ニーズに合っていないのか、ご見解をお聞かせください。 
 それから、ごみ処理施設について。 
 甲府市環境センターに隣接する石和町南部地域、とりわけ近隣の区ではかつてのような焼却

煙の被害はなくなったものの、現在でも特に西よりの風の影響による悪臭に悩まされていると

いう実態があります。２年延長すれば、この状況がさらに続きますが、こうした市民生活への

影響、このことへの対応をどのように考えているでしょうか。 
 次に地縁組織行政区等の活動拠点である公民館ですが、公共施設と同様に稼働率を上げてい

くことが地域自治活動の活発化の指標ともなります。今後はこうした活動の担い手もさらに高

齢化し、一方で活動量は協働、新しい公共といった面からも増えていくでしょう。地デジ化、

火災警報器設置、光熱水費の負担など、ご家庭で必要な対応はこうした施設も同様です。計画

に将来を見据え、時限的な制度設計により合併特例期間後にソフトランディングできるような

対応を検討していただきたいと思います。 
 議会として、議員としても地方自治法の抜本改正の見直し、この点について、市長のご答弁

にもありましたような住民投票、これについても総合的な仕事、事業をしている役所のあり方、

また二元代表制、こうした観点からも役割分担を明確に意識する中で、慎重に推移を見守って
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いきたいと、このように私も考えています。 
 再質問については職員体制、エスカレーター、そして中小事業者の支援、ごみ処理施設の２年

延長の部分、そして新しい公共の関係ということで、５点、再度ご見解をお願いします。 
〇議長（小林始君） 

 荻野市長。 
〇市長（荻野正直君） 

 駅舎について、お答えをいたします。 
 駅舎につきましては、現在、進行中でありますけども、特にエスカレーターでございますけ

ども、たしかに市民のおおぜいの方から要望はいただいております。駅舎については、本当に

私自身、憤りに思うのはＪＲ東日本株式会社ですから、本来ならば、全部ここでやっていただ

けるのが、いわゆる会社としての、私は責務ではないかなと、こう思っているわけですけども、

どういう関係か分かりませんけども、その鉄道に関してだけは、地方公共団体がお金を出さな

ければならないと、こういうことであります。 
 その中にありまして、特にエスカレーターについては、動くものでありますから、私が一番、

懸念しておりますのは、いわゆる管理体制、責任の問題だと思います。もし、仮に市で設置し

た場合に、これをどうするか。いわゆるランニングコストは別に、そういったことも含めて、

今後、今、もちろんＪＲ東日本に申し出はしてありますけども、先ほど議員ご指摘のように、

けんか腰で多治見は頑張ったと、こういう話でございますけども、まさにやはり、そういう方

向で頑張っていかなければ、この話は前に進まないんではないかと思いますけども、できる限

り、そういう方向で進めていきたいと思いますけども、何しろ相手があることでございますか

ら、そのへんも含めてご理解をいただくし、また機会があれば、議員の方たちにもご出動いた

だく場面も出るかもしれませんけども、そのときはよろしくお願い申し上げます。 
〇議長（小林始君） 

 次に、梶原総務部長。 
〇総務部長（梶原清君） 

 志村議員の再質問でありますが、１点目の大型施設の職員体制についてお答えいたします。 
 大型施設につきまして、まず多機能アリーナでありますが、２３年度につきましては、職員

を増員計画であります。具体的な人数については、まだ検討中ということでございますが、多

機能アリーナについては増員計画であります。 
 それから建設部所管の石和温泉駅周辺整備、それから砂原橋、ふるさと公園、また産業観光

部のバイオマスにつきましては、既存の定数の中で各部署ごとに改革・改善をしていただきな

がら、既存の定数の中で対応をしていただきたいということでありますが、事務事業の進捗状

況、推移を見ながら人員については検討ということで、当初につきましては、既存の定数で改

革・改善を図っていただきたいということであります。 
 それから６点目の各公民館等への維持管理費の助成でありますが、先ほども答弁しましたと

おり、平成１７年度に市で合併してすぐでありますが、コミュニティ施設の整備費補助交付金

要綱を定めまして、予算の範囲内ということで、公民館等の修繕につきましては、５０万円の

限度額で要綱をつくりましたが、１８年度から各行政区の交付金の中で含めて一括ということ

になりましたので、公民館等の修繕につきましては、１年、交付しただけで、１８年度以降に

ついては交付金の中へ含まれております。 
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 今現在、公民館等については、コミュニティ施設整備事業費交付金ということで、新設の場

合につきましては、補助金等を除きました事業費の２分の１、最高限度５００万円が限度であ

りますが、公民館、コミュニティ等については新設については５００万円。それから笛吹市コ

ミュニティ施設水質浄化事業補助交付金ということで、下水道接続につきましては、最高限度

額３５万円ということで、各地区で交付しておりますが、先ほどありましたランニングコスト、

これから値上げになります維持管理費等につきましては、ただいま申しました行政交付金の中

で対応していただきたいという考えであります。 
 以上であります。 

〇議長（小林始君） 
 次に、豊角産業観光部長。 

〇産業観光部長（豊角英人君） 
 引き続き商工業の関係になりますが、中小企業の経済対策についての説明に入ります。 
 この経済対策については国の経済対策を受けて、本市では商工会と連携する中で、中小企業

の皆さまに経営安定を目的に融資するものでございます。 
 特にこの中の対象者になりますが、平成２０年および２１年度を市内の中小企業社の融資を

受けた方、この方が対象になるということで、ニーズについても、この経済対策ですから、２年

度に限りということになっております。この内容になりますが、経営安定のための緊急の事業

資金の融資ということになりますが、利子にも２分の１以内、５０％以内で、一企業の年間総

支給額２０万円を限度とするというものになっております。３年間の支給になりますので、予

算額等の減額については、それぞれの実績に基づくものということになります。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 次に、加藤市民環境部長。 

〇市民環境部長（加藤寿一君） 
 それでは、志村議員の再質問にお答えをいたします。 
 甲府・峡東ごみ処理の供用開始が２年延長になることに伴いまして、現在の甲府環境センター

の２年間、延長してほしいという、こういうお願いをそれぞれ、甲府のごみ処理施設の建設対

策委員会へお願いしていったところでございます。２月、昨日にこの甲府ごみ処理建設検討対

策委員会等の覚え書が締結をされたところでございます。 
 また、この２年間の延長につきましては、昨年、このミゾコイ等により延長することが明ら

かになった段階で、先ほどお話にございました甲府の石和南部地域、富士見地域でございます

けども、区長さん方に、その理由の説明をさせていただいたところでございます。 
 また今、お話にありました西よりの風による臭気、その影響というお話でございます。 
 これらにつきましては、過日、富士見地区の区長会長さまのほうから申し入れがございまし

た。その中で３点の要望がございまして、１点目につきましては、この延長に対する住民への

説明。それから２点目が想定される情報の提供。それから３点目が、地域住民の意見の聴取が

ございました。この申し出を受けまして、早速、３月中にはこの説明と、それからそれぞれの

意見をお聞きする機会を設けたいと思っております。 
 いずれにいたしましても、このごみ処理につきましては、地域の皆さま方のご協力をいただ

かなければならないことでございますので、ぜひご協力のほうをよろしくお願いいたします。 
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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） 

 志村直毅君。 
〇２番議員（志村直毅君） 

 再質問について、ご答弁をいただきました。 
 今、市民の申し入れに対しても迅速に対応をしていただけるということで感謝をしたいと思

います。これからの行政は、これまで以上に、いわば公務員らしくない公務員、前例に捉われ

ない発想や試み、スピード感のある取り組みが必要だと感じます。できない理由を挙げて、そ

こで思考停止することなく、それではどうするか、どうすればできるかといった実現可能性に

知恵を絞っていく時代だと思います。そして軌道修正が必要なときは、迅速果敢に対応し、十

分な説明責任と行動力で、新年度も議会と職員がそれぞれの立場で大いに汗をかいていきたい

と思います。 
 以上で、質問を終わります。 

〇議長（小林始君） 
 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。 
 今年も早いもので、もう３月の声が聞こえます。昨年の暮れから雨も少なく、また今年の冬

は本当に厳しい寒さでした。しかし、ここに来て降雨もあり、農作物には本当に恵みのお湿り

だったと思います。 
 あと１カ月余り経つと、この日本一の桃とぶどうの郷 笛吹にもピンクのじゅうたんを敷き

詰めたように桃の花が咲き乱れ、多くの人々が訪れ、この素晴らしい自然を満喫し、大いに賑

わうことだと思います。 
 そうはいっても、今、国民はわが国の経済情勢、財政状況、雇用不安、社会保障など多くの

不安を抱えております。このため、現政権は経済成長、財政健全化、社会保障改革を一体的に

実現し、元気な日本を復活させるための基礎を築く方針を示しておりますが、まだまだ、われ

われ国民にとっては、その形が見られるまでには至っていない状況であります。 
 このような現在社会を背景として、本市としても総合計画に基づく各種政策を展開し、地域

経済の活性化、市民の安心・安全、子育て支援、健康づくり、人づくりのために努力されてい

るところではありますが、以下の点について、お伺いをいたします。 
 最初に新年度予算と本年度決算見込みについて、お伺いをいたします。 
 ２３年度当初予算については、子ども手当支給事業などの扶助費の増、砂原橋の架け替えな

どの普通建設事業を積極的に取り入れたことにより、前年度比５．８％増しの３０４億円とい

う積極的な予算編成となっております。新年度も第１次総合計画に基づく枠配分による予算編

成が行われているものと思われますが、第１次総合計画では、まちづくりの方向性として、実

り多い産業と人々の集うまちづくり、環境にやさしく安心して、すこやかに人々が暮らせるま

ちづくり、個性輝く人々が育ち、活躍するまちづくりを基本構想として、具体的な施策を掲げ

てはいますが、この計画では２２年度から２４年度の３年間に実施を予定する施策、主要事業
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を計画に実施するとしているが、この３つの方向性、それぞれに対し、２２年度の成果と２３年

度の主要施策、主要事業として新年度予算に重点を置いている事業は何か、お伺いいたします。 
 また、リーマンショックによる世界不況から３年近くが経ち、景気も回復傾向にある産業も

あるわけですが、本市の雇用状況はまだまだ厳しく、市税収入も減収が見込まれる中、２２年

度市税収入および決算見込みについて、お尋ねをいたします。 
 次に山梨県消防広域化推進協議会の現状について、お伺いいたします。 
 山梨県では、平成２０年５月に消防広域化推進計画を作成し、平成２５年度には県下統一消

防署として、スタートさせる計画を打ち立てました。平成２１年１０月には県下２７市町村、

１０消防本部から職員を出向させ、すり合わせを行っている状況だと思います。この広域化計

画は統合することにより、効率をよくし、また無駄を省き、推し進めるということだと思いま

す。しかし、私は、この消防業務は市民の皆さまの生命、財産を守るという観念から、慎重に

検討していただきたいと思っております。統合することにより、市民の皆さまへの安心・安全

が損なうようなことがあっては、絶対にならないことだと思っております。そこで、現在の途

中経過、また笛吹消防本部としての考え方、また今後の見通しについて、お伺いをいたします。 
 次にリニアモーターカー駅誘致に対する取り組みについて、お伺いをいたします。 
 中央新幹線は首都圏と中京間の間を２０２７年、先行開業を目指しており、東京・名古屋間

を最速で４０分、関西圏まで６７分で結ぶという夢の乗り物であります。総工費は８兆円から

１０兆円ともいわれ、莫大な金額を投資するわけですが、その経済効果は計り知れないものが

あると思われます。 
 県内でも駅誘致に郡内地域、甲府に近い峡中地域、市川三郷町などの峡南地域、そして、こ

の笛吹を中心とした、峡東地域の４カ所が名乗りを挙げました。また先日の新聞紙上では、Ｊ

Ｒ東海、県では今年の秋までに結論を出したいと意向を示しております。 
 また、神奈川県相模原付近から笛吹市付近にかけての区間を東京・名古屋間の当時の案であっ

た２０２５年を５年ほど前倒しして、２０２０年ごろに開業させる方針も打ち出しました。こ

の事業は世界中が注目するプロジェクトで、この笛吹に駅が決まれば、こんなビッグチャンス

はないと思っております。そのためにも、行政、市民、地元住民で力を合わせ、ぜひ、この笛

吹に誘致する活動を行うべきだと考えます。市としては、今後、どのように誘致に対して取り

組んでいくのかをお伺いをいたします。 
 次に県工事談合問題について、お伺いいたします。 
 先日来より、新聞紙上等で大きくこの問題が取り上げられておりますが、公正取引委員会で

は、独禁法違反で課徴金納付と排除措置命令を出す方針を固めたようです。市内の業者も県の

入札参加資格の格付けＡ、Ｂランクの業者、数社が対象になっているものと思われますが、ま

だ調査の段階で詳しいことは分からない部分もあると思われますが、これが事実ならば、確定

した場合は市としても雇用の面、税収の面、あらゆる面において影響が出ると思われますが、

今後の市としての入札のあり方、またあらゆる面からにおいて、この問題をどのように考えて

いるのか、お聞かせください。 
 次に多機能アリーナ建設について、お尋ねをいたします。 
 多機能アリーナ建設については、本市の将来を展望する中で必要な施設であると、私は考え

ております。今、市内の各地で市民ミーティングを行って、多くの市民の皆さまに声を聞いて

いる最中だとは思います。市のほうでも、市民ミーティングで市民により一層、理解をしてい
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ただけるよう、十分な説明を行っていると思います。賛否両論あるわけですが、どちらの意見

も向いている方向は、私は同じだと考えております。この笛吹の発展のために、住みよく暮ら

しやすい笛吹をつくるために、一生懸命、将来の笛吹のために考えているものだと、私は思っ

ております。 
 しかしながら、市民の皆さまの中には、１千兆ともいわれる借金を抱えている、わが国の財

政状況から、本市の将来財政を不安視する皆さまもおります。そこで、本市では毎年、将来財

政計画を策定し、公表されていることは承知しておりますが、こうした市民の不安を払拭すべ

く、改めて本市の将来にわたっての財政健全化に向けた取り組みの方針をお伺いいたします。 
 次に多機能アリーナ建設にあたって、各地域に存在する体育施設や文化施設は、将来どのよ

うに活用されるお考えなのか、お聞かせください。また、市長は多機能アリーナを健康づくり

の拠点として位置づけられておりますが、具体的にどのような健康づくりを展開するお考えで

しょうか。また、多機能アリーナが地域経済に及ぼす経済効果についての現時点のお考えがあっ

たら、お聞かせください。 
 以上の質問のご回答をお願いいたします。 

〇議長（小林始君） 
 当局の答弁を求めます。 
 市長、荻野正直君。 

〇市長（荻野正直君） 
 正鵠会、中村正彦議員の代表質問にお答えいたします。 
 はじめに、新年度予算と本年度決算見込みについてでございます。 
 議員のおっしゃるとおり、市ではにぎわい・やすらぎ・きらめきのまちづくりの方向に合わ

せ、これらを支える将来像実現に向けた取り組みにより、将来像実現に向け、取り組みを進め

ております。 
 まず、まちづくりの方向における平成２２年度の成果のご質問でございますけども、本市で

は、それぞれのまちづくりの方向を構成しております２８の施策ごとに検証を行い、翌々年度

以降の重点施策の決定などに取り組んでおります。 
 平成２２年度につきましては、現在、年度途中でありますので、年度終了後、早い段階で検

証を行ってまいります。 
 次に２３年度において、重点を置いている施策や事業についてでございます。 
 平成２３年度は、まちづくりの方向や各施策など、第一次総合計画の施策体系と予算編成を

連動させた施策別枠配分方式を導入いたしました。この考え方の中で行政経営方針を策定し、

重点施策の展開と方向性を明確化してまいりました。 
 平成２３年度の重点施策につきましては、人が行き交う道路・交通ネットワークづくり、機

能的で魅力ある市街地づくり、人々の交流を盛んにする仕組みづくり、限りある資源を大切に

する循環型社会づくり、憩いと癒しの空間づくり、安心して産み育てられる環境づくりであり

ます。 
 具体的な事業としましては、石和温泉駅周辺整備事業、バイオマスセンター建設事業、砂原

橋架け替え事業、八代ふるさと公園整備事業、多機能アリーナ建設事業、ならびに子どもすこ

やか医療費助成事業等であります。 
 次に、平成２２年度市税収入および決算見込みについてでありますが、現時点で本年度一般



 ４９ 

会計歳入歳出の決算数値を正確に見込むことは若干、困難でございます。本年１月末の予算執

行率が歳入におきましては６９．８％、歳出におきましては６８．６％という状況のもとで、

決算見込みの概要についての説明をさせていただきます。 
 まず市税でありますが、雇用状況の低迷に伴う個人住民税の減少および都市計画税を課さな

いことによる減少があるものの、法人市民税ならびに固定資産税が伸びることが予測されるた

め、前年度よりも若干ながら増加し、市税総額は９０億円を越える見込みであります。 
 また、一般会計全般の概要といたしましては、前年に引き続き、国の経済対策の実施に伴う

地方交付税の追加および地域活性化交付金事業の実施、さらに子ども手当事業の導入もあって、

歳入においては２１年度決算額を上回ることも予想されております。 
 収支の状況については、繰越事業が多数あることから、繰越額も相当額になると予想される

ところであります。歳入歳出の総額は、現時点において正確に、以上のような理由で見込めな

いところがございます。 
 続きまして、山梨県消防広域化推進協議会の現状につきまして、お答えいたします。 
 まず、現在の状況につきましては、平成２１年１０月、山梨県消防広域化推進協議会が設置

され、これまでに４回の協議会が開催されました。その間、広域化後の円滑な運営を確保する

ために策定する広域消防運営計画の指針となる消防広域化将来構想の策定に向け、幹事会およ

び総務・警防・救急・予防・通信の５作業部会を精力的に開催し、協議を重ねてまいりました。 
 消防広域化将来構想は、この３月末を目途に策定を予定しておりますが、基本的な協議項目

は多岐に及んでおります。広域化の方式をはじめ、組織体制、職員の処遇、施設整備、経費負

担など、広域化実現のための協議事項について、具体的なシミュレーションを行い、広域化の

可否も含めて、どのような姿がよいのか、現在、検討を重ねているところであります。 
 次に、笛吹市消防本部の考え方についてであります。 
 消防の広域化を考える上で、広域化対象市町村の組み合わせをどうするかということは、最

も基本となる重要な事柄であります。県においては、県土の面積や人口規模から見ても県内全

市町村を対象とした県内１消防本部体制を基本として、協議を進めていく意向であります。 
 当然、県内２７市町村１０消防本部は、その財政規模や人員体制、そして地域の実情が異な

るわけですから、十分な調整の議論が必要になります。ときには、県の強力なリーダーシップ

も必要になります。 
 そこで、本市としては県が参画する広域連合、あるいは構造改革特別区制度を活用し、県が

広域組織に強力に参画していただける方式の提案もいたしましたが、全国的にはまったく例が

なく規制の緩和や法律の改正など、国の見解が異なる必要があることから、極めて難しく時間

を要することが分かりました。 
 本市におきましても、広域化のスケールメリットを生かした消防力の向上と財政負担の軽減

が担保できる場合は、県内１消防本部として組織がまとまることが望ましいと考えております

ので、年度末の消防広域化将来構想策定に向けて、十分に意向を伝え、協議を尽くしてまいり

ます。 
 次に今後の見通しについてありますが、最初のご質問でもお答えしましたように、県消防広

域化推進協議会は、消防広域化将来構想をこの３月を目途に策定する予定であり、現在、積極

的な議論を積み重ねております。この広域化の道標となる消防広域化将来構想を県内２７市町

村１０消防本部が合意した場合、次の段階として、平成２３年度中には広域消防運営計画を策
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定し、平成２４年度末には広域消防本部が実現することになります。 
 続きまして、リニア中央新幹線の駅誘致についてであります。 
 ＪＲ東海は、リニア中央新幹線の中間駅設置場所について、来年度中には大まかな場所を決

定するとの方針を示しております。峡東圏域につきましては、山梨市および甲州市を加えた３市

により地理的条件や交通アクセスの優位性に加え、素晴らしいロケーションをアピールし、山

梨県知事や県関係の国会議員へ、駅誘致活動を展開しております。 
 ご質問のとおり、境川町地内へのリニア中間駅実現のためには、議員各位はもとより、地域

や市民の皆さんと一丸となり、要望を行っていかなくてはなりません。そのため、小林議長と

ともに改めて知事に要望を行います。また、この素晴らしい場所にリニアの駅を誘致するため

に、地域の方々をはじめ、市民の皆さまとともにイベントを行い、広くＰＲしてまいりたいと

検討を行っております。議員各位におかれましても、境川町地内へのリニア中間駅誘致に向け、

さらなるご協力をお願いいたします。 
 続きまして、県工事の談合問題についてのご質問にお答えいたします。 
 まず、本市に対しての影響についてでありますが、新聞報道などによりますと、公正取引委

員会は、県発注の土木工事の入札において談合があったとして、峡東地域の業者に対して課徴

金納付命令と排除措置命令の事前通知を行ったとされております。 
 本件につきましては、排除措置命令等を事前に通知した段階であり、対象となった業者名や

命令の内容も公表されておりませんので、現時点で市に対する影響は分かりかねますが、仮に

事実とすれば、市への影響は大きいものと考えます。今後は状況を見守りながら、市民への影

響を最小限に食い止める対策を講じてまいります。 
 次に入札についての取り組みでありますが、本市の入札制度につきましては、法令の遵守を

基本に据え、自由で公平な入札ができるよう、制度設計を行い運用いたしております。 
 今後の方向といたしましても、談合など独占禁止法に違反するような行為を防止し、法令遵

守の徹底に努めるとともに、透明性・競争性のある開かれた入札制度となるよう、さらに取り

組んでまいります。 
 続きまして、多機能アリーナ建設についてのご質問にお答えいたします。 
 まず、財政健全化に向けた取り組み方針についてであります。 
 将来の財政計画を策定し、毎年見直すことは、行財政改革や総合計画に掲げる施策を進める

上で最も重要となります。昨年３月、本市では第２次行財政改革大綱を策定いたしました。大

綱は今後１０年間の財政状況を見通した中で、具体的な改革項目および基本方針を設定してお

ります。したがって、本大綱に沿った形で、鋭意、改革を推進することにより、健全な財政経

営ができるものと考えております。 
 また、地域主権改革が進む中、自治体は自主的な判断、ならびに執行の責任が求められてお

ります。このことから、本市といたしましても、広報・ホームページの積極的な活用はもとよ

り、新公会計制度による財務書類等を利用しまして、より明確で透明性のある財政状況の公表

を図りつつ、住民の皆さんのご理解をいただきながら、さらなる財政健全化に取り組んでまい

ります。 
 次に、既存の体育施設や文化施設をどう活用するのかについてであります。 
 近年、高齢化の急激な進展や生活が便利になること等により、身体を動かす機会が減少して

おり、これからの社会において、生涯にわたりスポーツに親しむことができる豊かなスポーツ
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ライフを送ることが望まれています。 
 現在、社会体育施設はスポーツ広場、テニスコート、弓道場、柔剣道場、体育館等、２４施

設あり、社会体育の普及とスポーツの振興のため年間を通して、市民、あるいは市外の方々に

利用していただいており、利用可能日のほとんどが使用されている状況です。 
 これらの施設は合併前からの施設で、市民にとって利用する上で、身近にある親しみの持て

る施設であり、身近にスポーツを楽しめる環境づくりを推進していく上で、必要不可欠な施設

であると思います。 
 市内各施設の拠点施設として、多機能アリーナを位置づけ、各施設との連携を保ちながら利

用促進を図り、市民、特に高齢者や婦人層を対象に広く呼びかけ、健康体力づくりを中心とし

た教室を開催し、健康志向を高めていきます。 
 また、地域レベルのスポーツ活動や各クラブの育成を各地域の体育施設で、市内全体および

県外レベルの活動や各種スポーツ大会を多機能アリーナで行うなど、市民に親しまれる施設と

して考えております。 
 また、社会教育施設はスコレーセンターをはじめ、総合会館やコミュニティセンター等１６施

設あり、生涯学習の推進や地域コミュニティの形成および団体育成等に広く活用されておりま

すので、引き続き地域コミュニティの場として活用してまいります。 
 次に、具体的な健康づくりの展開についてでございます。 
 健康づくりはスポーツ・体育的な面だけではなく、介護も含む福祉・保健衛生関係も併せて

考えなければ、十全たる健康づくりとは言えません。病気にかからない、寝たきりにさせない、

外に出かけたくなる、このようなことを健康づくりの目標に考えております。 
 この多機能アリーナを拠点として、市内既存施設とのネットワーク化を図り、専門のスタッ

フによるサービスを市民の皆さまに提供していくことを考えております。 
 次に、地域経済に及ぼす効果についてであります。 
 地域経済に及ぼす経済効果には、直接効果があるものと間接的に効果が表れるものとがござ

います。直接的には、各種大会やイベントなどの開催により多くの方々が訪れることになり、

市内への滞在者が増えることによる効果や直接、その方々が買い物をすることによる商店の活

性化、観光農園の増客、交通事業者などへの効果があります。また、間接的にはＰＲ効果によ

り、リピーター増加や農産物の消費拡大も期待されます。 
 具体的な経済効果につきましては、当初予算に経費を計上させていただき、調査をさせてい

ただきたいと思います。 
 なお、多機能アリーナにつきましては、既存施設とネットワーク化を図る中で、人づくり、

健康づくり、交流づくりの拠点施設として建設への取り組みを進めてまいります。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 中村正彦君。 

〇５番議員（中村正彦君） 
 ご丁寧な回答をありがとうございました。 
 ２つほど、再質問をさせていただきたいと思います。 
 その前に１つだけ、リニア関係というか、気がついたことを、ちょっとここで述べさせてい

ただきたいと思いますけども、先日来より、リニアの工事現場に何度か見学に行ってきました。
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その途中で、何回か花鳥山に立ち寄りました。市長も花鳥山、一本杉、ご存じですよね。そこ

の駐車場を整備し、その駐車場から眺めた景色は、真下にリニアのビアーが建ち並び、銚子ヶ

原、坊ヶ峰が見渡せ、リニアの向こうには甲府盆地が雄大に広がり、そのはるか向こうには南

アルプス、八ヶ岳が、右側には秩父山塊と大菩薩がそびえたち、あの天空から眺める景色は県

下一の眺めだと思います。 
 あの雄大なパノラマを市民の皆さまに、また観光客の皆さまに見ていただき、この笛吹の素

晴らしさを堪能していただきたいと思っておりますが、しかし残念ながら、大変、分かりにく

いところにあります。ぜひ案内板、また駐車場に、山や建物の説明板などを、ぜひ検討してい

ただきたいと思います。これは、回答は結構です。 
 再質問させていただきますが、ただいま消防広域化推進協議会の現状を説明いただきました

が、推進した場合のメリット、デメリットについて、お考えがあれば、お願いしたいと思いま

す。 
 もう１点、ただいまの回答の中で、県工事の談合問題について、仮に事実とすれば、市に対

する影響は大きいものと考えられるとのことでしたが、現在、考えられる影響の具体的な内容

について、お答えできる範囲内で結構ですので、よろしくお願いしたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 １問目の答弁を、金井消防長。 
〇消防長（金井一貴君） 

 中村正彦議員の再質問、広域化のメリット、デメリットについて、お答えします。 
 広域化は常備消防の規模を拡大することで得ることができる利点、いわゆるスケールメリッ

トにより、消防本部体制の充実強化が図れ、住民サービスの一層の向上を図ることができると

されております。 
 具体的には、まず迅速で効果的な出動による住民サービスが向上すると。出動部隊を増やす

など、消防活動に取り掛かる態勢を強化でき、また消防署の配置や管轄区域での適正化、現場

到着時間が短縮できる。次に人員配備の効率化による現場体制の充実・強化が図れる。事務や

指令業務の効率化により、現場で活動する消防隊員を増強でき、また救急や予防のレベルを上

げることができるなど、専門性を高めることが可能になります。続いて、財政組織面での消防

体制の基盤の強化が図れる。また、財政規模が大きくなるために、高いレベルの設置が計画に

整備できる。また職員数の増加により、高度な研修の派遣が可能になるなど、組織の活性化や

職員の能力を高めることもできます。 
 一方、デメリットということですが、デメリットをお答えする前に消防広域化を進めていく

上で、いくつもの調整を図らなければならない課題があります。限られた時間の中で、地域環

境や財政規模、そして職員の処遇が異なる２７市町村、１０消防本部をどのように調整できる

かであります。協議の中で、課題として取り上げられる議論を尽くして、方針を導き出すこと

が重要な課題だと考えております。財政支出と市民へのサービスがいかにバランスよく応用で

きるかにかかってくると思います。 
 さて、デメリットについては、まず消防団との連携が挙げられます。消防本部が県１消防本

部になった場合でもです。消防団については、現状のまま市町村に残ります。広域化後は、ど

うしても消防団との情報連絡が希薄となり、意思疎通がなくなってくる可能性が懸念されます。 
 広域化実施から数カ月経ちますと、いわゆる熟成期になりますと、消防職員の地域的な移譲
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が考えられてきます。そこで一番心配なことは、夜間出動時間など地理情報の不慣れなことか

ら、現場到着時間が遅くなる懸念もされます。初動体制の遅れ等が考えられております。その

ために、現在、こうしたデメリットの解決を含め、最終的な調整協議を進めていくところであ

ります。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 ２問目の答弁を、梶原総務部長。 

〇総務部長（梶原清君） 
 中村議員の再質問でありますが、２点目の談合問題の具体的な対応の状況でありますが、ま

ず、今、談合問題が決定した場合については、当然、業者に対しては課徴金、それから県工事

でありますので、県のほうからも当然、違約金の請求で県の規定に基づきまして、業者は違約

金を払うことになります。 
 それから対応につきましては、対象業者につきましては、県につきましては、入札指名停止

という措置が行われまして、市の要領におきましても、他で談合があった場合につきましては、

当然、市でも入札参加資格停止の措置を講ずるわけでありますが、仮に業者がそうなった場合

につきましては、県ではある程度、期間が長期になりますので、その雇用されている従業員で

すか、従業者の雇用の問題が、そのままで業者が雇用できるかどうかという問題が一番の問題

になると思います。それから市につきましても、当然、指名停止をしなければなりませんので、

その間の工事発注、ならびにその間、災害が発生した場合について、その対応についてどうな

るかということが、非常に市としても大きい問題になると思います。そんな内容につきまして、

再質問の答弁とさせていただきます。 
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。 
 今、市民、われわれ議員も、このふるさと笛吹の発展のため、知恵を出し合い、力を合わせ、

オンリーワン都市 笛吹の構築を目指して頑張っております。その中で、ぜひ荻野市長にはリー

ダーシップをとっていただき、日本一のまちづくりを目指してほしいと思います。そんなこと

を思いながら、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。 
 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２２分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 １時２８分 
〇議長（小林始君） 

 再開いたします。 
 続いて、公明党の代表質問を行います。 
 川村惠子君。 
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〇２１番議員（川村惠子君） 
 それでは、ただいま議長の許可をいただきましたので、公明党を代表し、通告に従い質問を

させていただきます。 
 今、日本の社会は大きく変化してきています。血縁でいえば単身者が増え、地縁でいえばラ

イフスタイルの多様化によって、１つの土地で暮らし続ける人が少なくなる。企業がリストラ

を始めて終身雇用の崩れ、職縁も薄くなってきます。いわゆる人間的なつながりが薄れている

という現実です。孤立社会から支え合いの社会を願って、以下の質問をします。 
 まずはじめに保健福祉事業について、３点伺います。 
 １点目として、認知症サポーター養成講座ですが、認知症になる人は男性よりも女性が多く、

認知症にかかる率は年齢とともに増加します。また８５歳以上になると、男女全体で４人に１人

が認知症になるといわれております。認知症の人は、記憶障害や認知障害から周囲との人間関

係が損なわれ、家族にも大きな負担がかかります。しかし、認知症に対する周囲の理解とサポー

トがあれば、認知症の人も家族も地域で暮らし続けていくことは可能です。認知症サポーター

は認知症を理解し、認知症にかかった人を見守り、できる範囲で認知症の人を支えていく人た

ちのことです。厚生労働省は、２００５年から１０年間で１００万人のサポーターの養成を目

標に掲げ、現在、２０１０年１２月末までに２２４万人のサポーターが誕生しています。 
 本市では、平成２１年度から養成講座を計画的に開催していますが、今日までの実績と効果

について伺います。 
 ２点目として、傾聴ボランティア養成講座について伺います。 
 傾聴ボランティアとは、相手の心に寄り添って、目と耳と１４の心で話を聞くことです。話

したくても話す機会がない。高齢者の方などの心のケアを行い、相手の言うことを肯定的に受

け止めながら聞くことで、自分の成長につながる知的ボランティアとして、全国に広がりを見

せております。傾聴の効果は高齢者に限らず、応用範囲が広く、子育て支援や悩みを抱える人

の不安を軽減できます。私たちは生きていく中で、悩みにぶつかったとき、誰かに話を聞いて

もらうことで、元気が出てきた体験があると思います。本市ではいち早く、シルバーの方を対

象に養成講座を実施しておりますが、さらなる人材育成と活動のネットワークの充実が必要な

ことから、幅広い方への養成講座を提案します。 
 ３つ目としまして、命を守る対策について伺います。 
 近年、激動する社会構造や経済状況の変化に伴い、ストレスが社会全体に蔓延し、うつ病な

どの心の病が増加しております。日本精神神経学会などの４学会の共同宣言によると、うつ病

をはじめとする精神疾患は、先進諸国ではガンや心臓疾患と並ぶ３大疾患であり、その対策は

国家政策の最優先課題であり、わが国でもガンに次いで重大な社会的損失をもたらし、国民病

ともいうべき疾病であるとされております。それを裏付けるかのように、平成２１年度の自殺

白書によると、年間３万人を越え、その原因は健康問題が６４．５％ともっとも多く、そのう

ち４割以上をうつ病が占め、総合的なうつ病対策が重要な課題であることが改めて浮き彫りに

されました。また、うつ病発症期間が長くなれば長いほど回復率が低下するにもかかわらず、

うつ病患者の１年以内の受診率は２割に留まっていること。さらに中途半端な治療に対しては、

再発率が極端に高いことや、うつ病が心筋梗塞や他の疾病を悪化し、長引かせることなども報

告されております。 
 また、近年では若者にうつ病が増えており、傾向としてストレスに対する耐性の低さ、我慢
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強さに欠けるという特徴が挙げられ、新型うつといい、従来型とは症状に大きな違いが見られ

ます。うつ病に対する疾病理解を促進させることで、うつ病を早期発見し、早期の治療開始を

促す必要があると思います。 
 また、回復には本人の取り組みだけでなく、周囲の方の病気への正しい理解や適切な対応、

応援が大切になることから、まずはうつ病とはどのような症状を言うのか。正しく市民に周知

を図り、いつでも気軽に相談し、受診できる体制を整備しなくてはなりません。 
 今、うつ病などの治療で薬だけに頼らない認知行動療法が注目されています。認知行動療法

とは、患者に否定的な物事の捉え方や解釈、認知のゆがみが生じることに対し、ゆがみを気づ

かせ、修正する対処法を学習する精神療法のことです。薬物療法と併用すると効果的という化

学的な証拠も出揃ってきております。 
 平成２２年４月から、うつ病の認知行動療法が健康保険の適用となりました。さらに、この

療法を実施できる医師不足解消が課題であることから、認知行動療法の実施者を養成する研修

も始まるところであります。そこで、うつ病対策が自殺回避にもつながることと思いますが、

本市としての取り組みを伺います。 
 次に、児童虐待について伺います。 
 昨年、猛暑の中、大阪市の幼い姉弟が母親に置き去りにされて、何も食べるものがない部屋

で、寄り添うように亡くなっていました。また、横浜市では母親らによって、子どもが木箱に

閉じ込められて窒息死をしていました。こうした目を覆いたくなるような、痛ましい事件が続

発しております。 
 平成２２年に全国で摘発した児童虐待事件は、前年より１９件多い３５４件で、平成１８年

以降、５年連続で過去最多となっております。近隣住民からの通報が摘発のきっかけになった

ケースが倍増しており、大阪の事件などの痛ましい事件を受け、虐待の通報意識の高まりが背

景にあったとみられます。 
 被害内容は身体的虐待が２７７名、ネグレクトが１８名、性的虐待が６７名、年齢別では最

多は０歳児が４２名、２番目には１４歳の３２名でした。また、虐待の要因として経済的困難

が最多であり、複雑な家族構成、また育児疲れが続いております。そこで児童虐待死ゼロを目

指して、１．本市の状況と防止につながる施策を伺います。２．児童相談所と地域社会の連携

強化について、伺います。 
 次に、地デジ放送完全移行への取り組みについて伺います。 
 いよいよ完全移行まで、あと半年を切りました。総務省によると、家電エコポイント制度の

利用などで、デジタル対応テレビの切り替え世帯数は順調に伸び、全国５千万世帯の９０％以

上に達したようです。総務省や放送事業者は世帯普及率を理由に、７月２４日、正午にアナロ

グ放送を終了し、地上デジタル化する方針を固めました。報道を聞く限りでは、完全実施へ順

調に聞こえますが、しかし、その一方で現在もデジタル未対応の世帯は、２００万から２５０万

世帯にのぼるといわれております。特に低所得者、高齢者世帯のデジタル化が遅れており、総

務省はＮＨＫ受信料の全額免除世帯に対してチューナーを無償給付していますが、新たに市町

村民税の非課税世帯にも給付の対象を広げました。 
 また、デジタル機器の扱いが苦手な高齢者の支援を強化するため、民生委員など２０万人規

模のボランティアによる戸別訪問を行い、声かけ運動を行うようです。地上デジタル放送移行

へは、国策として進められている事業ですが、地デジ難民を出さないよう、きめ細やかな対応
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をとるべきと思いますが、本市の取り組みについて伺います。 
 最後に、結婚相談所事業について伺います。 
 現在、大きな社会問題の１つになっている少子化の原因の１つとして、未婚・晩婚化が影響

していると考えられます。なぜ、これまで結婚しなかったのかとのアンケートの問いに対して、

いつもトップに挙がるのが、出会いの場が少ないからという理由だそうです。しかし現在は１人

でも、いつかは結婚したいと願う独身の割合は約９割にのぼっています。結婚するための活動

を婚活と呼ぶようになり、この言葉もすっかり定着してまいりました。婚活に自治体が介入す

べきではないという反論もあります。しかし、そうは言ってはいられません。このままだと

２０３０年には、全世帯の３７．４％を単身世帯が占め、５０代、６０代の男性の４人に１人

が一人暮らしになるといわれています。単身世帯の増加は、社会に大きな影響を与えることか

らも対策は重要です。そこで本市として、結婚相談所を開催しているが、状況と今後の課題に

ついて。２つ目として、出会いイベントの開催状況を伺い、以上で代表質問を終わります。 
〇議長（小林始君） 

 当局の答弁を求めます。 
 市長、荻野正直君。 

〇市長（荻野正直君） 
 公明党、川村惠子議員の代表質問にお答えいたします。 
 はじめに保健福祉事業のうち、認知症サポーター養成講座について、お答えをいたします。 
 現在、認知症の高齢者は全国で２００万人以上とも言われております。本市における認知症

高齢者数は、平成２２年度の高齢者福祉基礎調査によりますと、１，６４６人で６５歳以上高

齢者の１割近くになっております。 
 認知症サポーターとは認知症を正しく理解し、認知症の人とその家族の人たちの応援者となっ

て、地域の中で温かい目で見守っていただくことから始まります。市では、平成２１年度から

認知症サポーター養成講座を開催しております。２１年度は４５９人、今年度は１月までに

３２０人が受講され、この２年余りで、７８０人近くの市民に認知症サポーターとなっていた

だいております。受講された方は、一般市民をはじめ、民生児童委員や老人クラブ、さらに金

融機関の職員、市の職員等、多岐にわたっております。 
 ２３年度におきましてもスコレー大学講座のほか、地域での出前講座や市内の企業、また小

中学生への講座等の開催も計画いたしているところであります。多くの市民の皆さまに、認知

症に対して理解を深めていただくことで、高齢者が地域の中で安心して暮らしていくことがで

きるよう、今後も積極的に認知症サポーターの養成講座の取り組みを進めてまいります。 
 次に、傾聴ボランティア養成講座についてでございます。 
 今年度から、おおむね６０歳以上のボランティア活動に意欲のある人を対象に、シルバーボ

ランティア養成講座を開催いたしております。講座の内容は、お年寄りの話を聞く傾聴ボラン

ティアや施設での介助を行う施設介助ボランティア等の養成講座であります。 
 傾聴ボランティアにつきましては、スコレー大学講座として２回開催させていただき、２０人

の方が受講され、その後、一人暮らし高齢者や施設で生活されている高齢者の話し相手として

活動を始められている方もおります。相手の話に耳を傾け、聞くということによって相手の心

に寄り添うような活動は、簡単なようであっても、実際にはその人その人の思いがあり、なか

なか大変なようであります。そのため、すでに受講された方を対象に、さらにレベルアップし
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ていただくため、デイサービス施設での実践講座を行ったところであります。 
 今後は、福祉ボランティア等のとりまとめをしております社会福祉協議会と連携し、さらな

る傾聴ボランティアの養成を進めてまいりたいと考えております。 
 次に命を守る対策についてありますが、自殺者は平成１０年以降、毎年その数が３万人を超

え、交通事故死の３倍を超える数字となっており、社会的な問題として注目されております。 
 みずから命を絶った人の直前の心の健康状態を見ますと、さまざまな悩みによって心理的に

追いつめられた結果、うつ病になり、その影響で正常な判断ができなくなって、多くの自殺は

本人の意思や選択の結果ではなく、心理的に追い込まれた末の死といわれております。 
 大切な人の命を自殺の危機から救うためには、自殺者のサインに気づくこと、専門医や専門

の相談機関につなぐこと、温かく支え見守ることであります。 
 平成１８年１０月に施行されました自殺対策基本法により、国・県におきましてもさまざま

な対策が取られており、本市におきましても健康相談、健康教室、家庭訪問等で個別に必要な

方へ、保健師による支援を行っております。また、平成１８年度より命を守る対策として、心

療内科の医師、精神保健福祉相談員、保健師による心の健康相談を予約制にて、年４回開催し

ております。 
 さらに、平成２２年度と２３年度にかけまして、笛吹市自殺対策緊急強化事業として、市内

関係機関職員、各種団体職員、市職員等が自殺予防の知識を習得し、専門機関などの必要な場

所につなぐことができるよう、ゲートキーパー養成研修会を合計６回、開催する予定でありま

す。併せて、自殺予防対策の啓発資料を作成し、広く周知していくなどの取り組みを行ってま

いります。 
 次に、児童虐待についてのご質問にお答えいたします。 
 児童虐待とは、子どもに対して身体的に危害を加えたり、適切な保護や養育を行わないこと

などによって、子どもの心身を傷つけ、すこやかな成長、発達を損なう行為であると定義づけ

られております。 
 まず、本市の状況と防止につながる施策についてでございますが、市役所の窓口に寄せられ

ました虐待の通報や相談件数は、平成１９年度から現在までの間に延べ１５３件ありました。

そのうち新規の通告件数は１９年度１１件、２０年度１０件、２１年度１６件と推移してきま

したが、２２年度に入りまして９４件と急増いたしており、その内容は、養育の怠慢によるネ

グレクト、身体的・性的・心理的虐待など多岐にわたっております。 
 虐待防止法の改正などにより、市民からの通報など虐待に対する社会の意識が高まったこと

が通告件数の増加につながっているものと思われます。市といたしましても、福祉関係、学校

関係、警察等、各関係機関からなる笛吹市要保護児童・対策地域協議会を設置し対応いたして

おり、虐待防止の強化に努めております。 
 次に、児童相談所と地域社会の連携強化についてでございます。 
 市民の関心や通報意識を高めるとともに、関係機関等とも情報を共有して支援内容を協議す

るとともに、緊急性の高いケースにつきましては、児童相談所と連携を行い、子どもの安全確

保を最優先に対応いたしております。また、学校や保育所等において、子どもやその家庭に虐

待の兆候となるような変化があった場合は、児童相談所、保育課、健康づくり課の保健師、学

校等、関係機関との連携を図り、対応をいたしております。 
 さらに地域への広報、啓発、周知につきましては、相談窓口であります家庭相談室を中心に
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家庭や学校、保育所を訪問して教育、保育現場との連携を図るとともに、地域の民生・児童委

員等への協力依頼や、国や県からのポスター等を配布するなど、児童虐待防止の推進啓発に努

めております。 
 今後も、児童虐待防止対策の充実を図るとともに、家庭相談体制の機能強化として父子家庭

に対する相談員の新規雇用や職員の資質向上に努めてまいりたいと考えております。 
 続きまして、地デジ放送完全移行への取り組みについて、お答えいたします。 
 アナログ放送停止まで、残すところ４カ月余りとなりました。昨年１１月の総務省の発表に

よりますと、９月末現在の全国普及率が９０．３％となっており、山梨県での地デジ普及率は

８８．７％と全国平均をやや下回っているものであります。啓発活動としましては、通称デジ

サポ山梨と呼ばれております山梨県テレビ受信者支援センターが、県内を広報車により巡回を

実施しているところであります。 
 笛吹市内におきましても、１月２６日、２７日、２月２日、３日の４日間にわたり、高齢者

の多い地区を中心に広報したところであります。さらに、高齢者世帯への周知等につきまして

は、地域包括支援センター職員や保健師による高齢者宅訪問時の際のチラシの配布や説明を行

うなど、周知してまいります。 
 また、民生・児童委員活動や介護保険サービス事業者を通じての周知、やってみるじゃん介

護予防教室や老人クラブなどの高齢者の集まる機会等も利用し、高齢者世帯の地デジ化対応に

ついて、周知を続けてまいります。 
 今後も総務省では、８月末までの間、完全地デジ化に向けた最終国民運動として、地デジボ

ランティア全国声かけ・念押し運動と、地デジ詐欺ご用心運動を展開しているところでもあり

ます。高齢者世帯など地デジ未対応の方々へのデジタル対応を、身近な地域活動の中で促して

いく草の根運動を全国的に展開することとしています。 
 デジサポ山梨においても、県内地デジ未対応世帯が１０％ほどあり、アナログ終了まで残り

日数も少ないことから、戸別受信相談や個別電話相談により、電波調査、集合住宅の地デジ化

へのお手伝い等をさらに強化し、実施していく予定であります。本市におきましても、デジサ

ポ山梨と協力する中で、市民の皆さまの地デジ移行が円滑にいくよう努めてまいる所存であり

ます。 
 続きまして、結婚相談事業についてお答えいたします。 
 まず、現状と今後の課題についてでありますが、本市の結婚相談事業は平成１７年４月より

スタートし、社会情勢や登録者の意識の変化を反映させる中で、適宜、運営方法を見直しなが

ら事業展開を図っております。 
 事業の内容は毎月２回、結婚相談所を開設し、１９名の結婚相談員が交代で登録者の相談に

当たっております。本市では、相談員と登録者が担当制で相談を行っておりますので、互いに

意思の疎通を図ることができ、個々の登録者に見合った的確な相談業務が行われております。 
 相談員の皆さまは、相談業務が登録者の生活に直接、影響を及ぼす内容であることから、単

に成婚だけを目的とするのではなく、登録者自身の意識や生活観、価値観まで考慮した支援を

行っております。そのために、相談員相互の連携を図りながら、年４回以上の結婚相談員連絡

会を開催し、情報の共有化を図るとともに、峡東地区や県の研修会などへも積極的に参加する

中で、相談員としての研鑽に努めております。 
 現在の登録状況は男性７０名、女性３３名、合計１０３名の方が登録されており、今年度、
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成婚により退会された方は５名であります。 
 大きな課題といたしましては、本市だけでなく、全国的に問題となっている未婚率の上昇が

あります。この問題につきましては、経済不況などの社会的理由と結婚観の違いや結婚への期

待と躊躇など若者の事情があると思われますが、相談員と登録者が互いに信頼関係を深めなが

ら、相談者の想いに応えられるように支援を行ってまいりたいと考えております。 
 次に、出会いイベントの開催状況についてであります。 
 本市では、結婚相談事業の一環として、相談員連絡会主催による出会いイベントを年１回、

開催しております。今年度も民間の専門業者に委託し、出会いパーティーと併せ、事前のセミ

ナーを開催し、より実効性のある出会いのイベントとして実施しております。今回のパーティー

は男性２８名、女性２１名と多数のご参加をいただき、３組のカップルも誕生いたしました。 
 今後も参加者のご意見などを参考にして、出会いイベントの内容の充実を図るとともに、積

極的に近隣のイベント情報の提供を行っ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） 
 川村惠子君。 

〇２１番議員（川村惠子君） 
 細部にわたっての答弁をいただきまして、ありがとうございました。 
 何点か再質問をさせていただきます。 
 児童虐待なんですけれども、本当に幼児を不安に落としいれ、苦しめ悲しませるイメージが

一般的なんですが、統計からよりますと、児童虐待の実情は新生児から０歳児が一番多く、

２００８年度では心中以外で虐待死されたのが６７名おりました。０歳児がもっとも多く、３５人

の状況でした。そういった中で、笛吹市においては、こんにちは赤ちゃん事業などをやってお

られると思いますが、その中にあって、虐待の防止として、どんなふうに取り組んでいらっしゃ

るのか、お聞かせいただきたいと思います。 
 それから、認知症サポーター講座に関しましてですけども、サポーター講座を行うには、市

内にキャラバンメイトさんが必要だと思うんですが、笛吹市においてキャラバンメイトさんは

何人いらっしゃるのか、お願いいたします。 
 それから民生委員の方にちょっとご意見を伺ったんですが、本当に近年、児童虐待とか高齢

者の安否確認まで求められる、職務範囲が広がり負担も大きいと伺っております。地域によっ

ては、人員の適正化を望む声もありますので、そういった点はいかがでしょうか。 
 また昨年１２月に民生・児童委員が選任されまして、新たに民生委員になった方もいらっしゃ

いますし、継続して民生委員をやってくださる方もいます。そういった中で、潜在化したニー

ズの発見機能として、十分に力を発揮していただく意味からも、さらなる充実が必要になると

思いますけれども、その点はいかがでしょうか。 
 また、民生委員の方からの要望として、人と人の関わりや地域の絆が薄れていく中で、個人

情報やプライバシーの保護といった問題が重なり、なかなか中に入っていけない、対応するの

に難しいということがよく聞かれます。そういったことで、ある程度の情報は、命を守るとい

う意味からも、その人に手を差し伸べるという意味からも、ある程度の情報は、教えていただ

いたほうがいいのかなというふうに思います。その点について、お願いいたします。 
 それから認知症の件なんですけども、先日の日日新聞によりますと、認知症の対策として、
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甲州市ではＳＯＳネット模様が紹介されておりました。私も近所に住んでいらっしゃる高齢者

の方が三度、ちょっと場所が分からなくなりまして、３回とも、やっぱり、その家族を連れて

笛吹署のほうへ探してくださるように要望しました。そのときに３回とも、本当にいろんなこ

とを、同じことを警察のほうに言ったり、なかなか時間も労力も、その方も使いましたので、

そういったＳＯＳネットワークに登録することによって、その行方不明になった方を探すこと

ができるんではないかなというふうに思います。 
 それから結婚相談事業についてなんですが、平成１７年度の国勢調査によりますと、２５歳

から４０歳未満、未婚の方が笛吹市において、５年前ですけども、男性では４，０１３人、女

性が２，７７５人という数字が載っておりました。そういった中では、先ほど答弁にありまし

たけども、結婚の登録されている方が男性７０名、女性３３名で、合計で１０３名の方が登録

されているということですが、もちろん、皆さん、周知徹底もされていると思いますけども、

より多くの方が意識を持っておりますので、今後、どういった形で登録する人を増やしていく

のか、また出会いというセミナーもありましたけども、なかなか３０名程度の方しか参加でき

ないという枠がありますので、そのへんも緩和していくことがより多く、婚活に結びつくんで

はないかなというふうに思います。 
 それから地デジ対応のことなんですが、私も地域をまわらせていただいて、一人暮らしの高

齢世帯の方は、まだまだ地デジ対応になっていなかったのが現状です。その中で、笛吹市のホー

ムページを見ますと、地デジに関する情報が去年の秋口で更新が、最新情報が止まっているん

ですね。今回も１月２４日に市町村民税の非課税世帯に対象枠を広げたというふうにあります

ので、ぜひホームページでもそういった新しい情報を流していただくことによって、皆さんに

周知できるかなというふうに思いました。 
 以上のことを再質問させていただきます。ご答弁をよろしくお願いいたします。 

〇議長（小林始君） 
 １問目の答弁を、中川保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（中川啓次君） 
 １問目といいますと、何点か、私ども保健福祉部に関係する再質問をいただいておりますの

で、順次、お答えさせていただきます。 
 まず、児童虐待の関係でございますが、赤ちゃん訪問等の中からそういったことはどうかと

いうことでございますが、まず赤ちゃん訪問の実績について、若干、触れさせていただきます

が、これは妊娠の届け出があった方につきましては、産後２カ月から３カ月後に、平成２０年

度からはすべての母子を対象に訪問実施をさせていただいております。その中で、実績としま

しては、２０年度が８９％、２１年度が９１％を訪問させていただいております。訪問できな

かった家庭につきましては、長期間の里帰りをされている方、あるいは転出をされてしまった

方というものが訪問できなかったことになっております。その後、４カ月後の健診の時点では、

該当者につきましては、ほぼ１００％の健診を受けていらっしゃいますので、そのへんの対応

は十分、できているかなと思っております。 
 その中で、お尋ねの訪問によって虐待を発見したケースがあるかどうかという部分のご質問

かと思いますが、そのへんにつきましては、これまでに具体的な虐待を発見したという例はご

ざいませんが、虐待の予防策としまして、毎月、児童相談所と児童課、健康づくり課で定例の

ケース会議を実施しておりまして、虐待につながらないような、育児が十分できないような家
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庭につきましては、ケース会議の中で、順次、対応させていただいておりますが、この児童虐

待につながるようなおそれのある件数というのが、毎月３０件ぐらいございます。毎月のフォ

ローしている３０件のケースを年間通じて減少したり、また追加されたりというような形で、

平均すると、月平均３０件くらいを常時、ケース会議の中で対応を協議して進めさせていただ

いているというふうな状況でございます。 
 それから、認知症サポーターの養成をするためのキャラバンメイトの人数はというご質問が

ございました。これにつきましては、サポーターを養成する指導者の研修を受けた方をキャラ

バンメイトというふうなことで呼ばせていただいておりますが、本市で登録されているキャラ

バンメイトにつきましては、福祉関係者１１名、それから市の関係者が８名のほか、認知症の

家族会でありますとか、医療従事者などが６名。合わせて、２５名の方が登録をされておりま

す。この方々は無償で年間、数回の講座の講師として、ご協力をいただいているところでござ

います。また年１回は年次計画の中で、この方々にお集まりをいただきまして、年間の研修計

画等の協議をさせていただいております。 
 それから３つ目のご質問で、民生・児童委員につきましては、担当に差があり、受け持ちが

多いところは大変ではないかというご質問だったかと思いますが、これにつきましては、昨年

１２月に新たに民生委員さんを、厚生労働大臣のほうから委嘱がされたわけでございますが、

笛吹市内では民生・児童委員さんが１９０名、それから主任児童委員さんが１４名で、合わせ

て２０４名の方が民生児童委員さんの活動をされております。 
 その中で、担当地域につきましては基準がございまして、１人の民生・児童委員さんが受け

持つ担当地域の世帯数というのが、ある程度、基準が決められておるわけでございますが、こ

れは市の人口規模によって基準数が違っておりますが、笛吹市の場合は、ほぼ、１人の民生委

員さんが基準の中で対応しているということでございまして、手元で調べたところによります

と、石和町内で１カ所、１名の方だけが若干、受け持ちの世帯数がオーバーしているというふ

うなことも伺っております。それ以外のところにつきましては、規定の基準の中で民生委員さ

ん、活動していただいているというふうなことを伺っております。 
 ただ、世帯数だけでは計り知れない部分もございまして、地域によっては、それぞれ事情が

ありますので、世帯数は少なくても対応が足りない地域もございますし、若干、多くてもなん

とか対応できているということもございますので、そのへんにつきましては、市の中で適正な

バランスがとれるように努力をさせていただきたいというふうに思っております。 
 それから民生委員さんに対するスキルアップ的なお話がございましたが、これにつきまして

は、それぞれの地域に連携と、それから研修を図る意味での地区の民生委員協議会がそれぞれ

旧町村単位でございまして、その連合体が市の民生・児童委員協議会という形になっておりま

すので、その中で当然、県の研修会もございますし、市のほうでも特に保健福祉部などは関係

が深いわけでございますので、行政の事務事業の説明会等も行う中で、そういった民生委員さ

んに関係する研修の機会は、市のほうでもご案内をさせていただく中で、先ほど申されました

情報提供につきましても、民生・児童委員さんの活動に役立てていただけるような情報につき

ましては、順次、提供させていただきながら、市のほうでも支援とバックアップをしていきた

いというふうに考えております。 
 それから認知症の方の徘徊に対するＳＯＳの登録制度、甲州市のほうでなんかモデル的な事

業をされたというふうな報道もされていたということで、ご質問をいただいたわけでございま
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すが、この徘徊に関するネットワークにつきましては、現在、ネットワークの構築に向けて、

関係機関である警察署でありますとか消防、それから介護の事業者などに協議をさせていただ

いて、今、２３年度中には整備をしていきたいということで、準備を進めている段階でござい

ます。 
 なお、高齢者に対する虐待ネットワークにつきましては、すでに整備をさせていただきまし

て、関係団体との情報交換をやっているという状況でございます。 
 私どもの関係につきましては、以上でございます。 

〇議長（小林始君） 
 次に、加藤市民環境部長。 

〇市民環境部長（加藤寿一君） 
 川村惠子議員の再質問にお答えをいたします。 
 結婚相談事業でございますけども、まず、そのうちの１点目、登録者１０３名、より多くの

登録者を増やす対策はという、このご質問でございますけども、現在、登録者１０３名でござ

いますけども、実は一昨年、２１年度４月に、それまでもございましたけども、結婚相談所の

設置要綱に加えまして、笛吹結婚相談事業実施要綱を新たに制定いたしました。これは個人情

報の保護、あるいは登録方法、運営方法について明文化していこうということで定めたもので

あります。特に、この中で個人情報の保護と、それから担当制をとったという、大きな実施方

法の変更をいたしました。また、この方法が変わったのを機に、それまで長い間、登録したま

まの方もおられましたので、いったん登録者は、１回、抹消をさせていただきました。そして

希望者につきまして、新たに２１年度から申請をしていただくという、こういう方法をとった

結果、２１年度の末におきましては、登録者が７８名でありました。今年度２２年度の、現在、

今、１０３名ということでございまして、徐々にその登録者は増えているという状況もござい

ます。 
 それから登録とか、あるいは相談、ＰＲでございますけども、市の広報と、それからホーム

ページを使いまして、毎月２回、結婚相談と、それから登録を行っております。この情報をお

知らせしているということでございます。 
 ご指摘のように登録者が多いほうが、選択の幅も広がるというのは、まったく、そのとおり

でございますので、今後、チラシなどを別に作って、登録の呼びかけについて、検討していき

たいというふうに思っております。 
 それから、あと笛吹市と甲州市と山梨市の結婚相談員さんが、峡東地区の結婚相談員連絡会

をつくっております。その中でイベントなどの開催をしておりますけども、どうしても笛吹市

の結婚相談所の登録者だけでは、どうしても選択が限られるということもございますので、こ

れらも活動してきたわけなんですが、その峡東地区の結婚相談所の連絡会、あるいは山梨県に

も結婚相談員連絡会がございますので、これらとの連携を深めて、より選択の幅が広がるよう

なことを連絡会にもお願いして、また、そういうことで出会いの機会が増えることも考えてい

きたいと思っております。 
 それから２点目のご質問でありますけども、この前の出会いのイベントの参加者が３０名程

度だと。より多くの方が参加できないかという、こういうご指摘でございますけども、今回、

２月に行われました笛吹市の出会いパーティーでございますが、お答えしましたように、男性

２８名、女性２１名の４９名でありました。募集いたしましたのは３０名ずつ、６０名であり
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ましたけども、申し込まれて、なおかつ当日の欠席もございましたので、４９名ということで

ございます。その席に私も行っていたんですが、やはり、この人員を超えても、出会いパーティー

はちょっと難しいのかなというふうに思います。ですから１つのパーティーで、これ以上、６０名、

３０名、３０名を超えるということは、ちょっと難しいのかなというふうに思っております。 
 それから、なおかつ専門業者に運営等もお願いして、笛吹の結婚相談所連絡会が主催してやっ

ていただいているということでございます。ですから、このパーティーをもっと増やすという

と費用的にも、それから連絡会の皆さん方にも負担が増えてくるということで、ちょっと、そ

のへんはすぐには難しいかなと思いますが、ただ、山梨県内でも出会いパーティーをやってい

るところがいくつかございます。これらの情報については、ポータルサイト よっちゃばる笛

吹ネットというのが市にございますけども、こちらにどこでどういうイベントをやっている、

どういう条件でやっているというのは、こういうのは常に、タイムリーで流しておりますので、

こういう情報を通じながら、皆さんにもこれを利用していただいて、出会いの機会にしてもら

い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） 
 次に、池田経営政策部長。 

〇経営政策部長（池田聖仁君） 
 地デジ対応情報が、昨年秋のまま更新されないというようなご指摘でございますけども、常

に新しい情報を発信することは、私どもの使命でございます。ご指摘の点につきましては、早々

に対応させていただきます。よろしくお願いします。 
〇議長（小林始君） 

 川村惠子君。 
〇２１番議員（川村惠子君） 

 前向きな答弁をいただきまして、ありがとうございました。 
 うつ病対策で、これはお願いなんですが、うつ病対策で、先日、課長のほうから、こういっ

た啓発予防、気づきに対するティッシュをいただきました。そういったものを公共施設のトイ

レにさりげなく置いておくことが予防にもつながると思いますので、そういったことを要望い

たしまして、代表質問を終わります。ありがとうございました。 
〇議長（小林始君） 

 以上で、公明党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。 
 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。 
 通告に従い、６大プロジェクトについて質問をいたします。 
 ２月の広報の中で、市長は人づくり、交流づくり、健康づくりを多機能アリーナに託すと述

べております。なぜ、人づくりに箱物が必要なのでしょう。理解できません。交流づくりにし

ても、高齢化の進む中で、わざわざ車で出かけなければならない立派な施設よりも、歩いてい

ける近くのゲートボール場、あるいはスポーツ広場の整備を行ったほうが、よほど利用価値も

あると思います。若者が利用するにしても、多額の負債が自分たちの将来を脅かすこととなっ
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てまで、アリーナを造りたいという若者が何人いるのでしょう。聞いてみてください。 
 健康づくりにしても、車の運転ができなくなる高齢者には地域の公民館で十分、利用があり

ます。むしろ、その中身を充実させることのほうがよほど重要であり、必要であると思います。

そして、そこに関わる専門職の方を増員することのほうが、人づくり、健康づくりにつながり

ます。２千人もの人が一堂に集会する機会など、年に何回あるでしょう。そのために、多額の

税金を使い、国の財政も困難な中、これ以上、税金が増えるとしたなら、暮らしやすい市と、

かけ離れていくばかりであります。 
 多機能アリーナを建設すれば、その管理に多額な経費が当然、必要となります。ネットワー

ク化がもし軌道に乗ったならという無責任な計算で、税金に苦しめられるのは私たち市民です。

もしもは絵空事に過ぎません。広報の中で、後世に借金を残すからとか、もったいないという

話もございますが、市として頑張っていくということでもありません。頑張ればどうにかなる

というものでもないでしょう。各地で箱物が財政を圧迫していることは、周知の事実です。 
 今この時期に、しかも市民の生活を脅かすことになってまでも、なぜアリーナ建設が必要な

のでしょう。近くの施設を利用すれば、それで十分ではありませんか。もっと現実を見据え、

市民の目線に立って、堅実な市政を望みます。 
 この全文は、２人の子どもを育てております若いお母さんの言葉です。このような意見、考

えを持っておられる方が本当に多いことに、市長みずから耳を傾けることも必要だと思います。

市長みずから耳を傾け、この意見の多さをみずから認識しなければならないでしょう。若いお

母さんの率直なお話を伺い、私自身も市政に携わる一人として、方向を見失うことのないよう、

再認識をいたしたところでもあります。 
 それでは以下、何点か質問をいたします。 
 アリーナ建設に活用を見込んでいる合併特例債の、今後におけるスケジュールについてであ

ります。 
 まず、起債の申請手続きの方法について、起債の申請はいつ行い、起債の可否はいつ行うの

か。起債不可能な場合は、本事業の打ち切りはあるのか伺います。 
 次に、長期財政推計についてであります。 
 財政シミュレーションによると、多機能アリーナなど合併特例債を活用した事業の推進によっ

て、平成３０年から３３年ころには基金が底をつき、実質公債費比率１８％台の試算がなされ

ました。財政破綻を懸念する声すら耳にします。長期財政推計の数字は信頼できますか。長期

財政推計の数字が信頼できるものであれば、現況１２０億円程度ある基金が底につくまで使い

切ることに対して、市長は不安を感じないのか伺います。 
 次に、アリーナ建設に伴う事務事業は数多くの事務手続きが必要とされ、同時に多くの時間

も費やされることが考えられます。そこで許認可、ならびに事業認定に関わる内容について、

具体的に示してください。 
 次に、アリーナ建設用地購入について伺います。 
 用地購入費を８億円から１０億円、充てていると聞いておりますが、坪あたりいくらと考え

ているのか。また、建設用地４．６ヘクタール内にある農地は全体の何％程度、占めているの

か、お聞きをいたします。 
 建設予定地内にあるリース会社の代替地の対応について、伺います。 
 次に、御坂町学びの杜で行われた意見交換の場において、住民投票の実施の求めに対し、市
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長は２月から３月に行う市民ミーティングで判断したいと述べております。住民投票の実施を

市長が判断する。つまり、荻野市長は住民投票の実施を検討している。このとおり理解してよ

いか、伺います。 
 次に、バイオマスセンターの必要性についてであります。 
 下水の汚泥、生ごみ、間伐材など生物資源を活用した再生可能なバイオマス事業を巡り、総

務省行政評価局が評価をされました。その内容は間伐材や生ごみなど、燃料や堆肥に再生可能

なバイオマス関連事業の効果ゼロという厳しい結果でもありました。したがいまして、本市バ

イオマスセンター建設に大きな不安材料が生じたところであります。 
 以下、質問をいたします。 
 汚泥の活用を図るようだが、実際に利用するのか。汚泥を活用した堆肥を長年施用した場合、

土壌に悪影響が及ぶことが懸念されるが、このことについて調査・検討を行ったのか、伺いま

す。 
 また施設の運営は、赤字経営を覚悟されているのか。生産された堆肥は、無償か有償なのか。

センターの近隣住民への迷惑料の支払いの考えはあるのか、ないのか。 
 次に、石和温泉駅舎整備事業についてであります。 
 石和温泉駅舎の事業費は、竜王駅舎と同じ約１３億円としているが、なぜ事業費をほぼ同額

としたのか、算出根拠を示してください。 
 石和温泉駅舎と竜王駅舎と、同規模をなぜ想定しているのか。また、橋上駅舎にこだわる理

由はなんでしょうか。 
 最後に境川町大坪地内へのサッカー場建設計画の現況と進捗状況について、伺います。 
 質問は、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） 
 正正会、中村善次議員の代表質問にお答えいたします。 
 まず、多機能アリーナ建設のための合併特例債起債スケジュールのうち、起債の申請手続き

の方法についてであります。 
 平成１８年度から従前の起債許可制度は廃止され、地方公共団体が地方債を発行するときに

は、都道府県は総務大臣、市町村は都道府県知事から同意を受ける協議制度に移行いたしまし

た。このため、本市におきましては当該年度に事業執行計画があり、その事業資金について市

債を発行する必要がある場合、総事業費を含む事業概要を示した起債計画書を作成した上で、

山梨県知事に起債の発行について、協議を行うこととなります。また、県知事から同意を受け

ますと、議会でご承認をいただいた予算の範囲内において、起債の発行が可能となります。 
 次に申請はいつ行い、起債の可否決定はいつ行うかのご質問でありますが、起債の協議につ

きましては、通常では５月と１１月の年２回、行っております。各自治体とも基本的に当初予

算に計上した事業につきましては、５月に協議し、補正予算で対応した事業につきましては、

１１月の協議となるのが一般的であります。 
 起債の可否についてでございますが、国は地方債同意等、基準を定めているところであり、

この同意基準を満たす事業においては、県知事は起債の発行について同意することとなってお
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ります。したがって、５月に協議したものは１０月に、および１１月に協議したものは３月に、

県知事からの同意を受けられるものであります。 
 次に起債不可能な場合、打ち切りはあるのかとのご質問であります。 
 多機能アリーナ建設事業につきましては、新市建設計画に基づいており、また合併特例事業

の主旨に合致しているものであります。すでに事前事業・事前打ち合わせを行っており、起債

の同意基準から、なんら逸脱するものではありませんので、同意を得られないということは考

え難く、そのことによる本事業の打ち切りは、あり得ないものと認識しております。 
 続きまして、長期財政推計について、お答えいたします。 
 平成２２年３月に、行財政改革の基本指針となる第２次笛吹市行財政改革大綱を策定いたし

ました。その中には、もし今後、行財政改革を行わないと仮定した場合とする参考、財政シミュ

レーションを示しております。その中で、平成３０年度には基金残高がなくなるとされており

ます。しかし、行財政改革を計画どおり着実に進めた場合は、平成３１年度におきましても約

３７億円の基金が保有できるとしております。 
 財政推計はあくまでも現制度に基づき、さまざまな要因を勘案した中で、一定のルールを策

定し、５年後１０年後の財政状況を予測するものであります。当然のことながら毎年、行財政

にかかる制度改正は行われますし、景気や国の動向により、歳入状況も大きく変わってまいり

ます。 
 よって、財政推計の数値については、今後、諸条件の変化に伴って変わるものであり、実際、

その当該年度の決算値とは乖離が生ずるものであります。しかしながら、財政推計を可能な限

り的確に行い、公表することは健全な財政経営を行う上で必要と考えており、また行財政改革

や総合計画に掲げる施策を進める上でも重要な指標となります。 
 今後とも毎年５年間の中期、ないし１０年間の長期の財政推計を作成・公表しますので、ご

理解をお願いいたします。 
 続きまして、多機能アリーナ建設に伴う事務手続きについて、お答えいたします。 
 この事業の許認可については、いくつかの事務手続きがございます。都市計画法における土

地利用についての協議、土地収用法における事業認定の協議、農業振興地域における協議、税

控除における協議、建築基準法における協議、開発における協議のほか、道路・交差点、河川、

福祉、消防等の協議が必要となります。これらは基本設計の進捗状況を考慮しながら、関係諸

機関と協議を進めていくことになります。 
 また、事業認定につきましては、土地収用法にかかる手続きとなりますが、基本設計により、

ある程度、具体的な形や規模・内容ができた段階で、事業認定のための市民への事前説明会を

開催することとなります。 
 なお、事業認定の事前説明会は地元新聞に公告として掲載し、周知した上で行うこととしま

す。 
 続きまして、多機能アリーナ建設用地の購入についてのご質問にお答えいたします。 
 まず、用地購入費につきまして、購入単価についてのご質問であります。 
 平成２３年度に不動産鑑定費用を予算計上しておりますので、不動産鑑定の結果により決定

することになります。 
 次に建設予定地４．６ヘクタール内にある農地については約３．８ヘクタールで、全体の約

８０％であります。代替地対応につきましては、相手方と協議する中で、ご意向をお聞きしな
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がら、検討してまいります。 
 次に住民投票についてのご質問につきましては、市民ミーティングで市民の皆さまのご意見

をお伺いしながら、判断してまいりたいと考えております。 
 続きまして、バイオマスセンターの必要性について、お答えいたします。 
 まず、汚泥の活用と汚泥を活用した場合の土壌に対する影響についてであります。 
 汚泥につきましては、建設候補地に隣接している笛吹市クリーンセンターで発生する浄化槽

汚泥等の肥料化を計画しております。この肥料等の影響ですが、本市で計画している汚泥の肥

料化について、類似施設において製造された汚泥肥料を成分分析した結果、農林水産省で規定

した、１００年運用し続けても安全と考えられる量であります。法定基準量を大幅に下回って

おりました。また、製造肥料については、安全・安心に使っていただくことが最も重要なこと

から、随時、成分検査を行ってまいりたいと考えております。 
 次に、施設の運営についてでございますが、基本的に公設民営を想定いたしております。運

営費の収入については、一般家庭から排出される生ごみ等の処理費は現在、市で負担しており

ますので、それをベースに考えております。 
 なお、事業系排出物については、事業主より一定の処理費をいただく予定であります。 
 これらのことから製造した堆肥や肥料販売での収入も合わせますと、十分経営が成り立つも

のと基本計画ではシミュレーションをいたしております。 
 次に、堆肥は有償化についてでありますが、経営する民間企業と相談しながら、安価で提供

したいと考えております。 
 次に、近隣住民に迷惑料の支払いの考えはあるかとのご質問であります。 
 住民説明会でも悪臭等の発生が心配されておりますが、脱臭装置の設置等により、施設外へ

の悪臭の発生はなくなるものと考えております。地元住民の皆さまにも先進地の視察等で悪臭

対策等についてはご理解いただけるものと思いますが、地域の環境維持につきましては、今後、

十分、配慮してまいりたいと考えております。 
 続きまして、石和温泉駅の駅舎整備について、お答えいたします。 
 まず、事業費を竜王駅舎とほぼ同額にした算定根拠についてと、竜王駅舎と同規模をなぜ想

定しているのかについて、併せてお答えいたします。 
 石和温泉駅の事業費の算出につきましては、平成２１年度に作成いたしました石和温泉駅整

備計画等基本調査に基づき、検討を重ねてまいりました。駅舎にかかる事業費といたしまして

は、土木、軌道、建築、電気、機械の５つに分けられます。基本調査の段階として、積算の単

価は、先進地の事例を建築単価に採用している部分もありますが、仮設の改札口や大型クレー

ンの作業スペース等の検討も行い、部門ごとに積み上げたものであります。総額は１２億円で

あります。 
 竜王駅との比較につきましては、利用客数や駅員の配置人員等で石和温泉駅の２，５００人

前後とほぼ同数であることから、駅長室や事務室等が入る駅舎や南北自由通路の施設規模も同

等となり、基本調査の段階では、概算事業費について、同程度と算出した次第であります。 
 現在、ＪＲ東日本において地質調査等の基本設計を実施していますので、基本調査の段階に

より、より具体的な事業費が算出できると考えております。 
 次に、橋上駅舎にこだわる理由についてであります。 
 ＪＲ東日本との協議において、南北自由通路新設に伴う駅舎の改築については、橋上駅舎を
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原則とするとの回答を得ているところであります。さらに、新設の地平駅舎の事例が少ないこ

とから、いくつかの課題を解決していると、合併特例債の活用期限である平成２６年度末まで

に新しい駅舎は不可能になるとの回答でありました。 
 なお、原則でありますから地平駅舎案についても協議を当然、行ったところでありますが、

代表的な課題として、地平駅舎ですと、南北自由通路が独立した施設となり、防犯上の観点か

らも危険であることや、北口から利用する障がい者やお年寄りの方が利用される場合、上り東

京方面ホームに到達するまでにエレベーターを４回利用しなくてはならなくなり、利便性の観

点からＪＲ東日本としては、許可できないとの回答を得たところであります。 
 以上の理由から、市としては半橋上駅舎として事業を進めているところであります。 
 続きまして、サッカー場の構想について、お答えいたします。 
 市内へのサッカー場建設につきましては、市サッカー協会から、日本サッカー協会公認のサッ

カー場建設の要望書をいただくなどし、大型施設整備構想の１つとして、ご提示申し上げまし

た。しかしながら、現在、具体的な方向性を示すことのできる段階には至っておりません。こ

のため、長期的観点から検討を進め、構想が具体化いたしました時点で、市民の皆さんも含め、

議員各位にもご説明させていただきます。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 中村善次君。 

〇１１番議員（中村善次君） 
 午前中の答弁の中で、大型５事業、１３０億円、総事業がかかるというお話の中で、特例債

を８０億円利用すると。その残分、５０億円はどのような補助金を充当するのか、お聞きをし

たいと思います。 
 議長、一問一答でお願いします。 

〇議長（小林始君） 
 池田経営政策部長。 

〇経営政策部長（池田聖仁君） 
 現在、進めておりますプロジェクトの内容により、補助金と交付金が一括になると思います

ので、それぞれ所管部長のほうから、ご答弁させていただきたいと思いますが、現在、多機能

アリーナ建設事業につきましては、私ども国の社会資本総合整備交付金、これしか該当がない

だろうということで、ただ、交付金そのものが現在、国のほうで、ある程度、予算的なしばり

もありますので、具体的にそれをいただけるという、はっきりしたことは現時点で申し上げら

れません。私どもはできる限り、ご協力をいただく旨、努力してまいりたいと考えております。 
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） 

 バイオマスの関係でありますが、先の報道でもＣＯ２

〇議長（小林始君） 

削減については効果がゼロという検討

も出ているところですが、現在の段階ですと、バイオマス利活用交付金２分の１補助、これが

適用になっております。 

 佐藤建設部長。 



 ６９ 

〇建設部長（佐藤貞雄君） 
 駅舎周辺整備の関係でありますけども、合併特例債以外に国庫補助金等、約１０億円くらい

を見込んでおります。砂原橋につきましては、やはり国庫補助金、道路整備交付金等、次年度

についても予定されております。ふるさと公園につきましては、国庫補助金等の活用の中で対

応していきたいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 中村善次君。 

〇１１番議員（中村善次君） 
 先ほどお聞きしましたけども、はっきりしないけども、努力する。あるいは、２分の１の適

用になっているということで、まだ先が見えていない状況のようですけども、今後、この５０億

円について、最悪の場合は、どういったお金を充当する考えがあるのか、お聞きをしたいと思

います。 
〇議長（小林始君） 

 望月副市長。 
〇副市長（望月健二君） 

 再質問にお答えいたします。 
 今、それぞれの部長が特定財源について、お答えをしたところでございますが、現在のとこ

ろ、国の交付金制度につきましては、ご承知のとおり、大幅な見直しを行っておりまして、平

成２３年度からは都道府県分については、一括交付金化をするということで方向が出ておりま

す。そして市町村民税につきましては、２４年度以降、一括交付金化ということでございます。

それで、ただいま申し上げました、それぞれの事業につきましては、道路整備交付金等、すで

に現時点で方向が見えているものがございますが、社会資本整備交付金等、今後、どういった

ものが対象になるか、未確定なものもあるということでございます。 
 したがいまして、５０億円そっくり、これが財源として充当できないだろうということは考

えておりませんが、仮に万が一、そういったことがあり得るとしましたら、例えば現在、持っ

ております公共施設整備基金等を活用する。あるいは、施設規模等を再度、検討しなければな

らない部分も出てこようかとは思います。ただ、現時点におきましては、そういった悲観的な

ことは考えてございません。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 中村善次君。 

〇１１番議員（中村善次君） 
 いずれにしましても、国の情勢等も不透明な時期でございます。大変でしょうけども、これ

らの対応について、最善の努力をしていただきたいと思います。 
 アリーナ建設事業に関わる特例債の起債、申請は５月と１１月とございますけども、今の進

行状況からして、何月を予定されているのか、お尋ねをいたします。 
〇議長（小林始君） 

 鈴木財政課長。 
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〇財政課長（鈴木幸弘君） 
 中村議員の再質問にお答えします。 
 申請につきましては、平成２３年度につきまして、５月に計画書を県のほうに協議をしにい

きたいと考えております。 
〇議長（小林始君） 

 中村善次君。 
〇１１番議員（中村善次君） 

 アリーナ建設は、特例債の趣旨に合致しているとの説明でございます。事前に国や県との関

係機関と、これまでに協議をした経過があるのか、お聞きをいたします。 
〇議長（小林始君） 

 鈴木財政課長。 
〇財政課長（鈴木幸弘君） 

 合併特例債を借り入れるにあたってですが、あくまでも先ほど市長の答弁の中で話をしまし

たように、事前に打ち合わせという段階の中で、今、こういうことを市では考えているという

段階の話は、検討はさせていただいているのが現状であります。 
〇議長（小林始君） 

 中村善次君。 
〇１１番議員（中村善次君） 

 また、合致しているということでございますけども、この合致ということは、市長、これは

全部、市の認識ということでよろしいでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 望月副市長。 
〇副市長（望月健二君） 

 ただいま財政課長がお答えしたとおり、事前の打ち合わせを行っております。そういった中

で合致しているという認識でおります。これは市としての共通認識でございます。 
〇議長（小林始君） 

 中村善次君。 
〇１１番議員（中村善次君） 

 では、次に市の財政シミュレーションで、行財政改革を進めた場合、平成３１年度に約３７億

円の基金を保有できるとしておりますけども、３７億円の基金で災害時の対応等を含め、市政

運営が可能なのかどうか、伺いたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 望月副市長。 
〇副市長（望月健二君） 

 シミュレーションで３１年度ということでございますが、答弁にもございますとおり、財政

シミュレーションというのは、ある一定のルールで推定しているものでございまして、そのと

きどきの変化がございますが、今現の推定で、その３７億円の基金で、例えば災害時対応が可

能かということでございますが、あっては困るんですけども、仮に災害があった場合には、特

に災害復旧事業、要するに災害対策本部費用等につきましては、それぞれ国、あるいは県で手

厚く保護されている現状がございますので、そういった不測の事態には対応できるというふう
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に考えております。 
〇議長（小林始君） 

 中村善次君。 
〇１１番議員（中村善次君） 

 市長にお尋ねいたします。 
 市長は常時、本市の規模にふさわしい基金の保有額はどのくらいが適当かと考えているでしょ

うか。 
〇議長（小林始君） 

 荻野市長。 
〇市長（荻野正直君） 

 財政調整基金に絞って申し上げますと、標準財政額の２割程度。ですから、笛吹市の標準財

政規模というのは１８０億円でございますから、その２割というようなことになります。 
〇議長（小林始君） 

 中村善次君。 
〇１１番議員（中村善次君） 

 荻野市長は２５日に芦川で開いた市民ミーティングで借金が多くなり、デッドゾーンを超え

る時期があると明言をしております。この発言から察するに、市長は財政面で危険を冒して、

大型事業に取り組むことに不安を感じているのかどうなのか、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） 

 財政シミュレーションで、いわゆる前回の第２次行財政改革の大綱の中でもご説明をさせて

いただいているとおり、このまま、このプロジェクト、いわゆる５大プロジェクトでございま

すけども、進めていった場合には一時期、いわゆる起債制限比率の１８％を超えると、こうい

う数字が出ておりますから、それに対して申し上げたわけであります。しかし、もう１つ、突っ

込んでいきますと、国の基準でいきますと２３％でございますから、いわゆる１８％というの

は、県の数字であります。ですから、それは今のような流れの中で、そうならないために、行

財政改革をいかに進め、そしてお金の使い方をどう考えていくか。これが今までの、合併して

からの、ずっと姿勢であります。したがいまして、例えば基金につきましても、合併時は５０億

円そこそこしか、いわゆる合併特例債はありませんでしたけども、おそらく平成２２年度末に

は１５０億円に近い基金が残るんではないかと、こういうふうに考えています。 
〇議長（小林始君） 

 中村善次君。 
〇１１番議員（中村善次君） 

 とは申されましても、多少なりとも市長も不安は感じておるという、私、理解でよろしいで

しょうか。 
〇議長（小林始君） 

 荻野市長。 
〇市長（荻野正直君） 

 絶対、自信があるなんてことは言えません。というのは、いわゆる、経済状況がどうなるか
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によっても変わってまいりますし、税収もそうでありますし、それからいつ、何が起きるかも

分かりません。しかし、私どもは常に予測をしながら、そういう危機があるというふうなこと

がすでに分かっているわけでありますから、そうならないための努力をどうするかというふう

に考えているわけであります。 
〇議長（小林始君） 

 中村善次君。 
〇１１番議員（中村善次君） 

 地方交付税、これは普通分ですけども、交付額推計によりますと、現在、７５億円交付され

ていると。平成２７年からこれも減少傾向となり、平成３１年度には現在の３分の２の、約５０億

円に減少するということでございます。その後も減少を続け、大変、厳しいことが予想されま

す。大型プロジェクト事業に対し、私は非常に危機感を持っているところでもございます。 
 次にアリーナに関わる事業認定について、お聞きいたします。 
 事前説明会は、いつ開きますか。また、土地取得完了届はいつまでに完了するのか、月数で

答弁をお願いしたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 池田経営政策部長。 
〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 ご質問は、具体的に月数とかというお話でございますけども、実際、これから事業計画、そ

れから基本設計等、策定してまいった段階で、事業認定手続きに入ります。具体的には２３年、

１１月以降、協議を進めてまいりたいというような計画でおります。 
 それから手続き上、事前説明会を開催しなければならないということで、それから地元新聞

社に公告しなければならない。それから関係者の同意書は不要でありますけども、利害関係人

は市民全体に及ぶことを想定しながらの公告ということでございます。具体的に、この１０月

以降、事前協議を含め、進めてまいり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。 

〇１１番議員（中村善次君） 
 先ほどの利害関係人のお話ですけども、これはどんな人たちを対象としているのか、お答え

願います。 
〇議長（小林始君） 

 池田経営政策部長。 
〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 実は、現在、この多機能アリーナにつきましては、庁内プロジェクトもありまして、いろん

な協議関係、手続き関係につきまして精査をし、どのように対応していくのかということを進

めております。 
 その中で、具体的にどんな利害関係人がいるのかということも、その中で対応していくとい

うことであります。現時点におきまして、どのような、いわゆる利害関係人がいるのかという

ことを、今はお答えできませんけども、これから随意、そのプロジェクトを進める段階で明ら

かにしていきたいと考えております。 
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〇議長（小林始君） 
 中村善次君。 

〇１１番議員（中村善次君） 
 今はお答えできないということは、まだ把握していないからお答えできないという理解でい

いんですか。 
〇議長（小林始君） 

 池田経営政策部長。 
〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 多機能アリーナ事業を進めるにあたりまして、先ほども言いましたように、庁内プロジェク

ト、それから担当が作業を進めておりますけども、毎日の業務報告を私はいただいておりませ

んので、具体的に利害関係人はこういった方々ですよという特定した方々、私自身の知識とし

て現在、持っておりませんので、これからのことになろうかというふうに答弁させていただい

たということであります。 
〇議長（小林始君） 

 中村善次君。 
〇１１番議員（中村善次君） 

 次に用地補償費でありますけども、笛吹市は８億円から１０億円程度、用意するといってお

りますが、用地補償の内訳と費用の配分の割合が分かりましたら、お聞きしたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 池田経営政策部長。 
〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 用地補償費につきましては、これから不動産鑑定等々を進める中で、土地単価等々を進めさ

せていただく作業になっております。具体的に農地の場合はいくらであるとか、宅地の場合は

いくらであるとか、例えば補償費がどうであるかというお話につきましては、現時点ではご説

明はできかねます。 
〇議長（小林始君） 

 中村善次君。 
〇１１番議員（中村善次君） 

 できかねますという言葉ですけども、要はここで用地補償費、８億円から１０億円、これは

もう純然たる数字が出ております。この数字で、あなた、勝手に割れといえば、それはできる

と思いますけども、もう少し、池田部長、細かい答弁を。 
〇議長（小林始君） 

 池田経営政策部長。 
〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 大変、申し訳ございません。これから不動産鑑定業務等を進めてまいりますので、それが出

ないと、現在、アバウトとして１０億円というような数字を示させていただいておりますけど

も、具体的なお話につきましては、先ほど言いました不動産鑑定価格等を出す中で決めていき

たいということでございますから、今はお話というよりも、私どもは土地がいくらというお話

はできないということであります。ご理解をいただきたいと思います。 
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〇議長（小林始君） 
 中村善次君。 

〇１１番議員（中村善次君） 
 その件は、了解しました。 
 用地補償費の中で８億から１０億円、この２億円の開きですけども、これはどんな意味があ

るのか、お聞きしたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 池田経営政策部長。 
〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 大変、難しいご質問でありまして、アバウトで１０億円ぐらいであろうと。では、１０億円

という幅のない数字をお示しすることがどうかなということで、おそらく８億円から１０億円

だろうというふうな算定であります。 
 ちなみに、その周辺関係につきまして、例えば、あそこは市道９５０号線関係の工事、それ

から用地買収費等々も新たに出ておりますので、それらと比べた場合についてはいくらかとい

うような、試算的なものも、職員メモ程度の情報でありますけども、そういったようなことも

する中で、その幅を持たせた数字もお示していると。具体的には、やはり先ほどから言ってい

ますけども、不動産鑑定価格が１つの基準になりますので、よろしくご理解をいただきたいと

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） 

 次に、バイオマスセンターで作られる堆肥の安全性についてでございます。 
 類似施設で作った堆肥の汚泥と生ごみ、剪定枝の配合比について、また市で計画している施

設で使う原材料と配合比について、お聞きいたします。 
〇議長（小林始君） 

 豊角産業観光部長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 まず、汚泥についての肥料と安全性ということになりますが、肥料については、肥料取締法

という法に則ったものが必要となります。この中では、細かい説明はちょっと省かせていただ

きますが、普通肥料と特殊肥料という二本立てになりますが、汚泥の場合については、普通肥

料という取り扱いになります。 
 この中で、特に汚泥に含まれる有害成分というものになりますと、ヒ素、あるいはカドミウ

ム、水銀、ニッケル等々が想定されますが、これの含有量を肥料法の中で安全基準として定め

られております。それぞれの最大値、先ほど答弁の中にもありましたとおり、類似施設で見る

限りは、これで言います成分のパーセンテージについては問題がないという数値が出ておりま

す。なおかつ、農地の土壌の保全のための管理基準というものもございます。これについては、

特に土壌中の重金属等の蓄積関係によります管理基準がございますが、土壌の１グラムにつき

亜鉛が１２０ミリグラム以内というような管理基準等々もありますが、これについても成分検

査の結果については、問題がないということが示されております。 
 それから有機肥料に関わる農協の水素基準というものもございますが、これについても、す
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べて適合するということで、農協関係にしてもその品質の基準、あるいは表示方法を定める中

で積極的に推奨し、利用の促進を図るという、こういった明文もされているところであります。 
 安全性については、以上といたします。 
 なお、配分の関係になりますが、今現在については、生ごみについての成分調整剤という副

資料で、木質系のチップについては活用を考えております。今現在が各生ごみ等々についても、

すべて甲府の環境センター、あるいは山梨市にあります環境衛生センターでの焼却処分になっ

ておりますが、この搬入量の約４割を今現在、バイオマスセンターに運び込むという推計でやっ

ていきますと、約１，０４３トンが生ごみとして入る。汚泥については、約４４０トン。これ

が１年間の搬入見込み数量となっております。 
 今現在の状況ですと、可燃ごみがトン当たり３万１千円の処理経費がかかっております。バ

イオマスセンターでは、当然ながら、これより安価でということになりますので、概算でござ

いますが、約１，３００万円ほどの、今現在の堆肥で、生ごみについては予算軽減ができる。

それから汚泥についても、今現在、２万５千円ぐらいの処理経費がかかっておるわけですが、

これについても、４４０トンの処理見込みからいいますと、６２０万円ほどの軽減に結びつく

ということで、これについても、やはりクリーンセンターのほうの指定管理費からの削減に結

びつくという、こんな推計値になっております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 中村善次君。 

〇１１番議員（中村善次君） 
 単純な質問ですけども、類似センターから生産された堆肥と本市で計画しているセンターで

生産される堆肥は、汚泥、生ごみ、剪定枝の配合比が同一なものか。それによって、多少なり

とも成分が違ってくると思いますけども、ご答弁を求めます。 
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） 

 類似施設ということでの成分結果で、先ほどは答弁いたしたところですが、私どもが今、計

画しておるものについては、好気性の微生物を使った堆肥化施設を計画しております。これと

まったく同じ方法ということでの類似施設という説明に代えたいと思います。 
 なお、この成分結果については、それぞれ製品化された肥料についての、すべての関係する

部分についての分析対象を広げたものであり、それぞれについて、すべて分析結果であります

と、標準数値を全部、下回っているということになりますので、同じものが想定されるという

ことになるかと思います。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 中村善次君。 

〇１１番議員（中村善次君） 
 十分、経営が成り立つという答弁ですけども、これは黒字であるのか、赤字になるのか、お

聞きしたいと思います。 
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〇議長（小林始君） 
 豊角産業観光部長。 

〇産業観光部長（豊角英人君） 
 現在のシミュレーションですが、それぞれ処理単価、事業手法によって、これからの最終的

な数値等は出るわけですが、これの処理単価等を勘案する中で、また事業系のもの、あるいは

汚泥についてもそうなんですが、事業系のものについては、それ相当の金額のものを徴収する

計画でおります。それから、でき上がった肥料、堆肥等については安価な金額を想定しており

ますが、この販売等々から考えますと、それと合わせて処理方法、事業所の内容から今現在、

想定するものについては、設備投資についてもさほど大きなものは必要がなかろうかという想

定もございます。すべてを勘案する中で、十分に経営は成り立つ、こういった考えでおります。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 中村善次君。 

〇１１番議員（中村善次君） 
 この試算の中で、根拠を示すとともに、年間の利益がどのくらい上がってくるのか、お聞き

いたします。 
〇議長（小林始君） 

 豊角産業観光部長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 利益というものが、はっきり、まだ数字として並んでいませんが、今現在の、先ほど申した

とおり、可燃ごみについては、トン当たり３万１千円の処理経費がかかります。これについて、

総体ですと、ゆうに２万円は下回る処理単価で処理ができるという試算であります。汚泥につ

いても２万５千円、今、現行、かかっておるトン当たりの処理費用が１万５千円以内ではでき

るという、こういう試算があります。これ相当のものを勘案しますと、それぞれ今、現行でか

かっている処理費用、これの軽減分も見越してになりますが、間接的な意味合いも含まれます

が、等々を考える中で、市の総体的な財政、かかります経費を勘案する中では、ツーペー、あ

るいは赤字にはならないという、こういうシミュレーションでございます。 
〇議長（小林始君） 

 中村善次君。 
〇１１番議員（中村善次君） 

 分かりました。 
 経営する民間企業ということが、答弁の中でございました。企業と相談しながら、安価で提

供すると答えたが、まるで行政が民間の施設を造るようにも聞き取れます。この点について、

市の見解を求めます。 
〇議長（小林始君） 

 豊角産業観光部長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 これについては、公設民営という説明を答弁の中で申し上げたわけですが、基本的にはちょっ

と専門的な用語になりますが、ＤＢＯという方式を想定しております。これはデザイン・ビル

ド・オペレーターという、それぞれの頭文字をとった方式になりますが、資金については行政
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側が調達する。それから設計管理、施行、運営については民間がという、こういった方式を今、

想定しております。これについても、今からの、それぞれの業者による提案、これに基づいて

決定するわけですが、これのメリット的なものをいいますと、行政が資金を調達することによ

り、金融機関との連携調整が図れるというメリットがございます。それから運営設計、施行に

ついて、民間がするということで、民間が持つノウハウを吸収できるということ。それから先

ほど言ったような資金調達の中でもって、財政支出の軽減が図れる。あるいはニーズの高度化、

多様化に対応できるサービス体制も維持ができる。こういったものがメリットとして考えられ

ますので、今現在、答弁の中で申し上げられましたように、公設民営という言葉になっており

ますが、細かくいいますと、ＤＢＯ方式ということを想定しております。 
 以上になります。 

〇議長（小林始君） 
 中村善次君。 

〇１１番議員（中村善次君） 
 分かりました。地域住民への迷惑料の支払いがあるか、ないのかの答弁がございませんでし

たので、お答えを願いたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 豊角産業観光部長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 迷惑料という言葉の中でいいますと、やはり今現在、想定されるものが悪臭等の発生を考え

ております。これについては県外のほうに、近隣の住民の方、先立って視察に行ってもらった

わけですが、まず悪臭等についての防臭対策については、万全を期したいということ。それか

ら地域の環境維持についても、今後、十分に配慮するということから、迷惑料というものにつ

いては、今現在は考えておらないということになります。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 中村善次君。 

〇１１番議員（中村善次君） 
 今現在、クリーンセンター等においては、ご承知のとおり、迷惑料を出してございます。こ

れは要するに施設がしっかりしたものだから、におい等の公害を近隣に発生しないと、こうい

う理解でいいですか、お答えを願います。 
〇議長（小林始君） 

 豊角産業観光部長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 クリーンセンターについては、今現在、迷惑料という名目ではございません。環境整備補助

金という格好になっております。われわれが想定するバイオマスセンターについても、環境に

十分配慮した施設建設を考えております。合わせて、悪臭等についてもクリーンセンター、築

４５年経っておりますが、今現在の最新の構想の計画に則った施設建設も考えておりますので、

合わせた中で、迷惑料については、今現在は考えていないと。その代わり、環境には十分配慮

するということを約束したいと思います。 
 以上になります。 
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〇議長（小林始君） 
 中村善次君。 

〇１１番議員（中村善次君） 
 次にＪＲとの協議で、橋上駅舎を原則とするということが、今まで説明がなされました。な

ぜ、今回、半橋上駅舎として事業を進めることになったのか、その経緯について、ご質問いた

します。 
〇議長（小林始君） 

 佐藤建設部長。 
〇建設部長（佐藤貞雄君） 

 まず、先ほど答弁のほうでも若干触れておりますけども、今回の石和温泉駅舎と、それから

北口の周辺整備事業ということでありまして、これが基本になっております。ということで、

まず北口の利用者を配慮した、その南北自由通路、こういったものを設置するという、基本的

なスタイルであります。これに基づきまして、当然、先ほど答弁がありましたけども、北口か

ら東京方面に利用する方が南側で乗車券を購入して、ラッチ内に入ると。そういった形の中で、

合計、４回の上り下りをするという、そういったスタイルになります。 
 そういったことで、市としましては、そういった利用者の利便性を考えた中で、橋上に、そ

の改札口を設ければ、その合計４回の上り下りを半分の２回に抑えることができる。そういっ

たことで、市の今までの考えとしましては、半地平の駅舎から橋上の駅舎ということで進めて

きております。それで、竜王の駅等につきましては、橋上駅舎という、全面のフロアを使って

おりますけども、できるだけ経費を節減するためにも、石和温泉駅の場合にはその半橋上とい

う形の中で、事業費も橋上よりも半橋上のほうが事業費も抑えられているということで、半橋

上の選定をして進んできております。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 中村善次君。 

〇１１番議員（中村善次君） 
 簡単で結構ですけども、橋上、半橋上の違いについて、ご説明を願います。 

〇議長（小林始君） 
 佐藤建設部長。 

〇建設部長（佐藤貞雄君） 
 先ほど言いましたとおり、ラッチ内というんですか、改札については橋上にあります。その

改札口が石和温泉駅の場合は上り下り線、両方ありますけども、その線路の上に橋上部分を張

り出して、広いスペースの中で利用するのが橋上駅舎です。あと、石和温泉駅で考えています

ので、スペースをもう少し狭めた形の中で考えておりますので、その改札口のスペースについ

ては、ホームの上にその橋上部分を造るということで、そのへんの違いとなっております。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 中村善次君。 

〇１１番議員（中村善次君） 
 橋上駅舎、また半橋上駅舎等の事業費について、概算で結構ですけども、数字をお聞きした
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いと思います。 
〇議長（小林始君） 

 佐藤建設部長。 
〇建設部長（佐藤貞雄君） 

 先ほど答弁の中でお答えしましたように、実際には今現在、基本設計を組んでおりますので、

こういった設計等ができ上がってまいりますと、具体的な数値が出てまいりますけども、その

以前の概算の事業費としましては、橋上の場合、約２５億円で、半橋上の場合には２０億円を

見込んでおります。これはあくまでも概算の数字であります。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 中村善次君。 

〇１１番議員（中村善次君） 
 分かりました。エレベーター、あるいは自由通路、それからトイレ、維持管理、電気、清掃、

これはまた概算で結構ですけども、今後、市が維持管理するための、大体、年間の維持管理費

が分かりましたら、お知らせ願いたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 佐藤建設部長。 
〇建設部長（佐藤貞雄君） 

 おおよそですけども、エレベーターを設置した場合、それからそれぞれトイレの維持、それ

から清掃、こういったもので、今現在のおおよその維持管理費の想定額でありますけども、大

体１，５００万円ぐらい、年額ですけども、想定をしております。あくまでも想定ということ

です。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 中村善次君。 

〇１１番議員（中村善次君） 
 ありがとうございました。 
 次にサッカー場建設について、具体的な方向性について、お聞きしたいと思います。 
 以前、議会に示した６大プロジェクトの資料に（株）笛吹の跡地処理という文言があって、

私もそれが今、頭の中にございまして、ふと今、湧いてきました。その跡地処理という、この

言葉はどんなことを指していたのか、お聞きしたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 望月副市長。 
〇副市長（望月健二君） 

 以前、お示しした大坪地内のサッカー場につきましては、跡地処理というのは、大変、申し

訳ないんですけども、私は記憶がないんですけども、あそこを、内水対策をするために、要す

るに湧水地的なものを造らなければならないと。そのために、その当時は（株）笛吹さんの計

画がございまして、自分のところの工場の敷地を拡幅するにあたって、その湧水地はそこで確

保するといった中で、例えば、その湧水地の造り方によっては残地が出てくるので、そこを活

用したらいかがというようなお話もございまして、検討をしたところでございますが、現在、
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その計画はなくなっておりまして、大坪地内の湧水地対策につきましては、別の公共事業とい

う形の中で、現在、整備を進めているところでございます。 
〇議長（小林始君） 

 中村善次君。 
〇１１番議員（中村善次君） 

 それは、では私の思い過ごしかなんかでしょうかね。一番最初、計画をお示しいただいた中

にそういった文言があったことは、私、事実、覚えているんですけども、だいぶ前のことで、

副市長もお忘れになったということのようですから、また個人的に、私、それを伺いにいきま

すけども、よろしくお願いしたいと思います。 
 私の時間も終わりとなりました。大変、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。 
 暫時休憩いたします。 
 ３時４０分。 

休憩  午後 ３時２２分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ３時３８分 
〇議長（小林始君） 

 再開いたします。 
 続いて、日本共産党の代表質問を行います。 
 渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 日本共産党議員団を代表しまして、質問いたします。渡辺正秀でございます。今日は率直な

やりとりを期待しております。 
 最初に、多機能アリーナ建設問題についてであります。 
 重要案件で、長の意思と民意が隔たった場合、民主社会においてはこれをどう処理すべきか。

私は誠実に市民に説明し、それでも民意の同意が得られない場合は民意に従うべきと考えてお

ります。多機能アリーナ建設問題についても、そうしなければならないと考えております。市

長の考えはどうか、伺います。 
 多機能アリーナ建設問題に関して、市民に誠実な説明をしてきたかどうか。誠実な説明とは

十分な調査と検討に基づいた説明、偽りのない説明、市民の疑問や意見に率直に答える説明で

はないかと思っております。市長の考えはどうか、伺います。 
 次に市長は基本設計の過程でも、そして基本設計ができて具体的なイメージを示せる段階に

おいても、市民ミーティングを行うと言っておりますが、その際、誠実な説明を期待するもの

であります。 
 問題は、その説明の上で市民の同意が得られたかどうか、民意の把握でございます。市民の

声を届ける会は、住民投票の実施を求めております。このことについて、市長の考えを伺いた

いと思います。 
 ２つ目の質問ですが、支所機能充実、地域重視の考えを伺いたいと思います。 
 合併後の市民の不満の最大なものの１つは、支所機能が縮小されたことです。支所は証明書
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などの発行だけでなく、住民に最も身近な行政組織であり、住民の相談相手でございます。ま

ちづくり、コミュニティづくりの主人公は住民ですが、職員は税金で暮らしている、まちづく

り・コミュニティづくりの専従者であり、主人公である住民に対する奉仕者であります。そう

した支所機能の充実、支所職員の役割強化が今、特に必要だと思いますが、市長の考えを伺い

ます。 
 ３つ目に、石和中学校建て替えの問題についてです。 
 石和中学校の給食棟や校舎の建て替えの検討が進められておりますが、何年度竣工を目指し

ているのか伺います。石和中学校はスコレーセンターと清流公園を楔形に二分し、両施設の利

用価値を著しく損なっております。また現地での建て替えとなりますと、プレハブ校舎の建設、

そこへの一時移転など、経費の無駄や教育上の問題も発生いたします。 
 そこで、石和中学校の近隣地への移転・分離を提案いたします。現石和中学校跡地も使って

芝生グラウンド、市民体育館を造ればスコレーセンター、体育施設、清流公園の一体的活用が

可能になります。本提案に対する市長の所感を伺います。 
 ４つ目に、リニア対策でございます。 
 リニア工事が進む中で、心配されてきた問題が浮かび上がっております。地下水脈切断問題

や日照権問題であります。リニアが動き出せば、騒音等の問題も心配されます。すでに畑がほ

ぼ一日中、影になり、今年の収穫、今年の暮らしが心配になっている方も出ております。すぐ

に手を打たなくてはいけないと思います。この点、どのような対策をとる考えか伺います。現

在、起こっている問題と市の対応について、説明を求めたいと思います。 
 ５つ目に、ちょっと表題を変えまして、二元代表制に対する考えを伺いたいと思います。 
 日本の地方自治は住民自治を本旨とし、日常的には長と議会の二元代表性によって運営され

ております。議会の役割は、住民の意見を背景に、長に対するチェック機能と提案機能を果た

すことであります。その機能を発揮することによって、長と議会はまちづくりのよきパートナー

となることができるものと私たちは信じております。このことは、長・議会・住民が共通して

認めるべき原則だと思いますが、市長の考えを伺います。よろしくお願いします。 
〇議長（小林始君） 

 当局の答弁を求めます。 
 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建設につきまして、一括してお答えいたします。 
 これまで、私はあらゆる機会を通じ、市民の皆さまに対し、多機能アリーナの必要性を説明

し、建設事業の推進にご理解をいただけるよう、誠心誠意努力してまいりました。また現在、

市内７カ所での市民ミーティングを行っております。 
 市民の同意が得られない場合にはどうするのかとのご質問につきましては、各地での市民ミー

ティングで皆さまのご意見をお伺いしながら、判断してまいりたいと考えております。 
 続きまして、支所機能の充実と地域重視の考えについて、お答えいたします。 
 本市では行政改革大綱に基づき、計画的な行財政改革を進めているところであり、その一環

として、定員適正化計画による職員数の適正化を図っているところです。その中で、さまざま

な市民のニーズに応え、サービスの維持向上を図るため、効率的な組織体制を確立していく必
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要があります。複雑多様化する行政事務や職員の削減に伴い、窓口事務を中心とする支所組織

の総合窓口化など、少ない職員数でも、より以上の行政サービスを目指すことといたしており

ます。また、相談業務につきましても支所長を中心に、地域の身近な窓口になることは言うま

でもありません。さらに、本庁と支所が一体となった行政サービスを展開することにより、小

さな市役所を実現し、最小の経費・最大のサービスでお応えできるよう努めてまいります。 
 続きまして、リニア対策についてのご質問にお答えいたします。 
 まず、日陰補償についてでありますが、現在は地域住民から具体的な申し出は、直接的には

受けておりませんが、日陰の影響が問題となる場合には、鉄道・運輸機構が過去の事例に準じ

て対処すると伺っております。家屋については、具体的被害が認められた場合において、中央

用地対策連絡協議会における申し合わせ等に準じ、事後補償について協議がされます。また、

農作物についても家屋と同様、必要に応じ指針に準じた補償をすることとしております。 
 桃・ブドウ栽培が盛んな当地域の実情に鑑み、機構が山梨県およびＪＡ笛吹との協定により、

日陰が農作物の生育に与える影響について、平成２２年度から２４年度の３年間において調査

を行っているところであり、その調査結果をもとに、補償のあり方について調整する予定と聞

いております。 
 次に騒音についてでありますが、現在、騒音低減のための設備として、現地状況を踏まえな

がら、高架橋を覆うフード、または防音壁の設置を予定していると聞いております。 
 なお、騒音については、走行試験開始後の騒音測定を実施した上で、必要な対策がとられる

ものと理解いたしております。 
 次に、渇水の現状と対応についてでありますが、トンネル工事の周辺地域において、簡易水

道等の水源、井戸・河川等の減渇水が発生していることについて、鉄道・運輸機構より報告を

受け、承知いたしております。 
 機構においては、日常生活、農作業等にご不自由をかけないよう、緊急・応急的な対応とし

て、市および地元と調整協議を行い、給水車や上水道への接続、井戸設置等による飲料水の供

給、タンク設置や配管による農業用水の供給等を速やかに実施してきたところであります。 
 今後は工事の進捗を踏まえ、恒久的な補償に向けた対策等について、地元関係者と慎重に調

整を図りながら、進めてまいりたいと考えております。 
 このような問題につきましては、市としましても必要に応じ、地区説明会の開催や現状の把

握も行いながら、地域の皆さまと一体となり、生活環境への影響を最小限に食い止め、安全・

安心な生活が送れるよう、事業主体であります鉄道・運輸機構と協議・調整を重ね、適切な対

応を行ってまいります。 
 続きまして、議会と議員に対する考えについて、お答えいたします。 
 住民が長と議会を直接選挙する二元代表制において、長は執行機関としての、また議会は議

事機関としての役割をそれぞれが適切に果たしていくことが求められております。意見の相違

を見ることもあるでしょうが、行政経営について正面から向き合って、十分に議論を重ねて一

致に向けて最善を尽くす。このような熟議を尽くすことにより、住民の負託に応えていけるも

のと考えております。 
 以上、答弁といたします。 
 なお、石和中学校建て替えにつきましては、教育長より答弁させていただきます。 
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〇議長（小林始君） 
 続いて、教育長より答弁を求めます。 
 教育長、山田武人君。 

〇教育長（山田武人君） 
 日本共産党、渡辺正秀議員の代表質問にお答えいたします。 
 石和中学校の建て替えについてですが、石和中学校の校舎および給食棟に関する課題につき

ましては、平成２３年度当初予算に調査費を計上させていただきましたので、生徒にとって安

全で安心して学校生活を送れる施設とは、いかなる形であるかを調査・研究させていただきた

いと考えております。 
 北館普通教室棟や給食棟は構造上の課題を抱えていることから、改築の方向で検討をしてい

く必要があると考えておりますが、現段階では、何年度に竣工するかなどの具体的な考えはま

とまっておりませんので、調査の結果によりまとめていきたいと考えております。 
 また、石和中学校の移転・跡地の利用に関するご提案につきましては、１つの手段として参

考とさせていただきたいと考えます。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 ありがとうございました。 
 リニアに関しては、３年後に、また動き出してから日影等の問題も調査するというふうなお

話もございますが、２年も３年も農家は待っていられるような、今、経営状態ではないと。す

ぐ、手を打っていただきたいと思います。いかがでしょうか。 
 それから、もう１点。石和中学校の問題についても、これは合併特例債が適用できるか、で

きないかもまだはっきりしていないというようなことですが、こういう、本当に必要なものを

まず真っ先にチョイスすべきではなかったか、伺いたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 佐藤建設部長。 
〇建設部長（佐藤貞雄君） 

 今、日影の問題、日照の問題だと思いますけども、農産物に対する補償関係等でありますけ

ども、先ほど答弁いたしましたとおり、特に果樹地帯ということで、形式がこの桃、ブドウと

いう特殊な、今まで、そういった事例がないところで、新幹線等、工事をしてきましたけども、

特にこのリニアの関係については、桃、ブドウという、初めてのケースでありますので、先ほ

ど答弁したのは、この３年間、調査をして、そういった影響等を十分考慮した中で、それらの

日影補償の対応をしてまいりたいと考えております。早急なということでありますけども、と

りあえず、リニア機構のほうにつきましても、地域住民の方には事前に、そういった日照、日

影等の問題については、事前の説明会等をしていただいて、ご理解いただいて進んでいると感

じておりますけども、私どももそういった市民の側に立ちまして、一体となって、それらにつ

いては、リニアのほうにも、再度、改めて申し出をしたりして、そのように対応していきたい

と考えております。 
 以上です。 
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〇議長（小林始君） 
 仲澤教育部長。 

〇教育部長（仲澤和朗君） 
 石和中学校の改修についてでございますけども、先の文教常任委員会の議員の皆さまも石和

中学校のほうを視察していただきまして、今の現状の石和中学校につきましては、早急の改修

が必要ではないかというようなご指摘もいただきました。それも併せまして、昨年来、今年の

議会でも質問がございましたように、まず石和中学校の校舎につきましては、バッテリー校舎

というような形の中で使い勝手が悪いというようなことでございますから、先ほど教育長が答

弁いたしましたように、来年度、調査費を計上いたしまして、構造について、またクラス、そ

れから特別教室棟を併せて、給食棟も含めまして、調査をしてまいり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） 
 渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 どうもありがとうございました。時間もありませんので、次に移ります。 
 まず、多機能アリーナ関係の再質問でございますが、この間、正しい説明がされてきたか、

誠実な説明がされてきたか、具体的に伺いたいと思います。 
 多機能アリーナは、建設は平成１６年の新市建設計画など、各種計画に位置づけられたとい

う説明でございますが、市民も幹部職員でさえも、スポーツ施設の整備推進という記述で多機

能アリーナが位置づけられたとは思わなかったといっております。実際に位置づけられたのは、

平成２０年のマスタープランおよび６大建設構想ではないでしょうか。 
 ２つ目に財政に関しても、多機能アリーナの説明では笛吹市の財政は健全、アリーナを建設

しても大丈夫といっておりますが、それ以前の財政の説明はすべて、笛吹市の将来財政は極め

て厳しいということでございました。どちらの説明が正しいのでしょうか。 
 税率は法律で決まっているから、アリーナで増税ということはないと説明しておりますが、

それは市民税に限ったことであり、他の税金、料金ではなんらかの市民負担増があり得るので

はないでしょうか。 
 まず３点、この説明は正しくないのではないかと思いますので、伺います。 

〇議長（小林始君） 
 池田経営政策部長。 

〇経営政策部長（池田聖仁君） 
 まず多機能アリーナの誠実な説明がされてきたのかどうかと、基本的な考え方とすれば、こ

れまでもお話をさせてきていただいたとおり、新市建設計画、またその後の市の総合計画に体

育施設の充実整備、それから社会教育施設、生涯学習施設の充実整備等々、掲げさせていただ

きまして、それに基づきまして、多機能アリーナを建設しようということであります。そのこ

とにつきましては、私ども、その都度、説明をしてきたところであります。 
 さらに多機能アリーナ構想を初めて示したのが、２１年７月、８月でございましたから、そ

の後、検討委員会と協議を重ねまして、市として議会の意思決定に委ねる中で決定したのが昨

年９月。ですから、１０月から具体的なその時点での構想について、市民の皆さんに周知して

きたという内容であります。 
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 ちなみに、まだ現時点におきましても、各論的なものにつきましては、これから基本計画、

基本設計を進める中で、その都度、お示ししていきたいということでございまして、まだまだ

総論的なところがありますから、市民の皆さんの理解につきましては、まだまだこれからのこ

とだろうというふうな部分もございます。 
 それから財政、大変厳しいというご意見と、それから多機能アリーナを建設しても大丈夫だ

という、どちらかが正しいのかというご質問でございますけども、基本的に財政が豊かで厳し

くないという時代は、私、職員生活を３０数年しておりますけども、どの段階でも財政が厳し

いということは、これまでも申し上げてきたところであります。 
 内容的には、その時代その時代で、財政規模も変わりつつありますけども、基本的に市民の

皆さんのすべてのニーズを満たすことができないということからであります。基本的に市民の

皆さんがいろんな行政サービスをお求めになる、しかし、それにはお答えができるものと、で

きないものがある。したがって、財政は厳しいという表現を、現在も使っておるところでござ

いますが、多機能アリーナに関しましては、いわゆる財政健全化法が平成１９年にできまして、

いわゆる赤字団体、それからその前のイエローゾーンに入るのは、実質公債費比率２５％以上

という部分もありますけども、本市では、先ほど市長が答弁いたしましたとおり、実質公債費

比率１８％をボーダーラインとして設定しておりますので、財政の健全化は図られますという

ご説明をしてきたところであります。したがいまして、どちらが正しいというお答えにはなら

ないだろうと思いますけども、そのへんはぜひ、ご理解をいただきたいと思います。 
 それから市民の負担増につきましては、税に関わらず、料金等々のお話がありましたけども、

これは市民サービスの段階で、例えば水道料、それから下水道料金、これは平準化を図る段階

で、いわゆる、その料金が上がったところと下がったところがあるというふうな認識をしてお

りますし、すべての市民の皆さんの負担につきましては、それぞれの制度の中へ位置づけてお

りますので、その中で対応してきているということであります。そのものを多機能アリーナに

結びつけるというようなことにつきましては、ぜひお考えを一考されたいというふうに考えて

おります。よろしくお願いいたします。 
〇議長（小林始君） 

 渡辺正秀君。 
〇７番議員（渡辺正秀君） 

 誰も理解できない建設計画、あるいは理解できない説明、こういうのは強弁というのではな

いでしょうか。 
 次に市長がお願いした学識経験者の委員は、もし建設を推進する場合、克服すべき課題を７つ

ほど提起しております。みずから委嘱した先生方の７つの課題提起に対して、誠実な検討を行

い、答えを出して推進しているのか伺いたいと思います。そして、例えば政策課題のうち多目

的施設建設が最優先であるという市民間の合意形成が必要としておりますが、この合意形成は

されたとお考えか、伺います。 
〇議長（小林始君） 

 池田経営政策部長。 
〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 私どもは現時点におきまして、すべての市民の皆さまの合意をいただいておるとは考えてお

りません。これから、先ほど総論各論のお話をさせていただきましたけども、各論の話をさせ
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ていただく中で、市民の合意形成に向けて取り組んでいきたいというふうに考えております。 
〇議長（小林始君） 

 渡辺正秀君。 
〇７番議員（渡辺正秀君） 

 進めるための前提として、先生方はこう言っているんですけども、結局、合意形成がされて

いないまま、命を賭けるといったり、それからどうしても進めるんだといってみたり、こうい

う実態が明らかになりました。広報２月号では、市長の夢が語られております。多機能アリー

ナと各施設のネットワーク化で日本一医療保険の安い市にする。それが軌道に乗れば、アリー

ナの経費くらい、すぐに回収できるといっております。健康づくりの拠点として、本当に多機

能アリーナが必要か。拠点たりうるのか。日本一医療保険の安い市にすることができるのか、

以下、伺います。 
 健康づくりの人材育成、ネットワーク化を行う行政の組織的拠点は、社会体育課と健康増進

課であり、そこを中心に各体育施設や健康づくり、施設をネットワーク化するというのが本道

であります。多機能アリーナは必要ではありません。そういう意味では、必要ありません。健

康づくりの場所的な拠点は文化スポーツ財団などが置かれ、武道場、テニスコート、グラウン

ド、会議室、広場などがあるスコレーセンター一帯ではないでしょうか。そこに笛吹市中央体

育館、人工芝グラウンドを整備すれば、まさに拠点になります。 
 一方、多機能アリーナには健康づくりネットワーク化の組織も人材も機能もなく、健康づく

りの拠点と位置づけることはできないものではないでしょうか。健康づくりに最も重要なこと

は、各地の体育施設、公民館など、身近な地域における学習と実践です。ところが本市は、こ

れを支える支所機能を弱めてしまいました。保健師さえも本庁へ引き上げてしまいました。こ

れでは、日本一医療保険の安い市にすることなど、夢物語だと思います。市長の話は、健康づ

くりの常識も笛吹市健康増進計画をも忘れた空想にしか、私には聞こえないのですが、この考

えは担当部署、専門部署である健康福祉部も関わって出されたものかどうか、健康福祉部長に

伺いたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 中川保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（中川啓次君） 

 健康づくりの施策につきましては、健康づくり課で実施しております各種健康増進事業はも

とより、今までもお話がありましたように、生涯福祉課のスポーツ振興事業、それから介護予

防でありますとか、国保課の特定健診、あるいは保健指導等もすべて健康づくりにつながる施

策というふうに捉えております。 
 そうした中で、新年度、平成２３年度につきましては、健康増進計画の見直しの年度になっ

ております。そうしたことで、すでに準備段階としまして、本年１月から２月にかけまして、

市民のアンケート調査の実施をさせていただいております。その結果も踏まえまして、これか

ら健康づくり推進協議会などの意見を伺う中で、見直しの作業を進めていくということで計画

をしております。その中で、この機会に健康づくりのあり方を再構築したいというふうに考え

ておりまして、アリーナの活用につきましても、午前中、正鵠会の中村正彦議員の代表質問に

もございましたが、健康づくりの考え方としましては、病気にかからない、寝たきりにさせな

い、外に出かけたくなるようなことを健康づくりの目標とするというふうな考え方もふまえま
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して、総合的に健康づくりの情報発信の拠点となるような形で、これからの計画を進めていき

たいというふうに考えております。 
〇議長（小林始君） 

 渡辺正秀君。 
〇７番議員（渡辺正秀君） 

 やはり、そうだろうと思います。健康づくりだけでなく、コミュニティ再生でも人づくり、

まちづくり、防災でも生活圏における全住民参加こそ必須であり、そのために支所機能の充実、

まちづくりの専従者である職員の活躍が必要だろうと思います。私は旧町村と地域のことは、

基本的に支所で対応できるように体制、権限、財源を保障して、支所機能を充実すべきだと考

えます。そして本庁をスリム化することが必要ではないでしょうか。 
 １つの提案がございます。支所企画調整会議を支所長、各課長、保健福祉責任者、公民館生

涯学習責任者などで構成し、地域の声を聞きつつ、地域計画の作成と課題の調整および、その

実践を行うという提案でございます。いかがでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 望月副市長。 
〇副市長（望月健二君） 

 渡辺議員の再質問でございますが、支所機能を充実させると、そういったことで本庁をスリ

ム化すると。そういった中で、住民生活に直結するようなものについては、運営協議会的なも

ので協議をしたらいかがということで、よろしゅうございますね。 
 笛吹市として合併しまして、７万２千人の市になったわけでございます。この合併をするこ

とにつきましては、もとより合併によるスケールメリットを生かす中で、住民の負担軽減、あ

るいは市民サービスの向上を目的にしたものでございます。国の財政が、先ほどから渡辺議員

がおっしゃるように、厳しい状況になってきております。そういった中で市町村のあり方その

ものを考えるという国の法律に基づきまして、笛吹市としても合併に取り組んだわけでござい

ます。 
 そういった中で、合併のメリットを生かすということになりますと、できる限り、市民サー

ビスを均一化する、７万２千人の市民の皆さまに均一化した市民サービスを提供すると、そう

いったことによりまして、サービスの向上、さらに将来的には要するに市民の負担軽減、負担

の軽減といいましても、単に税、料の軽減ということではなく、いずれにいたしましても、将

来的に例えば合併特例期間等が過ぎますと、スリム化を求められてきます。そういった部分で、

スリム化をすることによりまして、市民の皆さまの負担を軽減したいというふうに考えており

ます。 
 そういったことから、現在は先ほどの答弁にもございましたが、支所機能の見直し等を行っ

ております。そういったことで、所期の目的であります合併の目的を達成していきたいという

ふうに考えております。 
〇議長（小林始君） 

 渡辺正秀君。 
〇７番議員（渡辺正秀君） 

 地域よりも本庁という、先立ちのように私には聞こえました。また大型施設なんですが、近

隣のアイメッセ、山の都アリーナ、小瀬の武道館も多額を要したホール機能、こちらはほとん
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どゼロといっていいほど使われておりません。近隣の大型施設が四苦八苦している中で、笛吹

市多機能ホールだけうまくやるというなら、具体的な利用見通し、そしてうまくやる対策、処

方箋が必要ではないでしょうか。それなしでは、夢物語です。笛吹市だけうまくやるつもりだ

から信じろといわれても、市民は信じられません。市長の答弁を求めます。 
〇議長（小林始君） 

 荻野市長。 
〇市長（荻野正直君） 

 建設検討委員会でも、いろんなご議論をいただいて、そして、その中の１つの意見として、

市内の体育館施設につきましては、大変、利用度が高いと、こういうご意見をいただきました。

それをつぶさに調査いたしますと、平成２１年度でございますけども、年間、この体育館施設、

小中学校も合わせまして、１９万人の市民が利用しているわけであります。やはり、こういっ

た事情を見ましても、いわゆる、アリーナを中心とした多機能アリーナ、これの必要性という

のは十分に判断ができると、こういうふうに思っております。 
〇議長（小林始君） 

 渡辺正秀君。 
〇７番議員（渡辺正秀君） 

 体育館が駄目だと言っているわけではないんです。多機能アリーナになぜ、するかというこ

とで、まわりにあるんではないかと言っているわけですね。 
 次に移ります。 
 夢物語といえば、各地のバイオマス施設というのもあります。地球温暖化防止循環型社会の

構築という素晴らしい話で、農水省などが６兆５，５００億円も使って、全国各地で進めてき

た。このたびの総務省行政評価局の評価では地球温暖化防止、循環型社会に関して所期に期待

された効果の達成は皆無だというふうに発表されております。多機能アリーナにしても、バイ

オマスセンターにしても、夢物語の積み重ねでは、大変なことになってしまいます。夢物語で、

お金が使われたんではたまりません。厳しい財政下、夢物語ではなくて、地に足のついた検討

と説明が必要ではないでしょうか。このことを強調しまして、次の質問に移ります。民意につ

いてです。 
 署名数で一番は、市長が先頭になって集めた暴力団組事務所進出反対署名２万５，５０３名、

次が市民だけで集めた多機能アリーナ見直しを集める署名２万１，６５２名分です。いずれも

市民大多数の意思があってこそ集めることができた署名数だと、私は理解しております。市長

の理解はどうかを伺います。 
〇議長（小林始君） 

 荻野市長。 
〇市長（荻野正直君） 

 いずれの署名につきましても、それぞれの団体によって、非常に努力をしていただいて、集

めていただいた署名だというふうに真摯に受け止めております。 
〇議長（小林始君） 

 渡辺正秀君。 
〇７番議員（渡辺正秀君） 

 特に市の事業というのは、市民の負託を受け、市民の税金を使って行うものだけに、そのよ
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うな対応ではなくて、しっかりと市民の意見を伺って進めていただきたいと。そして、そうい

う点では住民投票を行い、市民世論をしっかり把握することが必要ではないかと思います。 
 次の質問に移ります。二元代表制に対する考え方についてであります。 
 二元代表制は、みんなが表向きは認める共通原則です。しかし、現実には議員を与党・野党

に二分する考え方が根強く残っております。片山総務大臣ほか、多くの有識者が八百長という

激しい言葉まで使って指摘しております。各地の自治体において、与党議員は協議なんでも賛

成、長の側も与党議員を増やすために便宜を図る。さらに職員が議員の質問原稿や討論原稿を

作成する。それを勤務時間中にする。こんなことが各地で見られるということであります。こ

うしたことは、笛吹市ではあってはならないことだと思います。そこで伺います。 
 議員を与党・野党に二分する考えは、地方自治制度の原則上、正しくないと思いますが、い

かがでしょうか。 
 ２つ目に職員が議会質問原稿、討論原稿を作成することは、二元代表制を蹂躙するものであ

り、また勤務時間中のそうした行為は職務規律違反であり、笛吹市においては、これを厳しく

禁止すべきだと思いますが、いかがでしょうか。市長に伺います。 
〇議長（小林始君） 

 荻野市長。 
〇市長（荻野正直君） 

 お答えをいたします。 
 二元代表制で与党・野党という言葉でありますけども、どういうところで、どういうふうに

分けているのかあれですけども、いわゆる、ことによっては賛成をしてくれる方と、ことによっ

ては反対をする方というようなことで、いわゆるお分けになっているんではないかなと思いま

すけども、やっぱり、今の笛吹市議会、私の見た目からでは、いわゆる賛成のものは賛成、反

対のものは反対という形で、皆さまそれぞれご判断をなさっていると、こういうふうに、私は

理解いたしております。この問題については反対だというグループもありますし、この問題に

ついては賛成していこうと。やっぱり、その問題によって変更しているんではないかなと、こ

ういうふうに思っております。もし、そんなに色分けがついているとすれば、私は大変なこと

だなと思います。市民の代表でありますから。 
 それから職員が、この代表質問、あるいは一般質問で原稿を書いているというようなお話で

すけども、私はそのような話を聞いた覚えはありません。 
〇議長（小林始君） 

 渡辺正秀君。 
〇７番議員（渡辺正秀君） 

 笛吹市で、そういうことがあるということを、私は言っているのではございません。各地で、

そういうことがあると指摘されているんですが、こういうことは笛吹市ではあってはならない

し、そういうことはないように指導せよということでございました。 
 政治に対する不信が顕著な昨今、住民不在の地方政治は反民主的カリスマリーダーを求める

危険な熱狂の温床となります。住民が主人公の市政実現のために、また恐ろしい熱狂時代を生

み出さないためにも、市民の声が届く市政改革と議会改革が必要だと思います。市長のご意見

を伺いたいと思います。 
 私たち日本共産党議員団は、これまでも市政のチェックに努め、また提案も積極的に行って



 ９０ 

きました。私たち日本共産党議員団は、執行部と議会が二元代表制の原則に基づく、よりよい

笛吹づくりのよきパートナーとなるように努力してきたつもりでございます。改めて、住民の

声の届く市政と議会を実現していく決意を述べまして、日本共産党を代表しての質問を終わり

たいと思います。それでは、今の質問にお答えを願います。 
〇議長（小林始君） 

 荻野市長。 
〇市長（荻野正直君） 

 渡辺議員のおっしゃるとおり、やっぱり、この二元代表制というのを私はしっかりと守らな

ければいけないと思っております。それには、いわゆる議員の皆さん方、お一人ひとりがその

ことをしっかりと認識していただいて、そして市民の声をしっかりと議会に反映をしていただ

くことを切望するものであります。そして、なおかつ、私どもとしましては、行政を推進して

いく上で、行政にいろんな意味でご協力いただく、各種団体等々ございます。そういった、あ

るいは区長会でありますとか、いろんな団体がございます。こういったところのご意見もしっ

かり伺いながら、行政を進めていく予定であります。 
 以上です。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 どうもありがとうございました。 
 これで、私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、日本共産党の代表質問を終わります。 
 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、質問を行います。 
 今の日本の国政は、霧の中に入った先が見えない状況であり、新政権になったが政治経済で

どう政策を展開していくのか、先が見えません。また、平成２３年度予算が国会で審議されて

おりますが、国民のためと掛け声だけで、自分たち議員の立場、議論の茶番劇を行っているよ

うにしか見えないのは、私だけでしょうか。 
 また先般、ニュージーランド、クライストチャーチでは大きな地震に見舞われ、尊い生命・

財産が一瞬のうちに失われ、日本人留学生もおおぜいの尊い命を失いました。改めて心より、

ご冥福を申し上げるところでございます。 
 本題に入ります。 
 境川ごみ焼却場建設延長による影響と今後の対応を伺います。 
 希少動物、渡り鳥ミゾゴイの調査で建設が２年間延長となりましたが、希少動物の保護に関

心が高まっている昨今、調査２年後にはたしかに焼却場建設が計画どおりできるのか。保護地

区として網をかけられ、中止の心配はないのか。また２年間の延長により、次期建設地の寺尾

地区、また地元建設予定地であった御坂町八千蔵、八代町高家地区住民への経過説明はいかに

行ってきたか。また、どのように理解を求めたか伺います。 
 また、境川焼却場４市共同中間処理施設は、合併特例債を考慮に入れた建設だけに、特例債

の活用が厳しい中での焼却場建設費は、また八千蔵・高家地区の開発財源措置はどのように考
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えているのか、伺います。 
 次に、市内選挙投票所の完全バリアフリー化について伺います。 
 今年に入り山梨県知事選挙が行われ、４月には山梨県議会議員選挙が行われます。また、国

会の動きを見ても、波乱含みで衆議院解散が予断を許さない様相となってきております。笛吹

市は選挙の開票時間の短縮と正確さに力を入れ、全国的にトップレベルで、市の選挙管理委員

をはじめ、関係者の努力を高く評価するものであります。 
 質問に入ります。 
 高齢化社会を迎える中で、投票率を上げていくため、投票所や投票方法も何度か改善されて

きていますが、最近、車イスや電動車イス、また杖をついての老人が増えています。投票所へ

の入口に石段や段差があり、危険であるとの指摘もあり、安全に投票所に入れる完全バリアフ

リー化を進めるべきと思うが、改善をしていく考えはあるか伺います。また、現在の投票所の

完全バリアフリー化率はどのくらいか伺います。 
 次に林業再生と県産木材の利用促進について、伺います。 
 地球温暖化が深刻な世界的社会問題化されている中で、森林の役割に対する要請が高まるな

ど、環境資源としての森林に対し、強い期待が寄せられております。山林を守り、育てる地域

の現状は過疎化、高齢化が進み、厳しい状況であります。林業従事者がいなくなると、山林は

滅び、水は枯渇してしまいます。山で働くことができる若い林業従事者育成に力を入れていた

だきたいが、市の対策を伺います。 
 また林業再生で、政府は低層公共施設を木造建築に建て替えていく公共建築物木材利用促進

法を昨年５月に施行し、補助率５０%で自治体に公共施設の木造化を進めておりますが、市は

この制度をいかに活用していくか、伺います。 
 以上、ご答弁をお願いいたします。 

〇議長（小林始君） 
 当局の答弁を求めます。 
 市長、荻野正直君。 

〇市長（荻野正直君） 
 新和会、堀内文藏議員の代表質問にお答えいたします。 
 はじめに、境川ごみ焼却場建設延長による影響と対応のうち、建設中止の心配はないかとの

ご質問についてございます。 
 ４市で構成する一部事務組合では、これまで山梨県環境影響評価条例に基づき、平成１９年

７月から環境影響評価準備書の作成作業を進めてまいりました。その中の猛禽類調査により、

オオタカの営巣とその後、絶滅危惧種のミゾゴイの生育も確認され、詳細調査を行ったところ

であります。その調査により、建設予定地に餌場が確認されておりますが、周辺の沢にも同様

な餌場環境があることから、建設予定地を縮小するなどの整備事業に及ぼす影響は少ないと判

断したところであります。 
 今後は、専門家の意見を集約した保護対策について、環境保全措置の計画立案を行い、本年

７月に予定されております公告・縦覧に向け、環境影響評価の準備書の作成を行っているとこ

ろであります。さらにオオタカ、ミゾゴイは貴重種であることから、将来的に保護をしなけれ

ばならないため、今後も継続してモニタリング調査を行うこととしております。 
 また、その他の取り組みにつきましては、都市計画決定のための素案説明会の開催やごみ処
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理施設の整備および運営事業について、民間活力を活用して行うための民間事業者を選ぶ選定

委員会の設置など、着実な事業の推進が進められている状況でもあります。 
 平成２３年度以降のスケジュールとしましては、取り付け道路の測量および設計、用地買収、

埋蔵文化財発掘調査など期間短縮を図り、建設工事に計画どおり着手できるよう平成２９年度

供用開始に向け、万全を期して進めている状況であります。 
 本市といたしましては、一部事務組合とともに、事業が円滑に前進するよう積極的に取り組

んでまいります。 
 次に、境川ごみ焼却場建設延長に伴うスケジュール変更の説明会につきましては、一部事務

組合と市により詳細な遅延理由や工程の短縮などの対応策および、今後のスケジュールの内容

について、地元対策委員会や議会および現有ごみ処理施設に隣接する地元区長等の関係者に対

して説明を行い、ご理解をいただいたところであります。 
 今後も事業の進捗状況や計画変更、見直し等の場合については、地元住民の理解が最優先で

あることから、地元対策委員会等には一部事務組合とともに十分な説明を行ってまいりたいと

思います。 
 また、八千蔵・高家地区の皆さんへの説明につきましてでありますが、旧候補地であった約

５．５ヘクタールの土地につきましては、その活用事業を、境川の中間処理施設建設事業と並

行して進めるとのお約束の中、活用方法の検討を進めております。 
 甲府市、山梨市、甲州市を含める関係４市では、４市が協力して用地買収に当たることが確

認されており、４市共通の施設として広域的に土地を活用することを確認しているところであ

ります。 
 地域への説明につきましては、地元の組織である八千蔵・高家開発検討委員会の会長さんに

もご相談いたしましたが、４市での検討により活用方法の協議が進展した段階で開催してまい

ります。 
 次に４市共同中間処理施設および八千蔵・高家地区の開発の財源処置について、お答えいた

します。 
 境川ごみ焼却場建設における本市の負担額につきましては、合併特例債の活用を予定してお

りましたが、スケジュール変更により事業完了年度が平成２８年度となることから、合併特例

債の活用期限である平成２６年度を超えてしまうことになります。２年分の合併特例債が発行

不可能となります。したがいまして、一部事務組合が起債する一般廃棄物処理事業債により、

補填することになります。このため、合併特例債の発行不可能分の財源にかかる地方交付税措

置は、２０％程度が減額となる見込みであります。 
 現在、一部事務組合では、構成４市のごみの排出量の減量と資源化への推進を図り、焼却施

設規模は、当初計画では日量４２０トンでありましたが、日量３６９トンと５０トン余りの縮

小などの見直しを行い、建設事業費の軽減を図っておるところであります。 
 また、可燃ごみの焼却施設は、焼却に伴い生じるエネルギーの有効利用を行うため、高効率

発電施設の整備を目指しており、国の補助率も２分の１となることから、有利な財源確保に向

けた施設整備を考えているところでもあります。 
 八千蔵・高家の土地活用の財源についてでありますが、現在、活用方法を４市で検討中であ

ります。活用方法により、事業費につきましても大きな変化がございますので、活用方法が決

定した段階で、最も有利な財源措置を行ってまいります。両事業とも、関係団体と協議・検討
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を重ね、できる限り自主財源への影響を少なくしてまいりたいと考えております。 
 続きまして、投票所のバリアフリー化についてであります。 
 市内には現在２９の選挙区があり、投票所は学校施設・社会教育施設・集落集会施設等をあ

てさせていただいています。多くの施設は、仮設スロープなどによりバリアフリー化されてお

りますが、靴を脱いで、あがって投票しなければならない施設など、バリアフリー化されてい

ない施設が７カ所ほどあります。その多くが地域の集会施設でございます。こういった施設の

場合は、申し出ていただき、投票事務職員が介助しながら投票を行っているのが現状でありま

す。投票される方にとって、できるだけ不便をかけないような投票所が望まれるわけですが、

建物の位置や立地条件等を勘案し、現在のような姿となっているわけであります。 
 ご指摘のとおり、高齢化社会を迎え、職員対応だけでは難しい状況が起きないとも限りませ

ん。地域等のご理解をいただく中で、さらにバリアフリー化など投票環境の改善を進めてまい

ります。 
 続きまして、林業再生と県産木材の利用促進について、お答えいたします。 
 笛吹市の総面積のうち、森林の占める割合は約５９％となっております。本市の森林は、地

域住民の生活に密着した里山や林業生産活動が積極的に実施される人工林帯、さらに広葉樹が

林立する天然生の樹林帯まで多彩な構成となっております。これら森林は水源の涵養、地球温

暖化の防止などの環境面、山地災害の防止の防災面など、多面的な公益的機能を有しておりま

す。しかし、木材価格の低迷や労働環境の厳しさから林業労働者の高齢化が進み、林業後継者

が不足してきております。 
 市といたしましては、本市の林業の担い手とある森林組合に対し若年林業技術者の育成、ま

た雇用条件の改善により林業従事者が定着することを目的に森林組合職員設置費補助金、また

林業通年就労奨励補助金を設け、支援しているところでございます。 
 次に、公共建築物木材利用促進法につきましては、国産木材価格の低迷などから、森林の荒

廃が進む中、木材の利用の確保を通じた林業の持続的、かつ健全な発展を図ることを目的に平

成２２年５月２６日に公布されました。 
 市としましても、この促進法の趣旨に鑑み、低層の公共建築物については積極的にこの制度

を取り入れてまいりたいと考えております。 
 なお、御坂町下野原地区におきましては、国産木材利用補助制度として、従前からありまし

た森林整備加速化・林業再生基金制度を活用し、公民館建設を現在、計画しているところでご

ざいます。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 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。 
 これからは、一問一答方式でお願いします。再質問に入ります。 
 ２月１５日、４市は甲府環境センターと２年延長で、再度、延長はないと覚え書に調印され

ました。もう一度、確認をしておきますけども、環境アセスメントの結果、ミズゴイの繁殖地

と確認された場合、保護団体や関係機関の中で建設地に異議申し立てはないということでいい

でしょうか。保護団体とか、そういうところからは。もし、生息地と確認された場合。 
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〇議長（小林始君） 
 加藤市民環境部長。 

〇市民環境部長（加藤寿一君） 
 堀内議員の再質問にお答えいたします。 
 絶滅危惧種のミズゴイの発見によって、これは保護団体等からの異議の申し立てというお話

でございますけども、先ほどの答弁でも申し上げましたように、今回のミズゴイの生息地につ

いては、その建設予定地周辺が餌場であるということであります。そのために今回の調査区域

の周囲１０キロ四方を調査いたしました。この１０キロ四方の範囲に、餌場がどのくらいある

かという、その基礎的な資料を調査したところでございます。 
 この結果に基づきまして、準備書を作成して、県知事の意見を求めるわけでありますけども、

その際には専門家の評価審議会の意見を求めます。その意見の中で、どのような方法で保全を

していくかという意見でございます。また、質問にありますように、保護地域としての指定と

いうことは考えられませんので、その餌場をいかにして、その周辺で求めていくかという、そ

ういう方法での指導ということになるかと思いますので、その計画自体がこのミズゴイのため

に遅れるということは考えられないと思っております。 
 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） 
 先般の覚え書には中間処理施設の進捗状況を年３回、対策委員に報告するとありますが、同

様の内容を議会にも報告願いたいんですけども、いかがでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 加藤市民環境部長。 
〇市民環境部長（加藤寿一君） 

 再々質問にお答えをいたします。 
 そういうことでございますので、また逐一、議会のほうにも報告させていただきたいと思い

ます。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 堀内文藏君。 

〇１０番議員（堀内文藏君） 
 県の進める北杜市明野町の最終処分場も３５億円からの赤字も見込まれ、漏水検知システム

の異常により搬入できない状態であります。ほかにも問題点が多く、境川町の最終処分場の整

備計画に赤信号がともり、見直しに向けた動きが懸念されますが、もとをただすと境川町焼却

場中間処理施設は県の働きかけがあり、最終処分場との兼ね合いで建設地が変更し、決まった

経過もあると聞きますが、県の動きにより最終処分場が計画より縮小、または凍結された場合、

中間処理施設の建設が心配になるが、市長の考えを伺います。 
〇議長（小林始君） 

 荻野市長。 
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〇市長（荻野正直君） 
 今、議員ご指摘のとおり、この境川の処分場につきましては、私どもでは当初は八千蔵・高

家地区に位置決定をさせていただいた。そういう中で、県の働きかけによって、一体化した施

設にしたほうがいいと、こういうご指導をいただく中で、最終決定、いわゆる結論を出させて

いただいたわけです。県とも再三、お話をさせていただいて、今、ご心配のようなことはない

というふうに、県からはお言葉をいただいております。 
 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） 
 今回の延長で、６年間の貴重な時間が無駄になりました。また、次期焼却場の先行きがまっ

たく不透明となり、今まで以上に大変な不安を抱え込み、市民に対して、大きな不信感を強く

し、特に八千蔵・高家の住民の皆さんや地権者には自分たちの心が踏みにじられたように、怒

りを表しております。 
 当時合併前、甲府市と東八代郡の町村は必死の思いで次期焼却場建設地の選定に奔走しまし

た。結局、甲府市以外の町村で１カ所ずつ候補地を出し、協議を重ね、八千蔵・高家地区の同

意をいただきました。なんの条件も付けずに同意していただいた同地区の皆さんや地権者の皆

さんには、各町村の首長、議会は大変感謝し、すでに焼却場が完成したかのような喜びであり

ました。しかし、合併後１年足らずで、なんの説明もなく次期焼却場は、いとも簡単に境川町

上寺尾に移り、再度の後退であります。このような結果になったのは、なんの事前調査もせず、

県の最終処分場計画に相乗り、誘導の政治的大きなミスとしか言いようがありません。市長、

このへんはいかがですか。 
〇議長（小林始君） 

 荻野市長。 
〇市長（荻野正直君） 

 県の最終処分場の件にわたりますと、大変、私もお答えするのが難しい面もあるわけであり

ますけども、当時の決定の中で、私どもは山梨県のＡＢＣブロックというふうな対応の中で、

どうしても、この峡東地区、あるいは甲府も含めて地区として、最終処分場が１カ所は必要で

あると、こういう県の考え方でありました。それに沿った形で、この計画を進めさせていただ

いたわけであります。現在の明野について、私がここでいろいろ話をする立場ではありません

から差し控えさせていただきますけども、今回、造ろうとしている処分場については、県とタ

イアップすることによって、いろんな相乗効果が出てくると、こういう判断のもとに、なおか

つ甲州、山梨市も焼却場を造る場所について、大変、苦慮しておりましたから、そのへんも含

めた形で、それでは協働してやりましょうと、こういう結論に達したわけでございます。 
〇議長（小林始君） 

 堀内文藏君。 
〇１０番議員（堀内文藏君） 

 せっかく、八千蔵の人たちが貴重な財産を提供していただいて、当時は非常に公害等、嫌わ

れた施設だけに、そういうところを事前に提供してくれたという、この気持ち。これは大変な

ものでありますし、こういうことが１つの結果になり、こうして６年間も事業が遅れてしまっ
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たという、一番の原因であること、これだけは腹へおいていただきたいと思います。 
 次に移ります。 
 市長ははじめから八千蔵・高家の土地については、真に政治生命を賭けて、責任を持って地

元の負託に応えると言って６年経ちました。このままですと、残り２年の任期で何もできませ

ん。まさに政治生命を賭け、焼却場とは八千蔵地区・高家地区は切り離し、早急に甲府市と笛

吹市で原点に戻り、合併特例債が活用できる今、しっかりと財源措置をとり、一日も早い事業

進行をお願いしたいんですが、市長の考えを伺います。 
〇議長（小林始君） 

 荻野市長。 
〇市長（荻野正直君） 

 この件につきましては、この３月、組合議会がございますから、その議会の前にそれぞれの

首長さんと、今、承った意見につきまして意見交換をしていきたいと、こういうふうに思いま

す。 
〇議長（小林始君） 

 堀内文藏君。 
〇１０番議員（堀内文藏君） 

 この笛吹市議会では、常に議会があるたびに代表質問、一般質問でこの問題を取り上げてき

ております。ただ、よその市を見てみますと、聞いてみますと、首長は知っているけど、おお

むね、一般議員はほとんど分からない。また、こういう問題を代表質問にも、一般質問にも出

たことがないというのが現状であります。ぜひ、市長、そのへんを踏まえた中で、しっかりと

していただきたいと思います。何か計画的なものがありましたら、お聞きしたいですが、いか

がでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 荻野市長。 
〇市長（荻野正直君） 

 市としましては、先にもご説明を申し上げましたように、この場所を笛吹市の、いわゆるバ

イオマスセンターと、笛吹市ではなくて、４市のバイオマスセンターという形で、ご提案も、

いわゆる活用すべきご提案もさせていただきましたけども、実は合意に至らなかったという過

程がございます。しかし、毎回、申し上げておりますように、政治的、道義的責任については、

しっかり果たしてまいりますと。このことについては、いささか変わるものではありませんと、

ご理解をいただきたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 堀内文藏君。 
〇１０番議員（堀内文藏君） 

 ぜひ、早急にこの対策にあたっていただきたいと、そんなふうに思います。市長のほうも、

あまり中身がないようですので、１つ提案をします。 
 提案 八代・高家地区、５．５ヘクタール活用案。 
 名称は、４市交流。市民農園、バラと公園と日帰り、クラインガルテン方式の区画割市民農

園の開設。特に若い年齢層や退職者層を中心とし、バイオマス肥料を使い、葉菜類、花等の有

機栽培、無農薬栽培の栽培を行う。 
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 施設について、ほしいものは道の駅、または小さな売店併用。出た生産物については、多い

ものは自家製農産物の販売。この地域を見ますと、環境が非常によい八千蔵の堤があります。

小山城の桜公園、天川と龍蛇川、ここはホタルの名所になります。また、それに入っていただ

いた方は、市営温泉の活用。 
 こうしたものをひとつ土台として、土地は４市で買い、それを分割・区割して、市民の皆さ

んに使っていただくと。あくまでもクラインガルテンですから、有料制ということです。これ

には政府の補助金等もあります。クラインガルテンには、日帰り制と長期滞在型がありますけ

ども、日帰り型というのがこの近辺では一番いいと思いますから、ぜひこのへんを参考に研究

してみていただきたいと思います。そのへんのお答えをお願いします。 
〇議長（小林始君） 

 荻野市長。 
〇市長（荻野正直君） 

 ただいま、貴重なご提案をいただきました。参考にさせていただきながら、どういう施設が

一番ベターであるかということについても、できるだけ早い時期に検討に入りたいと考えてお

ります。 
 以上でございます。 

〇議長（小林始君） 
 堀内文藏君。 

〇１０番議員（堀内文藏君） 
 次に、選挙関係になります。投票所の関係になります。 
 合併当初４３カ所あった投票所も４０カ所になり、さらに２９カ所と大幅に投票所が削減さ

れました。投票所の大幅削減による投票率の低下が心配されますが、この点、いかがですか。

また投票率を上げるためにどのような対策をとっているのか、伺います。 
〇議長（小林始君） 

 芦澤総務課長。 
〇総務課長（芦澤栄君） 

 ただいまの堀内議員の選挙区の再編によって、投票率の推移、ならびに、それの対策という

ことでございますが、かつて４３投票区ありましたものが、現在２９投票区、特に間近にあり

ました選挙ですと知事選、１月の知事選ですが、この知事選、投票率が非常に悪く３４．０１％

という笛吹市の投票率でございました。たまたま、この再編前の、４年前の知事選、このとき

には４３の投票区で選挙が行われたわけですが、そのときの投票率が６３．０８％。つまり３０％

ほど、今回の知事選は投票率が落ちてしまったと。投票所の統合ということで、最大１４投票

区が整備をされたわけでございます。私ども、この個所についての推移もやはり、非常に心配

になりますので、注視をしてまいりました。特に投票区を統合するということですから、交通

弱者といわれる高齢者の方、また身障者の方々、車をご利用できない有権者の利便性が損なわ

れるんではないかということを危惧したわけでございます。 
 それで、ひとつ、その心配もあったわけなんですが、今回、ここへちょっと、手元へデータ

を持ってきておるんですけれど、たまたま、投票区が整理される、そのあと行われた選挙に、

２１年の８月に行われました衆議院選挙、いわゆる政権交代がされた選挙でございますが、そ

この市全体の投票率は７２．９４という高い数字でございまして、近い知事選、いわゆる改編
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される前の知事選より１０％ほど増えました。このデータを見ますと、やはり統合整理された、

いわゆる選挙区の投票率も、１０％ずつ、すべて上がっております。参議院選挙、これは２２年

の７月１１日に執行された選挙ですが、これがおおよそ４年前の知事選と同じような投票率で

統合された投票区についても同じ割合で、やはり投票率が確保されてございます。 
 それと、もう１つのデータなんですが、今回の知事選挙の中で、年代別の投票率というのが

データとして出ております。２０代の投票率は、おおよそ１８％。それと３０代の方々の投票

率というのが２６％。それと４０代については３４％。５０代につきましては３７％。それか

ら６０歳代になりますと、４０％に投票率が上がります。それと７０代になりますと、４８％

という高数値になってございます。８０歳以降につきましては、有権者数の数からいって３３．

６６％というパーセントが出ておりますが、平均が３４．０１、先ほど前述しました。それを

割りますと、要は高齢者、先ほど申し上げた交通弱者といわれる方々が投票率を上げているよ

うな現状がございます。一概に統合したことによって、影響がないよというようなデータでは

ないんですが、データとしては、そんなようなデータが出ております。 
 今後の方策としては、この投票率が低い若年層についてのいわゆる啓発を重点的に行ってい

かなければならないのかなということを課題として考えております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 堀内文藏君。 

〇１０番議員（堀内文藏君） 
 丁寧に説明をありがとうございました。 
 これから、若年層をいかに投票所へ引っ張り出すか、これはこれからのキーワードになると

思います。よろしくお願いいたします。 
 次に最近、投票所への入場券も郵送方式で各戸に配達されておりますが、配達ミスや住所不

適格で返送され、返ってくるようなことはないのか。また、あった場合、どのような処置をとっ

ているのか、伺います。 
〇議長（小林始君） 

 芦澤総務課長。 
〇総務課長（芦澤栄君） 

 ご指摘の入場券の配布でございますが、今回の知事選につきましては、世帯ごとに封書へ入

れて送付をしております。それで、私ども送達をしたもので、戻りというものがございます。

要は宛て先人に届きませんでしたという返送の部分。その件数が全部で１６１件ございました。

選管のほうへ返ってきたということでございます。理由の大きなものは、住民票を残したまま

転出をされるという方につきましては、住所がここにございます。当然、いわゆる選挙権も笛

吹市にございます。そのような方々のところについては、尋ね人不在ということで返ってくる

例が多うございます。そればかりの理由ではないとは思いますが、一番大きいのがそういう理

由が考えられます。 
 また、その扱いにつきましては、当然、期日前投票の期間、笛吹市では７カ所で行っていま

す。その選挙区に、返ってきた入場券を保管しておきまして、お出でになられたときには、そ

こでそれを使用していただく。また当日選挙につきましては、おのおのの選挙区、２９の選挙

にそれを配分しまして、そこでそれを使っていただくというような措置をしております。 
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 以上です。 
〇議長（小林始君） 

 堀内文藏君。 
〇１０番議員（堀内文藏君） 

 どうもありがとうございました。次の質問に移ります。 
 森林と水は切っても切れない間柄です。水源林が荒廃すると水は枯渇します。今、水源林を

守っているのは自治体と一般山林所有者と山林従事者でありますが、今、日本の水を狙う中国

系企業が森林の高値買い取りに動いているという話を耳にします。国の法整備がないのが実情

で、北杜市は独自条例で井戸の採掘を許可制にしておりますが、本市でも検討する考えがある

か、伺います。 
〇議長（小林始君） 

 加藤市民環境部長。 
〇市民環境部長（加藤寿一君） 

 現在、笛吹市において、地下水を採取する場合、１０立方メートル以上の場合については許

可制でございます。これにつきましては、地下水も資源として保護していこうということでご

ざいまして、地下水審議会の意見を聞いて決定しているところでございます。 
 今、おっしゃられました個人的な土地等の売買ということは、この審議会では審議はできま

せんが、あくまでも井戸を掘るという行為に対しては、現在、その審議会を聞きながら、保全

に努め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） 
 申し上げます。 
 本日の会議は議事の都合により、あらかじめ延長いたします。 
 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。 
 最後に、森林整備には林道整備や作業道整備が必要に欠かせないところでございます。市の

補助制度等、どのようになっているのか伺いたいと思いますが、よろしくお願いいたします。 
〇議長（小林始君） 

 豊角産業観光部長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 先ほどの答弁の中でもお答えいたしておりますが、まず昨年５月に法で制定されました公共

建築物の木造利用促進法等がございます。これについては、２３年、２４年度の２年間にわたっ

ての交付金の補助制度になりますので、御坂町の下野原の公民館建設につきましては、従前か

らありました森林整備加速化林業再生事業という交付制度を使っております。この制度につい

ても、やはり交付率が同じく２分の１ということです。 
 それから市で行っている補助制度についてですが、森林組合の設置費の補助金、または林業

通年就労奨励補助金、これらについて、補助制度をとっております。 
 以上、答弁といたします。 
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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） 
 言っている質問と返ってきた答えが違うんですけども、森林整備に通じている林道整備、作

業道整備への補助金制度はあるかどうか、ぜひお聞きします。 
 以上です。 

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） 
 林道整備等は当然ながら行っておりますが、林道整備等については市の単独事業で、私ども

の関係する部分については行っております。 
〇議長（小林始君） 

 堀内文藏君。 
〇１０番議員（堀内文藏君） 

 どうもいろいろ、長時間ありがとうございました。終わります。 
〇議長（小林始君） 

 以上で、新和会の代表質問を終わります。 
 続いて、市民派クラブの代表質問を行います。 
 北嶋恒男君。 

〇４番議員（北嶋恒男君） 
 いよいよ最後になりました。お疲れさまですけども、もうしばらくお願いいたします。 
 市民派クラブの北嶋恒男です。 
 今回は、現市政の４点のチェック内容と１点の政策提言をさせていただきます。 
 まず第１点は、多機能アリーナ建設問題についてであります。 
 先般のミーティングでもよく出てきましたが、住民投票のことですが、この施設を造ったあ

との責任はどこにあるかといえば、最後は市民一人ひとりが負担しなければならないことにな

るわけであります。当然、市民に判断を仰がなければなりません。もう、そのような時間はあ

りませんので、ぜひ、この時期に市長主導で住民投票条例を制定してください。 
 笛吹市に限ったことではありませんが、議会と民意とのずれが生じることは、よく聞かれる

ことですが、その結果が本来の真意でなかった場合は、将来に禍根を残すことになりかねませ

ん。本当に議会は住民代表として、民意を代表していたのかを問うためにも、すぐにでも市長

の判断が必要であります。 
 この判断を後押しするかのような、新聞報道が２月６日にありました。総務省では今通常国

会に提出する地方自治法改正案に、自治体の財政に影響を与える大型公共施設の建設などには、

住民投票ができる実施規定を盛り込み、法的拘束力をもたせることを公表されました。このよ

うに遅かれ、早かれ、実施しなければならない状況にあると思いますので、今度の市民ミーティ

ングでの詳しい説明会と意見交換会後には準備を進め、実施時期は今年の秋が適切だと思いま

すが、どのようにお考えか、お伺いいたします。 
 担当する職員や関係者にとっては、大変なプレッシャーがかかっていると思います。これか

ら４年間の全体行程を拝見しても、相当、無理が見受けられます。例えば建築工事の工期の取
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り方でも１年半という短さですが、これには付帯工事や外構工事、備品購入等も含んだ内容な

のか伺います。 
 また現実的な話ですが、用地に関してもいろいろ問題が出ております。代替地選定への対応、

単価の問題、農振解除の手続き等々、不測の時間を要すると思います。それが終わったところ

で、文化財調査など、まだまだ不透明というような状況の中で、これからも毎日、状況判断を

的確にしていかなければなりません。もし、これからのプロセスの中で、建設は無理だと判断

しなければならないときがあったとすれば、そのタイムリミットはどのへんに捉えているか、

お伺いいたします。 
 次に砂原橋に関係する建設工事の現場施工管理体制の強化について、お伺いいたします。 
 昨今の市役所は少数精鋭の中、通常業務でも１人の担当現場は多くなり、普段から現場チェッ

クの回数は少なくならざるを得ない状況にあると聞いております。そのような状況の中で、今

年秋口からは、砂原橋橋梁工事や道路工事等が予定されており、短期限定の中、適正な施工管

理体制で臨まなければなりません。現場施工管理業務の外部委託も含めて、職員体制への対処

はどうお考えか。また、工期内完成のためにはどのような創意工夫を考えているか、お伺いい

たします。 
 次に、バイオマスセンター大型施設構想に対する利活用への住民の合意は得られるのかにつ

いて、お伺いいたします。 
 この構想に対する、これまでの経過においても、汚泥も生ごみも剪定枝も、バイオマスの美

名のもとに、思いだけで事業を進めているような感じがいたします。実際には、これらの材料

の収集方法が果たして効率よくできて、安定した搬入路が確保できるのかということが最大の

課題と思っておりますが、まず、そのへんの見通しは立っているのか、伺います。 
 また、今までの住民へのアピールで、これに対する住民の期待度はどの程度あると判断して

いるか。また、このようなバイオマス施設での成功事例は全国にあるのか。そして、笛吹市で

も成功するとしたら、その必要条件はなんと考えているか、お伺いいたします。 
 次に、指定管理者導入施設への管理監督の強化についてでございます。 
 公園や体育施設等での管理状況への地域住民からの苦情が多々寄せられています。例えば植

木の手入れ、消毒不備と思われる害虫の発生、雑草や清掃管理、体育施設利用の不公平さ等々、

原因は管理監督である役所のチェック機能が不十分か、まかせっきりかが多いことも否めませ

ん。現在の管理状況を検証し、今後への改善案を示してください。 
 次に、高齢化社会に生涯学習施設の設置で、地域活性化のまちづくりを提案させていただき

ます。 
 長寿社会の到来によって、学習意欲の高い、社会的課題にも積極的に参加している高齢者が

急速に増加しております。そこで、これからも高齢者がより高度で多様な活動をするために、

各地域から１カ所に人が集まって来られるような、生涯学習施設の整備を望みたい。そこでは、

まちづくりを考えることもできます。 
 自治体財政が厳しい中、立地については高齢者の交通アクセスを考慮すると、石和温泉駅舎

周辺が最善かと思います。駐車場の確保もあるホテルをテナントとしてもよいし、運営は全国

事例から住民主導により、高齢者が運営しているところも多く出ております。前向きな検討を

していただきたくよう、提言いたします。 
 以上でございます。 
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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） 
 市民派クラブ、北嶋恒男議員の代表質問にお答えいたします。 
 はじめに、多機能アリーナは住民が納得の上で進めるべきとのご質問であります。 
 まず、住民投票条例の制定を求めるについてでありますけども、現在、市内７カ所での市民

ミーティングを行っておりますので、各地での市民ミーティングで、皆さまのご意見をお伺い

しながら判断してまいりたいと考えております。 
 次に、住民投票の実施時期についてのご質問をいただきましたが、先ほど来から申し上げて

おりますように、市民ミーティングで皆さまのご意見をお伺いしながら、判断してまいりたい

と考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 
 次に建築工事の工期には付帯工事等も含んでの設定か、また判断のタイムリミットはとのご

質問であります。 
 当然、工事の工期には、付帯工事・外構工事・備品購入等も含んでの工期と考えております。

また、判断についてでございますが、この事業は、合併特例債の活用期限内の完成を目指して

推進しておりますので、現段階におきまして、無理だと判断しなければならないタイムリミッ

トは、現在は考えておりません。 
 続きまして、建設工事の現場施工管理体制について、お答えいたします。 
 現場施工管理体制につきましては、現有体制の中で対応してまいりたいと考えております。

しかしながら、砂原橋架け替え事業の現場施工管理体制に関しては、外部委託を含めた検討を

いたしております。 
 次に、工期内完成のためにはどのような創意工夫を考えているのかでありますけども、砂原

橋架け替え事業につきましては、一渇水期に多数の下部工施工が可能となるよう、国土交通省

関東地方整備局 甲府河川国道事務所と協議を進める中で、工期内完成を目指して取り組んで

まいります。 
 続きまして、バイオマスセンターの住民の合意形成について、お答えいたします。 
 笛吹市の農業振興の大きな方向として、果樹剪定枝の野焼きなどをなくし、農薬や化学肥料

を減少させる地域と共生した農業、環境にやさしい農業を目指しているところでございます。 
 平成１９年に策定されたバイオマスタウン構想に基づき、拠点施設となるセンターの建設を

位置づけるとともに、市内３カ所のモデル地区や学校給食の生ごみなど微生物を使い、堆肥化

を進めてまいりました。これらの堆肥は非常に良質で、毎週月・木に配布し、おおぜいの方に

利用していただく中で、バイオマスの利活用に対して、理解を深めていただいてまいりました。 
 これら３年間の実証実験のデータなどをもとに、バイオマスセンター事業化計画およびバイ

オマスセンター建設事業基本計画を策定いたしました。これらの計画に基づき、市内のバイオ

マスの賦存量やセンターのランニングコストなど綿密に推計し、適正規模でのセンターの建設

を計画しておるところでございます。 
 しかし、バイオマスの収集には市民の皆さまのご理解とご協力が不可欠であります。選定枝

や生ごみの収集方法など、なお一層広くご意見を伺い、よりよい方途を検討してまいります。 
 続きまして、指定管理者導入施設の管理監督について、お答えいたします。 
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 指定管理者制度の導入によって民間団体独自のノウハウを活用し、新たな利用者サービスが

生まれることは制度の大きなメリットではありますが、清掃管理、雑草の除去、植木の手入れ

といった基本的な管理業務が維持されなければ、なんの意味もありません。導入の際には協定

書および仕様書により、具体的な管理方法や清掃回数などを仕様するとともに、施設の利用者

からの意向調査の実施などを義務づけています。 
 また、対象施設に定期的に立ち入り調査を行うとともに、指定管理者が協定書に定められた

業務を確実に遂行し、その要求水準を達成しているか否かを確認・評価し、必要な指導を行う

ため、年２回のモニタリングを実施しています。 
 しかし、ご指摘のように地域や利用者からの苦情が寄せられているとすれば、監督者として

の市のチェック機能が十分に行き届いていないことも、原因の１つではないかと考えられます。

公の施設は住民の福祉を増進する目的で設置されていますので、利用者の皆さまに公平に、か

つ快適に利用していただかねばなりません。 
 市では、これまで以上に頻繁に施設に立ち入るとともに、適切な指導と迅速な対応が行える

よう取り組んでまいります。また、利用者の生の声が指定管理団体に留まらず、風通しよく市

に届く環境づくり、そして迅速に施設の管理に反映されるシステムの構築を進めてまいりたい

と考えております。 
 なお、高齢化社会における生涯学習施設の設置での地域活性化につきましては、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） 
 市民派クラブの北嶋恒男議員の代表質問にお答えいたします。 
 高齢化社会における生涯学習施設の設置での地域活性化について。 
 現在、各市町村どこでも高齢化問題が深刻化しております。笛吹市においても年々高齢化率

が上がっており、これからはいつでも、どこでも、誰でも学べる環境づくりが重要施策の１つ

となってきております。 
 本市におきましても、地域の実情に応じて実施状況は異なりますが、高齢者同士の交流を深

め、孤立化を解消しつつ、生涯学習を続けていただき、健康づくり・生きがいづくりや社会参

加意欲を高めていただくことを目的に、高齢者学級等を開催いたしております。 
 この講座の２１年度実績は講座数４２講座、受講者７２５人にのぼり、生涯にわたって自主

的に学習するためのきっかけづくりの場として、展開しております。 
 開催場所は、交通弱者である高齢者でも参加しやすいように、近くにある各町の公民館やコ

ミュニティセンターで開催し、関心のあるテーマを見つけ、目的を持って自主的に学習してお

ります。 
 議員提案の生涯学習施設として駅周辺というご意見でありますが、高齢者の方々にとりまし

ては各地域の公民館、あるいはコミュニティセンターで行う学習講座が、地域に根ざした生涯

学習を目指すには、望ましいのでないかと考えております。 
 また、より高度で多様な活動をするために、各地域から１カ所に集まれる、今、計画してお

ります多機能アリーナ施設も、そういう意味では使えるのではないかというふうに思っており
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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） 
 これからは、一問一答でお願いいたします。 
 まずアリーナの用地の問題ですけども、先ほど部長が来年度に土地関係評価をされるという

お話ですけども、あそこの場合は今、市道の拡幅工事をやっております。それから畑総の工事

を県の工事でやっております。隣接しておりまして、非常に用地の単価の選定が難しいではな

いかなと思うんですけども、これはいつ発注されて、いつ評価が出るのか、お伺いいたします。 
〇議長（小林始君） 

 池田経営政策部長。 
〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 現時点での計画予定でございますけども、不動産関係につきましては、１１月、物件補償も

含めまして、調査をかける予定であります。ちなみに前倒しでできるということであれば、そ

れも含めて検討していきたいと考えております。 
〇議長（小林始君） 

 北嶋恒男君。 
〇４番議員（北嶋恒男君） 

 これは、もうやっているのかなと思ったんですけど、１１月というと、１年も終わってしま

う。まず、用地はこれが出て、はじめてスタートだと、私は経験上から思っております。そし

て高い安いということが議論に始まります。単価を今後は変えるわけにはいきません。公的単

価ですからね。そういったことで、それには時間がかかるんです。非常に不安でございます。

それは分かりました。 
 それから、あそこに２件のホテルがございますけども、その後の交渉の経過はいかがでしょ

うか。 
〇議長（小林始君） 

 池田経営政策部長。 
〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 ホテルさんの直接交渉につきまして、その後の状況でございますけども、進展はございませ

ん。１軒については、事前の地域説明会にもご参加をいただきまして、事業内容等々について

は、ご承知されておるというふうに認識しております。 
 あと１軒につきましては、ご案内の資料等々につきましては、お届けさせていただいており

ますけども、直接交渉には至っておりません。 
〇議長（小林始君） 

 北嶋恒男君。 
〇４番議員（北嶋恒男君） 

 まず、あれが私も前回、申しましたけども、一番のポイントになると申しましたけども、そ

ういう状況ということを聞きました。それから全体事業費が８億円から１０億円ということで、

これが１５億円も２０億円も、もしホテルの買収というようなことになれば、そういうことは
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あり得るんでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 池田経営政策部長。 
〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 ホテルの買収というようなお話でございますけども、現時点では考えておりません。 
〇議長（小林始君） 

 北嶋恒男君。 
〇４番議員（北嶋恒男君） 

 分かりました。 
 感想を申しますと、非常に今、ミーティングを各地で開催しております。そして、賛成する

方には非常に夢のようなお話をされておりますけども、そのショックが大きくならないように、

ぜひ、とにかく用地に没頭するくらい、日夜しないと、用地は解決しないと思います。そんな

ことで、お願いをしたいと思います。 
 次に、バイオマスの件でございます。 
 市の妥当性の計画では、施設の規模は先日、資料を見せていただきましたけども、年間、生

ごみが２，７００トン、果樹剪定枝が１，２００トン、汚泥が４６１トン、総計４，５００ト

ンが年間の処理量だと。それから日量に換算しますと１５トンということで、これが経営とし

て成り立つ事業ではないかと思うんですけど、もし、これだけの量が入られなければ事業が成

り立たないと思うんですけども、本当に大丈夫でしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 豊角産業観光部長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 今、北嶋議員もおっしゃった搬入量ですが、先の事業化計画にのっている数量だと思います。

今現在、基本計画が策定されております。ごみの５３％減量に合わせて、搬入量についても今

現在の計画ですと、日量１１．４トンの処理量が見込まれております。生ごみについては家庭

系、事業系、合わせて日量８．９トン、汚泥については３．５トンということで、搬入量を計

算しております。これについては、すべての生ごみのうちの４０％が搬入量ということで想定

しております。先の質問でもお答えしたように、この搬入量については、間接的ではございま

すが、既存の処理費用、これ等の軽減、それからこのセンターでの処理費用の徴収、合わせて

肥料・堆肥の販売、合わせた中で採算ベースはとれるものと考えております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 北嶋恒男君。 

〇４番議員（北嶋恒男君） 
 先ほど、市長のご答弁の中で、この収集方法が具体的になかったんですけども、私は一番、

これが大切だと思うんです。市民の中で、みんなで聞きましたけど、剪定枝を外は持ち出すと

いうことは、まずゼロだといっております。それから生ごみも、これは通年、あの量を、今、

焼却して、ビニールへ入れて収集場所へやりますけども、あれをもし、その生ごみを厳選して、

どこかモデル的にやっていますけども、そんなような方法が、本当に住民が協力というか、と

れるでしょうか、お伺いします。 
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〇議長（小林始君） 
 豊角産業観光部長。 

〇産業観光部長（豊角英人君） 
 バイオマスの収集については、まず市民の皆さまのご理解・ご協力が不可欠だと思っており

ます。 
 まず収集方法ですが、今現在、想定する中で家庭系生ごみについては、この３年間、モデル

地区で行っておりますが、生分解性の袋になりますが、プラスチック袋になりますが、これへ

入れております。ただ、１枚当たりのコストが高いことから、これについても今後の研究材料

にはなろうかと思います。具体的な収集方法については、今後の検討課題となります。 
 なお、車については２トンのパッカー車を予定しております。 
 事業系については、現在の回収方法をまず前提といたしますが、バケツ回収を想定しており

ます。これについても、今後の協議は必要かと考えております。 
 脱水の汚泥等の収集方法については、クリーンセンターとの協議の上、詳細については決め

ますが、センター建設が隣接地になりますので、ここについては直接搬入が可能かと思われま

す。一番、問題になりますのは果樹剪定枝になりますが、基本的には果樹農家の直接搬入持ち

込みを想定しておりますが、先ほど議員が申されましたように、畑の中から１回、まとめて、

それを持ち出すというのは、非常に手間がかかるということになります。 
 特に、この果物の果樹選定については冬場に集中することから、一つの方法論として、各地

区の、例えば共撰所等々の空きスペースが冬場、出ますので、ここ等に一括搬出、それを一括

収集ということも１つの視野に入れる中で、果樹農家と調整の上、利用条件等についても合わ

せて決定してまいりたいと思っております。 
 以上になります。 

〇議長（小林始君） 
 北嶋恒男君。 

〇４番議員（北嶋恒男君） 
 本当に夢のような話を、共撰所へあんなものをもって、昨日も老人クラブで皆さんに話をし

ましたら、あんなもの、人手がないんだから持っていくわけがないではないか。しかも４００ヘ

クタールからの１，２００トンを収集するということ、年間ですね。あれは細かくしなければ

ならないでしょうけど。現実に畑を見ていまして、大体、チップ化する機械も、破砕機ですね、

補助していますし、それから場合によっては、まとめて燃やしたりということで、ほとんど外

へ出ません。想像してみてください。砂原町まで、一宮の方が車で持っていきますか。この市

内がごみだらけになりますよ。それで、今年は２億６千万円の用地費を計上したということな

んですけど、これは大変、重要な問題です。本当に。 
 例えば、こういうことではないかと思うんです。総務省の効果ゼロの新聞報道がありました。

大雑把にいえば、各自治体の担当者もバイオマスの専門家なるコンサルタントの言うがままに

補助事業を進めた結果があるであろうと、こことは申しませんけども、全国的に、そういう結

果であると思います。東京のコンサルタントには、笛吹市のことは分からないんです。また、

分かるはずがありません。やっぱり、地元のことをよく知っている職員や市民の目で現実性や

妥当性を判断しなくてはならないんです。 
 本当に、もう少しこれは重要な問題ですから、そういう計画自体も、われわれも報告もなく
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て、用地を計上したということなんですけども、そして地元の交渉もしていますけども、本当

に大丈夫かなということを思います。そんなようなことを申しまして、いかがでしょうか。も

う一度、お願いします。 
〇議長（小林始君） 

 豊角産業観光部長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 笛吹市では、バイオマスセンター建設については、まず農薬、化学肥料の減少、こういった

ことも環境にやさしい農業を目指すという、バイオマスタウン構想を設けております。これに

基づいて、過去３年間にわたり、モデル地区を設ける中で、堆肥化づくり、またこれを使った

有機農法栽培の推奨等を行っております。こういったものから判断する中で、バイオマスタウ

ン構想に基づく堆肥化施設については、一定のご理解はいただいておるという、こういう判断

でおります。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 北嶋恒男君。 

〇４番議員（北嶋恒男君） 
 バイオマスにつきましては、一言申し上げます。 
 大きなお金をかけて造って多大な経費を必要とし、一方でＣＯ２

 最後に、指定管理者導入の管理監督の強化ということの中ですけど、現在はモニタリングを

年に２回されているというお話を聞きました。これは業務委託ということは、請け負いをした

ということですから、なんでもそうですけども、土木の同じだと思うんです。ですから、毎月

１回、そういった状況をまず着工前、着工後、草取りをしたときには、草取りをする前の写真

を撮っておく。そして、やったときには、整理したところの写真を撮ると。着工前、着工後で

すね。それは、やっぱりしておかないと、この指定管理者を受けた人も、本当に一生懸命やっ

ても、それだけの評価をされないということであれば、そのまま売ってしまいますよ。ですか

ら、やっぱりチェック機能をちゃんとしないと、高いお金を払っているわけですから、ぜひ、

そのへんもそういう管理基準をもう少しシビアにしてやっていかないと、これは大変です。こ

れから、みんな指定管理者の導入ですから、もう本当にそう思います。よろしくお願いします。 

削減効果もない、循環もう

まくいかないという悲惨な結果にならないよう、今後ともいろいろ、そういう面から再考する

必要があると思います。 

 以上でございます。提言でございます。 
〇議長（小林始君） 

 答弁はよろしいですね。 
 （「終わります。」の声） 
 以上で、市民派クラブの代表質問を終わります。 
 以上で、本日の議事はすべて終了いたしました。 
 お諮りいたします。 
 明日、３月１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） 
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 異議なしと認めます。 
 よって、明日３月１日は休会とすることに決定いたしました。 
 次の本会議は３月２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 ５時２６分 
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再開  午前 ９時５８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２４名であります。 
 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 
 本日、傍聴と撮影の申請があり、これを許可しましたので、報告いたします。 
 傍聴人に申し上げます。 
 傍聴人は議事について可否を表明し、または騒ぎ立てることは禁止されておりますので、静

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

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

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小林始君） 
   日程第１ 「一般質問」を行います。 

 今議会へは、９名から１５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分間とし、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１２番、龍澤敦君。 

〇１２番議員（龍澤敦君） 
 笛政クラブの龍澤でございます。 
 議長の許可をいただきましたので、質問をさせていただきます。 
 質問の前に宮崎県新燃岳噴火、またニュージーランドの大地震はまったく他人事ではないよ

うに思っております。被災されました皆さま方に、心よりお見舞いを申し上げます。 
 それでは、質問に入らせていただきます。 
 多機能アリーナ建設に対する市民理解度についてをお伺いいたします。 
 市では昨年１０月、多機能アリーナ建設案を設置し、現在、基本設計に向けて事業を推進さ

れていますが、併せて広報ふえふきにより事業説明や地域からの要望に応じた説明会等、実施

していることは承知しておりますけども、市民レベルでの理解度の問題が第一であることを当

初より、私は言い続けたわけですが、このほど２月２２日より各地で市民ミーティングを実施

され、また現在も実施中でありますが、市民の理解度というものは、その関心度により、さま

ざまであります。 
 市で積極的な情報発信をされていても、関心が薄ければ理解度が高まりません。反対運動さ

れている方々の署名活動に対しましては、国の財政状況の不安、また現下の経済不況の中で、

なぜ、今、箱物を建設するのかという観点から署名をしたという方もいるというふうに聞いて

おります。中には頼まれたから、署名をしたという方も数多くいるようでございます。いずれ

にしましても、市民の皆さまには市の財政を見据えた中で、必要か否か判断されることが最も
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肝要であると思います。このことを踏まえまして、多機能アリーナ建設に対する市民の理解度

の認識を高めるための、今後の方策についてをお伺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。 
 答弁を、荻野市長。 

〇市長（荻野正直君） 
 おはようございます。ご苦労さまでございます。 
 龍澤敦議員の一般質問、多機能アリーナ建設に対する市民の理解度について、お答えをいた

します。 
 昨年１０月以降、多機能アリーナ建設事業に関しましては、市民の皆さまに、この事業の経

緯をはじめ、事業の趣旨などをお伝えし、ご理解をいただけるよう、広報ふえふきや市のホー

ムページで、情報発信を行ってまいりました。また、各種団体や地域での説明会、さまざまな

会議の場など利用し、あらゆる機会を捉えまして、直接説明もさせていただいているところで

あります。このため、徐々にご理解をいただける方々が多くなってきていると感じております。 
 また現在、市内７カ所で市民ミーティングを開催しているところであります。今後もあらゆ

る機会を通じまして、皆さまのご理解を深めていただくために、誠心誠意努力をしてまいりま

す。また本年秋には、基本設計によります具体的なイメージができ上がりますので、そうした

段階で、再度、市民ミーティングの開催を検討し、市民の皆さまのさらなるご理解をいただけ

ますよう努めてまいります。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 龍澤敦君。 

〇１２番議員（龍澤敦君） 
 ありがとうございました。 
 現在、開催中であります市民ミーティングや広報ふえふきなど、多くの情報が市民に出るよ

うになりました。市民から出る施設内容などに対する意見は建設委員会で協議をし、設計に反

映するとのことですが、反映できるのは、どの程度の時期まででございましょうか。今、市長

は秋までと言いますけども、もう一度、その時期をお聞かせください。 
〇議長（小林始君） 

 池田経営政策部長。 
〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 多機能アリーナ建設に関します市民の意見の、寄せられる時期ということでございますけど

も、意見の内容にもよりますけども、施設の構造に関する部分につきましては、これからの基

本設計、基本計画の策定に向けてということになりますと、本年の５月ごろまでが限界だと考

えております。 
〇議長（小林始君） 

 龍澤敦君。 
〇１２番議員（龍澤敦君） 

 ありがとうございました。 
 次に広報ふえふきの３月号に市民のワークショップ委員を募集するとの記載がありましたが、
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ワークショップの詳しい内容と建設委員会との関係をお伺いしたいと思います。よろしくお願

いします。 
〇議長（小林始君） 

 池田経営政策部長。 
〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 ワークショップでございますけども、ワークショップというのは、利用者の立場で、使いや

すい施設、どのようにしていくのかというための組織を考えておりまして、具体的に市民の方々

が利用者の視点で、多機能アリーナをどのような内容の施設にするのかということをご検討い

ただくというものであります。 
 ワークショップでの検討内容につきましては、建設委員会にご報告し、そのあと建設委員会

で再度、協議をされるという流れになっております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 龍澤敦君。 

〇１２番議員（龍澤敦君） 
 ありがとうございました。いずれにしましても、市民の皆さんにご理解を十分いただいて、

建設等々を考えていっていただきたいと思います。 
 一昨日の代表質問の中で、現在ある施設の今後の取り扱いについての質問がございましたけ

れども、一番、市民の皆さんが心配しているのは、各地域の現在、使っているものが老朽化し

てきたと、そういうことになったときに、そこを潰してしまうと。そういうことを一番、市民

の皆さんは心配しているんではないかなと、こんなふうに思っていますけども、その点につい

て、いかがでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 荻野市長。 
〇市長（荻野正直君） 

 これにつきましては、私の考えとしましては、いわゆる地域のコミュニティというのは、私

は小学校区単位くらいが、１つのコミュニティの単位だというふうに、いわゆる、こういう活

動をする場合ですね、考えております。したがいまして、今の現状を見ましても、それぞれの

地域で、ある施設を十分に活用して、その地区ごとに活動していただいております。 
 したがって、こういったものを、いわゆる多機能アリーナを造るからといって、それによっ

て閉鎖するということについては、今、まったく考えていなくて、逆に多機能アリーナを中心

にして、ネットワーク化をもっと進めることによって、市民の活動の場がもっと広がる、そう

いうふうな方向にしていきたいなと思います。 
 ただし、その施設につきましては、かなり老朽化して、いわゆる利用度等々を踏まえた中で

考えていかなければならないものも今後、出てくるものと思われます。例えば、今、八代の総

合センターではありませんけども、ここでまた、リニューアルもさせていただくというふうな

例も見ていただきましても、やっぱり、その小学校区ごとに必要な施設についてはきちっと維

持管理をし、また必要であれば、それなりの対応をしなければならないと、こう思っておりま

すから、ご理解をいただきたいと思います。 
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〇議長（小林始君） 
 龍澤敦君。 

〇１２番議員（龍澤敦君） 
 ありがとうございました。 
 先ほど言いましたように、この問題は本当に市民の皆さんが心配しているところでございま

すので、ぜひ、これからもいろんな情報を発信していただいて、市民の皆さんが安全に、安心

に、例えば多機能アリーナ建設にも賛成してもらえるような方向で進んでいただければ、あり

がたい、こんなふうに思っております。 
 最後に市民の求める施設内容を十分検討する中で、できる限りのいろいろなものを取り入れ

ていただいて、建設の方向で進んでいただければありがたいと思っております。 
 以上で、私の質問は終わらせていただきます。ありがとうございました。 

〇議長（小林始君） 
 以上で、龍澤敦君の一般質問を終了いたします。 
 関連質問を許します。 
 （ な し ） 
 関連質問を終わります。 
 一般質問を続けます。 
 １番、網倉正治君。 

〇１番議員（網倉正治君） 
 笛政クラブの網倉です。議長の許可をいただきましたので、質問をいたします。 
 先にニュージーランドで発生いたしました大規模地震で、日本人留学生を含む多くの方々が

被災されました。心よりお見舞いを申し上げます。 
 質問に入ります。 
 市の防災力と危機管理の取り組みについて、お伺いをいたします。 

 緊急災害時が発生した場合によっては、深刻な事態が予想されております。予期せぬ災害、

宮崎県・鹿児島県境にある新燃岳が突然の噴火。北陸の大雪等の災害を教訓として、地域の防

災力の強化を図ることが重要と考えております。 

 東海地震、異常気象による大規模災害が予想される今、笛吹市は合併当時と比べ、行財政改

革等により、年々、市職員削減が進み、１０４人の職員減少をみている。 

 そこで、次のことを伺います。 

 緊急災害時にいち早く対応を求められる市防災行政において、少なくなった職員体制で、市

はどのように住民の安心・安全、財産を守っていくのか。合併後の防災力に備える予算の推移

と防災整備状況、職員減少での防災対応や危機管理体制について、お伺いをいたします。 

 さらに、市と住民との連携については、慣例的防災訓練は行われておりますが、なかなか住

民に防災への意識と具体的な活動内容が浸透していないと思われます。そのため、地域の役員

のみが活動している場合が多いと感じているところでございます。 

 そこで、現在、市の役割と捉えている総合的防災力と危機管理について、市の防災力を自己

判断すると、どのような評価になっているのか。また、各行政区の防災力を市として把握して

いる中で判断すると、どのくらいの評価と考えておられるのか。緊急時災害防災対応について

は、なんといっても必要なのは地域住民の共助活動のもと、避難誘導、被災者救出・救命や防
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災資機材の確保が重要になってきます。従来型の防災計画はもとより、特に人口増加地域にも

対応できる都市型の防災対策に向けた新たな取り組みを計画しておられるのか、お伺いをいた

します。 

〇議長（小林始君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、梶原総務部長。 

〇総務部長（梶原清君） 

 網倉正治議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに市の防災力と危機管理の取り組みのうち、合併後の防災に備える予算推移と防災整

備状況、職員減少での防災危機管理体制についてでありますが、合併以降、これまでに防災施

設整備事業として、防火水槽２２基の設置、防災無線の暫定統合、消防施設整備として詰所１０棟

の建設、消防団車両２４台の購入、林野火災用ジェットシューターの配備、防災弱者に対する

防災キット配備、また現在、行っている防災行政無線デジタル統合事業など、防災に備える予

算は、合併以降ほぼ同水準で計画的に執行してまいりました。 
 災害時の備蓄品整備につきましても、アルファ米５万１千食、毛布１万１，９００枚で、目

標数の備蓄をしており、災害時用のトイレにつきましても、計画的に備蓄を行っております。

また、地区の自主防災組織の強化を狙いとした補助金交付制度により、行政区での防災備蓄に

活用いただいております。 
 職員の防災体制でありますが、災害時の緊急対応の体制整備につきましては、発災後の市職

員の行動を示した職員初動マニュアルに基づき、災害対策本部、現場指揮本部での一人ひとり

の役割分掌を明確にするとともに、防災訓練の実施により、災害時に対応する組織体制の整備

に努めております。 
 次に市の防災力と各行政区の地域防災力の評価についてでありますが、災害の対応や備えに、

これでよしという到達点はないと考えております。これまでに、笛吹市の防災の根幹となる笛

吹市地域防災計画の策定、東海地震を想定しての市防災訓練の実施、市民へ意識啓発などの広

報活動、指定避難所となる学校施設の耐震化、消防防災施設の整備、災害時備蓄品の準備、災

害時の職員配備体制づくり、防災行政無線整備などに取り組んでまいりました。これらは、一

定の成果と考えておりますが、広範囲にわたり継続的に取り組む必要があり、あえて評価をと

いうことであれば、まだまだ道なかばであると考えております。 
 各行政区の評価についてですが、災害時に最も重要な共助にあたります。地域にあっては、

それぞれ防災に対する取り組みは濃淡がありますが、９月の防災訓練は全区で実施しているこ

と、独自の訓練内容を考えたり、防災マップを作成するなど、全体として防災意識の高さを感

じております。しかし、これら防災に対する意識は、これでよしという際限がないため、決し

て過信することなく、防災力を高めていただきたいと考えております。 
 次に、人口増加地域にも対応できる都市型防災力向上に向けた新たな取り組み計画について

でありますが、阪神淡路大震災での教訓として、倒壊家屋に閉じ込められた人のうち、約８割

が近隣住民により救出されたと報告されております。災害への対応として、最も重要な市民の

初期行動は、地域が担っていると考えております。例えば、隣保組での安否確認や被災者の救

出、避難所への集団移動等がスムーズに行えることなどが挙げられます。 
 また、にわかに人口が増加した地域は、隣り同士や地区内での人のつながりが疎遠になって
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いる状況は否めず、共助活動のしにくい地域となっております。そのための取り組みとして、

日ごろから、地域でのお祭りなどのイベントや行事をとおして、地域一人ひとりの結びつきを

強化していくことが第一であると考えます。しかしながら、防災の基本は、個々の人の危機管

理意識の高揚であることから、市においても自主防災組織への働きかけを行うとともに、地域

においても粘り強く、防災意識の啓発を実施していくことが必要であると考えております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 

 網倉正治君。 
〇１番議員（網倉正治君） 

 笛吹市で毎年、９月に行われている防災訓練に参加している市職員人数と一般市民の人数は

どのくらいなのか。合わせた参加者は、人口比で何％になるのか。また町ごとに人口の多い地

区での防災訓練、参加人数をお聞きします。 

〇議長（小林始君） 

 梶原総務部長。 

〇総務部長（梶原清君） 

 網倉議員の再質問にお答えをいたします。 

 防災訓練の市の職員の参加につきましては、おおむね５００名であります。市民の参加につ

きましては、２２年度の防災訓練につきましては、１万３，２００人ということで報告を受け

ております。市民全体の参加率につきましては、１８．４％という数字であります。 

 各地区ごとということでありますが、全体の参加人数につきましては、２０年、２１年、２２年

ということで、市全体での市民の参加につきましては、年々、増加傾向の人数で報告されてお

ります。具体的に２２年度、町別の参加者数でありますが、報告をいただいている数字を挙げ

ますと、石和地区が２，６００名、御坂地区が３，３００名、一宮地区が２，４００名、八代

地区が１，５００名、境川地区が１，５５０名、春日居地区が１，０５０名、芦川地区が２５０名

ということであります。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 

 網倉正治君。 
〇１番議員（網倉正治君） 

 今の答弁で、各町での防災意識は全体では市は高いと、先ほど答弁がありましたが、実際は

まだまだ防災意識が低いのではないか。特に人口が多い地域での防災訓練参加者が少ないと思

い、今後、防災意識と防災力を高めるためにさらなる努力が必要だと思いますが、市の考えは

どうですか。 

〇議長（小林始君） 

 梶原総務部長。 

〇総務部長（梶原清君） 

 先ほど言いました２２年度につきましては、市民の１８．４％ということで、なかなか生活

形態、勤務形態等で参加も少ないわけですが、これからも、先ほど答弁も言いましたとおり、

地域のつながりも大事ですし、行政側の自主防災組織、各地区への指導も大事ですので、でき

るだけ、また広報とか、ホームページを通じたりしながら、市民に危機管理体制についてのＰ
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Ｒ等を積極的にしていきたいと思います。 

〇議長（小林始君） 

 網倉正治君。 
〇１番議員（網倉正治君） 

 今年６月から、すべての住宅に設置が義務付けられる住宅火災警報器について、市内の住宅

火災警報器設置状況と今後、設置推進への取り組みについて、お伺いします。また、高齢者世

帯などを対象に、住宅火災警報器を給付する計画はありますか、伺います。 

〇議長（小林始君） 

 金井消防長。 

〇消防長（金井一貴君） 

 網倉議員の再質問ですが、平成２２年１２月に総務省消防庁が住宅火災警報器の設置統計調

査を発表いたしました。これは全国について６３．６％、山梨県の平均が４２．５％と。さら

に笛吹市につきましては、３６．６％という数字が出ております。県平均の設置率につきまし

ては、鳥取県が４０．６％に次ぐ全国ワースト２位という結果が出ております。本年６月まで

に完全義務化になるわけでございます。数カ月間あるわけですが、さらに設置率を上げていく

ためには、昨年７月に立ち上げました笛吹市住宅用火災警報器設置推進連絡会を中心に広報誌

やホームページを活用し、広報活動、さらには全国の火災予防運動等のイベントにおきまして

啓発活動、市民の説明会などを強力的に推し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） 

 中川保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（中川啓次君） 

 網倉議員の再質問のうち、高齢者世帯の火災警報器の取り組みにつきまして、お答えをさせ

ていただきます。 

 高齢者世帯に対する火災警報器の助成につきましては、高齢者の日常生活用具の給付事業と

いたしまして、一人暮らし、あるいは高齢者の世帯で非課税で、なおかつ援助が必要な方につ

きましては、１世帯、１カ所６，５００円を上限に２カ所までの補助をさせていただいており

ます。制度開始から本年１月末までに、これまでに６５台の設置がされている状況でございま

す。また、今後も高齢化が突出して進んでおりまして、なおかつ消防体制に十分といえない芦

川地域につきましては、新年度事業といたしまして、芦川地域の高齢者安心・安全事業といた

しまして、すべての高齢者世帯に火災警報器の設置を補助していく予定で、新年度予算にその

予算を計上させていただいているところでもございます。さらに高齢者に対しましては、今後

も介護予防教室などの高齢者が集まる機会を捉えまして、これまで以上にチラシの配布などで、

火災報知器の設置を呼びかけてまいりたいというふうに考えております。 

〇議長（小林始君） 

 網倉正治君。 
〇１番議員（網倉正治君） 

 昨年、若彦トンネル開通に伴い、新たな富士河口湖町との広域防災協力について、お伺いし

ます。 
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〇議長（小林始君） 

 金井消防長。 

〇消防長（金井一貴君） 

 本市と隣接する河口湖町の防災体制につきましては、県下１０消防本部による山梨県常備消

防相互応援協定が昭和６１年６月に締結しております。大規模な災害抑制を図ってきたところ

でありますが、従来の応援協定は受援消防本部の要請によりまして、はじめて応援消防本部が

出動できることになっております。 

 しかしながら、昨年５月の若彦トンネル開通に伴いまして、当消防本部から芦川地区まで３０分

を要すること。また富士五湖消防本部からは１０分程度で、芦川のほうに到着できると。要す

るに芦川地区の特殊性を重く捉えまして、平成２２年の５月１２日に、富士五湖消防本部等の

間に消防応援協定を締結しました。事故の発生や確定した時点で、ここの消防本部が出動する。

すなわち応援要請がなくても出動し、より短時間で初動体制が確立できるシステムを立ち上げ

ております。 

 このことによりまして、富士五湖消防本部、笛吹市消防団、３者が合同訓練を昨年３月と７月

に２回、合同訓練を実施しております。そういった確実な連携を確保しております。今後もそ

のような対応を図っていきたいと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 

 網倉正治君。 
〇１番議員（網倉正治君） 

 答弁、ありがとうございました。 

 防災意識と備えに徹底した取り組みをお願いいたしまして、次の質問に移ります。 

 次に観光行政の取り組みについて、質問をいたします。 

 桃・ぶどう日本一と温泉の郷 笛吹市の観光基盤の牽引を担ってきた石和温泉は、湧出から

５０年、高度経済成長とともに発展し、ピーク時の年間宿泊者数が平成３年には１７０万人を

記録。その後の景気低迷、宿泊者のニーズの多様化等により、観光客、宿泊者が減少しており

ます。笛吹市のみならず、他の市町村、また他の県においても観光振興には力を入れており、

笛吹市も今まで以上に、時代のニーズを先取りした観光客の誘客活動の強化が求められており

ます。 

 そこで、このたび観光競争力と活力をより一層、高める手立てとして、今後、５年先を見据

えて実施する笛吹市観光振興アクションプラン、暮らしたくなる旅の地、笛吹桃源郷を目指し

ての素案が検討されておりますが、その具体的な内容と年次に取り組む必要がある課題、毎年

度ごとの推進計画について、お伺いします。 

 また、せっかくよいプランを立てても、それを生かしてよい成果を出す工夫も必要でござい

ます。プラン推進を確実にするためのチェック機能については、どのように考えておるのか。

また年々、人々の趣味趣向、価値観の多様化が進んでおります。この時代に即応した観光振興

を推進するために新年度から新たに取り組む施策等があったら、お伺いをします。 

〇議長（小林始君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、豊角産業観光部長。 
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〇産業観光部長（豊角英人君） 
 網倉正治議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに観光行政の取り組みのうち、観光振興アクションプランの内容についてであります

が、この計画は観光振興の基本的方向を定め、計画達成の施策を具現化したものであります。 
 まず、笛吹市のイメージを温泉、果実、歴史を掛け合わせた笛吹桃源郷を目指すことを市民

全員で共有し、地域外へ発信していくことを基本的視点としており、観光資源の発掘、笛吹市

を楽しむプラン提案、広域観光ルート整備、ユニバーサルな情報提供、観光情報の取得と販売

促進、さらには観光教育の推進・異業種連携の７つの方針を定め、行政・観光関連団体、民間、

ＮＰＯ等が協働で推し進めていくための計画となっております。 
 次にすぐに取り組むべき課題、年度ごとの推進計画についてでありますが、観光に携わる皆

さまをはじめ、多くの市民の皆さまに、自分でできる事柄から実行に移していくことが必要で

あると考えております。 
 行政で担当する分野では、特産物などの活用促進や二次交通整備、ホームページの充実、トッ

プセールスの拡充等に趣をおき、来年度進めてまいります。また、年度ごとの推進計画であり

ますが、日々変わる観光ニーズを柔軟かつ的確に捉えながら、年度ごと集中的に取り組むべき

課題を決定し、関係機関にも目標を求めてまいりたいと考えております。 
 次にプラン推進のためのチェック機能についてでありますが、この計画で定めた施策事業が

効果的に反映しているか検証するための数値目標を、観光客の入り込み数、宿泊者数、ホーム

ページのアクセス数で定め、５年間の中間年と最終年で評価を行ってまいります。 
 次に、時代に即応した観光行政推進の新たな取り組み施策についてでありますが、今まで大

半を占めていた旅行形態は、団体客による決められた観光コースまわりや旅行会社のパック商

品により観光を楽しむ利用方法でありましたが、現在では食事、宿、観光場所など、独自に旅

スタイルを持ちながら、体験、健康増進等、さまざまなメニューを盛り込んだ着地型観光に人

気が出ております。 
 また、申し込み方法も旅行会社の窓口販売からインターネットへと移行してまいりました。

このため、本市におきましても、観光情報に特化したホームページを観光物産連盟により立ち

上げ、幅広く紹介できるサイトを完成させてまいります。 
 また、昨年まで実施しておりました周遊観光バスに、さらに工夫を加え、もてなし観光周遊

バスとして、四季折々魅力ある姿を見せる観光資源を、本市を訪れる皆さまにご案内してまい

りたいと考えております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 

 網倉正治君。 
〇１番議員（網倉正治君） 

 笛吹市では、ホームページをはじめ観光パンフレット、イベントなどを通じて観光宣伝の発

信をしておりますが、誰にも簡単にアクセスでき、笛吹市観光ＰＲの先端を進む、効果のある

リニューアルした観光ホームページを立ち上げる計画だが、魅力あるプランの内容について、

お伺いをいたします。 

〇議長（小林始君） 

 豊角産業観光部長。 
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〇産業観光部長（豊角英人君） 
 再質問にお答えいたします。まず、ホームページ関係になります。 

 今現在、市のホームページの中に、観光部門、当然ながら掲載がされておりますが、やはり

市でのホームページの中では、一定の制限がかかります。これを社団法人であります観光物産

連盟で作成することにより、観光情報に特化したサイトが開けるということになります。まず

食べること、それから泊まること、温泉、また特産物などのキーワードからほしい情報がすぐ

に手に入るということ。それから旬の情報を適切に盛り込んでいくという、こういうことで広

く、子どもから高齢者までがほしい情報が容易に、安易に手に入るサイトを確立していきたい

というものになります。 

 ホームページについては、以上になります。 

〇議長（小林始君） 

 網倉正治君。 
〇１番議員（網倉正治君） 

 観光振興への推進も計画されております、多機能アリーナ施設がもたらせる観光産業活性化

につながる相乗効果などについて、ちょっとお伺いします。 

〇議長（小林始君） 

 豊角産業観光部長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 当然ながら、多目的なアリーナということになります。実は昨年度、県内企業でありますが、

約３，８００名の社員を有する大企業でございますが、４５周年の記念式典ということで、わ

れわれ笛吹市のほうに式典を行いたいという打診があったわけですが、たまたま３，８００人

が使用できる施設がないということで、甲府のアイメッセを使った経緯がございます。ただ、

宿泊についてはすべて、石和温泉郷にお泊りいただいたということで、それなりの経済効果は

発揮できると思います。また、その石和温泉に泊まったことを契機に、昨年の暮れの年末にな

りますが、各社員のほうにもそれぞれ笛吹特産のワインを注文いただくなど、経済効果がある

と思っています。 

 そういったことから考えますと、１つの大きなステージを設けることにより、そういった機

会があれば、ぜひ石和温泉にお泊りいただきながら、そういったイベント等も開催できると、

こういった意味では、観光についても有利に働くものと思っております。 

 以上であります。 

〇議長（小林始君） 

 網倉正治君。 
〇１番議員（網倉正治君） 

 観光客に笛吹市のよさを楽しんでもらうために、温かくお迎えして、清潔で安心して使用で

きる公共トイレ整備が観光競争力を高める手立てと私は考えます。市の公共トイレの整備状況、

清掃状況、今後の整備計画はあるのか伺います。 

〇議長（小林始君） 

 豊角産業観光部長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 公共のトイレ全般になりますと、私ども観光の分野を超えている部分もございますが、まず
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観光面からいいますと、もてなしの心、来てもらったときに清潔な環境をまずイメージしても

らう、こういったことは非常に大切なことだと考えております。私ども観光の関係での予算計

上については、春日居に一部でございますが、トイレ、それから区で管理しております甲斐奈

神社、岡神社等々のトイレの清掃管理、それからすずらんの群生地のトイレについても、やは

り予算化がしております。そのほかの各公園等については、指定管理の中で、当然ながら清掃

管理、これについてもお願いがしてあるところです。それから今後、計画するものについても、

やはり私どもは観光の観点から、もてなしの心、これを最優先に考えれば、関係機関とは十分、

協議を重ねて、計画性のあるものについては進めてまいりたいと考えています。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 

 網倉正治君。 
〇１番議員（網倉正治君） 

 最後になりますが、観光客や人々の交流拠点として、大変、重要な役割を担っているＪＲ石

和温泉駅舎の改築で、エスカレーター設置を多くの市民をはじめ、一昨日の笛政クラブの代表

質問でも強い要請がございました。ぜひ桃・ぶどう日本一、石和温泉駅にエスカレーター設置

の実現を望みますが、市長にお伺いをいたします。 

〇議長（小林始君） 

 荻野市長。 
〇市長（荻野正直君） 

 石和温泉駅周辺整備事業につきましては、これは交通バリアフリー法等に基づきまして、現

在、されておりませんから、これに基づいた基本構想の中で進めさせていただいております。

さらに市ではユニバーサルデザインを含めた形で展開してまいりたいと、こんな形で今、基本

設計を行っているところでありますけども、今、議員ご指摘のエスカレーターでございますけ

ども、ＪＲ東日本によりますと、これにつきましては乗降客１万人以上でないと、ＪＲ東日本

は手をつけないと、こういうふうな基本的な方針が出されておりまして、これが竜王駅を造る

時点におきましては、そういうふうな方向が出ていなかったわけでありますけども、それ以後

のＪＲ東日本の会社自体の、いわゆる経営改善等々の流れの中で、そういうことが決まってい

るというふうに伺っております。 

 したがって、これにつきましては、そうは言いましても、市民の要望、あるいは石和温泉駅

につきましては、普通の駅と違いまして、やはり観光客というふうな、そういうお客さまが大

変、多いわけでありますから、これにつきましては、ＪＲ東日本に向けて、再三の働きかけを

これからしっかりしていきたいと、かように考えております。 

 以上であります。 

〇議長（小林始君） 

 網倉正治君。 
〇１番議員（網倉正治君） 

 ありがとうございました。 

 市長がただいま、回答していただきましたように、大変、業務、多忙な中ですが、再三の働

きかけをお願いいたしまして、ぜひエスカレーター設置を再度お願いいたしまして、質問を終

わります。ありがとうございました。 
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〇議長（小林始君） 

 以上で、網倉正治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） 

 それでは、網倉議員の質問に関連質問をさせていただきます。 

 防災力と危機管理の取り組みの面ですけども、現在でも在宅の高齢者の支援として、ヤクル

ト配送の方々に見守り、声かけをしていただいていますし、また要支援者等の把握ということ

で、各行政区、あるいは民生委員の皆さま方にもお力沿いをいただいている状況にあります。 

 また新年度については、緊急情報セットを給付していただく事業も予定されているというこ

とで、非常にそういう面で、これまでも防災、あるいはそういった地域の方々の、いわゆる生

活弱者といわれるような方への見守りも進められているところでありますが、一方で今年度の

取り組みとしましても、新しい公共というキーワードを出していただく中で、市民との協働に

よるまちづくり、地域づくりということに改めて力を入れていくという理解をしております。

そういう中で、新しい公共円卓会議というようなものが政府でもありまして、昨年の４月に、

そのオープンフォーラムというものが内閣府でありまして、私もそこに参加をさせていただい

て、日本全国各地のさまざまな事例を、発表を聞いてきたわけですけども、やはり地域のさま

ざまな生活関連の事業者の方々、例えば電気、ガス、水道等のメーターを確認されたりですと

か、日常の営業、管理業務なんかをされている方々にもそういった地域の高齢者、あるいは支

援の必要な方々を見守りする、声かけをするというような取り組みも、その中にありました。 

 今後はこういったことも、ぜひ市としても幅広く、また緩やかな見守りのネットワークとい

うような意味で進めていっていただきたいと思いますし、またそういったお考えがあるのか。

あるいは、またそういったことも市の業務をしていただく際の考慮項目へ入れるといったよう

なことも、また前向きな意味で効果があるのではないかなと思いますので、そういった生活関

連事業者の方も防災危機管理といった意味で、見守りを一緒になっていただくと。新しい公共

の取り組みも進めていっていただきたいと思います。この点について、ご見解を伺えればと思

います。 

〇議長（小林始君） 

 加藤市民環境部長。 
〇市民環境部長（加藤寿一君） 

 それでは関連質問、志村議員の新しい公共という視点から、お答えをさせていただきます。

現政権になりまして、新しい公共ということが強く打ち出されまして、それぞれの地域をみん

なで守っていこうという、こういう考え方だと周知しております。また、新しい公共の基本的

な考え方は、これまで行政がやっていた公共だけではなく、民間による公共という考え方があ

ると思います。そのためには市民、あるいは事業者等も一緒になって地域をつくっていこうと

いう、こういうことが基本的な考え方で動いているというふうに思っております。 

 今、議員さんがおっしゃられました円卓会議等々、いくつか検討されているというふうなこ

とも伺っておりますし、それから現在の予算の中でも新しい公共に向けての予算措置、基金措

置もするようにも伺っております。全国で７０数億円、山梨県でも１億３千万円ほどの基金を

積み立て、２年間で育てていくという計画もあるようであります。これらはそれぞれの事業者、
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あるいは企業等も含めた中で地域を守っていこうという、そのためのモデル事業で活用できる

とも聞いておりますので、これらの考え方を広く市民の方に知っていただくための機会を設け

ながら、行政だけではなく、それぞれ全員の企業、市民を含めてやっていくという考え方を新

しい公共という考え方を広めるということを努力していきたいというふうに考えます。 

 以上です。 

〇議長（小林始君） 

 龍澤敦君。 
〇１２番議員（龍澤敦君） 

 網倉議員の関連質問をさせていただきたいと思います。 

 先ほど、市長のほうからＪＲ東海のほうでは１万人以上でなければ、設置ができないという

ような話をしたわけでございますけども、笛吹市の中にはたくさんの介護施設がございまして、

県内はもとより県外の方もおおぜい、病院のほうにも来ているわけでございます。どうしても

エスカレーターは必要になってくるんではないかなと、こんなふうに思っております。 

 そういう中で、階段を上り下りは本当に大変。また、エレベーター等々もありますけれども、

エレベーターのところまでいくのが大変だと、こういう声が非常に多く聞こえておりますけど

も、この機会を逃すと、なかなかそれを設置するということは大変だと思いますので、ぜひこ

の点を考えていただいて、ＪＲのほうへ、この問題等々もお願いをして、今、５千人という人

数でございますけども、ぜひ、付けていただくような方向で進んでいただければありがたいと

思います。よろしくお願いします。 

〇議長（小林始君） 

 龍澤議員、答弁は。 

〇１２番議員（龍澤敦君） 
 答弁をしていただけるのであれば、ぜひお願いします。 

〇議長（小林始君） 

 荻野市長。 
〇市長（荻野正直君） 

 先も、あるいは代表質問でもお答えさせていただきましたように、石和温泉駅というのは、

今、議員ご指摘のように、観光客、あるいはリハビリテーション病院がこれだけあるというよ

うなことも含めて、特徴が、他の駅とは違うわけでありますから、そういったところをポイン

トにして、しっかりと交渉を続けてまいりたいと思います。 

〇議長（小林始君） 

 龍澤敦君。 
〇１２番議員（龍澤敦君） 

 力強い市長の答弁でございました。ありがとうございました。ぜひ、よろしくお願いしたい

と思います。 

〇議長（小林始君） 

 関連質問を続けます。 

 （ な し ） 

 関連質問を終わります。 

 一般質問を続けます。 
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 ６番、風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 

 正正会の風間好美です。 

 通告に従い、一般質問を行います。 

 １問目としまして、都市計画税について、お伺いいたします。 

 １問目、課税対象区域において、不公平感を生じない施策として、合併浄化槽の既設の浄化

槽があれば、６割の補助金は必要がない。そうなると、都市計画税の拡大は浄化槽の既設者に

とって、ただの増税にも受け取れると思うが、既設者に対し、メリットがある施策は考えてい

るのか、市当局の見解をお伺いいたします。 

 ２番目としまして、平成２１年度までの徴収率の実績は。また、滞納状況はどのようになっ

ているのか、お伺いいたします。 

 ３番目として、平成２４年度からの課税額と収入見込み額および徴収率はどのくらい見込ん

でいるのか、お伺いいたします。 

 ４番目として、都市計画税は下水道事業債の償還に充当しているのは熟知しております。ほ

かに都市計画税が充てられている全事業の名称および配分されている割合について、お伺いい

たします。 

 ５番目としまして、都市計画税に対する説明会を区単位、５町を対象に実施していただきた

いと思うが、市の考えをお伺いしたい。 

 以上です。 

〇議長（小林始君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、梶原総務部長。 

〇総務部長（梶原清君） 

 風間好美議員の一般質問にお答えします。 
 はじめに都市計画税についてのうち、浄化槽の既設者にとってメリットある施策は考えてい

ないのかについてでありますが、都市計画税の見直しに伴う課税地域につきましては、都市計

画区域内を考えております。 
 都市計画事業に充当することを目的にした都市計画税は、区域内における下水道事業を主な

目的事業とし、当面充当していきたいと考えておりますが、現在の都市計画区域は、公共下水

道計画区域と一致していないため、下水道計画区域外にお住まいの方や下水道計画区域であっ

ても事業認可区域外にお住まいの方には、不公平感を感じられると思われます。 
 公共下水道整備、合併浄化槽設置につきましては、都市の健全な発達、発展、公衆衛生の向

上および公共用水域の水質保全を図るといった共通な目的があります。浄化槽の一般的な耐用

年数につきましては機械設備年数１１年、全体の耐用年数２６年とされ、平均１８年くらいで

入れ替えをする時期がくると予想されます。 
 今後、合併浄化槽の補助金事業などにつきましては、下水道本管が敷設されるのに長期の年

数を必要とする区域を補助対象とすることも含め、検討を重ねてまいります。 
 次に平成２１年度までの徴収率の実績と滞納状況についてでありますが、平成２１年度の現

年度分徴収率は９２．８％、過年度分は８．３％となっております。これは、５年前の平成１７年

度の現年度分徴収率９３％、過年度分４．８％と比較しますと、過年度分については１．７倍
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となってはいるものの、全体では、ほぼ横ばいの状況となっております。 
 なお、２２年度に繰り越されました滞納額は１億５，５００万円であります。 
 次に平成２４年度からの課税額と収入見込み額および徴収率の見込みについてでありますが、

平成２４年度は３年に一度の評価替えの年であります。評価替えも考慮する中で、土地につい

ては評価額が下落傾向にあることから、平成２１年度、平成２２年度の下落率実績に、平成２３年

度、平成２４年度の下落率を見込み、家屋については毎年の新築、滅失家屋分に加え、平成２４年

度評価替え時の既存家屋の減価分を見込み算出をし、調定額で約５億６千万円と試算しており

ます。 
 また、徴収率を９４%と見込み、収納額は約５億３千万円と試算しております。 
 次に都市計画税が充当されている全事業の名称および配分されている割合についてでありま

すが、都市計画税は地方税法の規定により、都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用に

充てるための目的税であります。 
 ご承知のとおり、都市計画税は課税地域が旧石和町地域であることから、その地域内の都市

計画事業に充当してまいりました。今まで充当してきた事業は、石和駅前土地区画整理事業を

はじめとし、地区内の街路整備、公園整備事業ならびに下水道事業が該当します。また、当該

事業のために借り入れた起債の元利償還金や下水道事業債の元利償還金にも充当しております。 
 平成２１年度の決算では、都市計画税総額２億７千万円のうち、下水道事業を含む都市計画

事業に８，７００万円、都市計画関連の起債の償還に１億８，３００万円を充当しております。 
 次に都市計画税に対する説明会の区単位での実施についてでありますが、都市計画税の条例

改正につきましては、各常任委員会等で議員各位にご説明し、ご意見を求めたところ、各地域

へ十分な説明を行うよう、意見をいただいておりました。 
 市といたしましても、石和地域以外の市民の皆さまについては、新たな税金の課税になりま

すので、目的税である都市計画税は、市の都市計画事業および都市計画施設の財源確保に必要

不可欠であることのご理解を得るため、市民へ説明することとし、地域審議会および市民ミー

ティングにおいて説明させていただきました。 
 また、条例改正後につきましては、広報において２回周知を図るとともに、７月の固定資産

税の納付書発送に併せ、周知文を同封し、周知を図っているところであります。さらに、平成

２３年度につきましても、７月の固定資産税の納付書発送に併せ、通知文を送付するとともに、

数回の広報による周知と、市外の納税義務者もいることから納税義務者全員に再度、周知文を

送付する予定となっております。 
 以上のように、徹底した周知を図っていく所存であります。 
 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） 

 ありがとうございました。再質問させていただきます。 
 これは、最初の市民ミーティングのときの資料を参考にさせていただきます。 
 現在、経済情勢は依然として厳しい状況にあり、市民生活にも大きな影響をしております。

さらに本市においては、水道料金や下水道使用料の統一化、国民健康保険税、介護保険税の改

定に伴い、当面、これ以上、市民に負担増は避けるべきとの判断から、２年間、課税を控える
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こととします。であれば、今もなお、経済情勢は厳しい状況であると判断しております。した

がって、この数カ年の間、課税を控えることは考えられないか、お聞きします。 
〇議長（小林始君） 

 梶原総務部長。 

〇総務部長（梶原清君） 

 再質問にお答えいたします。 
 平成２１年度にそれぞれ市民ミーティング等で説明した資料でありますが、２１年につきま

しては、リーマンショック以降の経済状況が非常に悪化した部分と２１年、２２年を含めまし

て、下水道料につきましては、合併後はじめて、統一した関係で、部分的な町につきましては、

値上げという印象もあるところもあると思います。 
 当然、国保税、介護保険につきましても、値上げ等もありましたので、２２年から課税をそ

の他合わせて、都市計画税、市とすれば、先ほど出ました都市計画税の財源でありますので、

合併特例が２１年で終わりますので、２２年から、本来は合併協議の中で、新市で検討すると

いうことでございますが、２２年から都市計画税を賦課、課税をしたかったわけですが、先ほ

ど言いました状況で、経済状況とか、水道、下水道の平準化といいますか、調整もありました

ので、合わせて、賦課ですと負担が重いということでありますので、２年間、延期ということ

で、２２、２３年度につきましては、課税延期ということで、条例改正をお願いしたところで

ありますが、２４年度からにつきましては、当然、２年延期ということでございますので、条

例施行どおり、２４年から賦課、課税をしていきたいと考えております。 
 以上であります。 

〇議長（小林始君） 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 

 説明がありましたが、しかし、今、この経済、厳しい状況であります。ぜひ、また執行部の

ほうで、この世間の様子を見ながら、延期することをお願いしたいと思います。 
 次に滞納額１億５，５００万円は２２年、２３年の２年間でしっかり滞納整理を行い、ゼロ

にして、それから５町への対応、説明会をいっていただきたいと思います。このことにつきま

して、当局のお考えをお聞きします。また平成２１年度固定資産税、滞納が１９億３，４００万

円あります。先ほども言いましたけども、現在の社会情勢に鑑み、都市計画税の廃止は考えら

れないのか、お伺いします。 
〇議長（小林始君） 

 梶原総務部長。 

〇総務部長（梶原清君） 

 都市計画税の滞納をゼロという話でありますが、たびたび説明しましたとおり、税の滞納に

つきましては、固定資産税と都市計画税で滞納額の８割を占めております。いつも説明してお

りますが、基本的には全員が納税してもらうのがベストかもしれませんが、会社が倒産とか、

個人も当然、そうですが、そういう形の中で、たびたび言いますが、１００％、滞納額ゼロに

つきましては、非常に難しい状況だと思います。 
 そんなことでありますので、収税課でも滞納処分執行をだいぶ熱心にしまして、収納率につ

きましても、年々、上がっている状況でありますが、なお一層、滞納額の策定につきましては、
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収税課を中心に市役所職員も全員で臨戸訪問などをしまして徴収しているわけですが、なお一

層、また努力をしていきたいと思います。そんなことで、今のところ、先ほど言いましたよう

に、２４年からの課税については、２年延期ということでございますので、一応、基本的には

２４年から課税ということで考えております。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 

 ですけども、今の会社の倒産とか、いろいろありまして、ゼロにはできないということも分

かりました。しかし、この１億５，５００万円は、では例えば５００万円ぐらい、倒産のほう

で仕方がない。では１億ぐらい集めようという、そのくらいの気構えがあるかどうか、お伺い

します。 
〇議長（小林始君） 

 梶原総務部長。 

〇総務部長（梶原清君） 

 収税課も県の山梨県地方税滞納推進機構が発足しまして、今年度につきましては、３千万円

以上の大型案件につきましても３件ほど、解決をしております。一度に全部というわけにはい

きませんが、２２年度につきましては２５０件ほど、県の機構のほうへお願いしまして、市と

機構で併せて滞納状況について対応しているわけですが、今年度につきましては、特に大型事

業について解決を図ったものと、裁判も２件ほど、大型の滞納が２件ほど裁判を、今、提訴中

でありまして、それにつきましても、解決すれば、たぶん解決できるということで、今、収税

課も最大限努力しまして、高額な事案につきまして対応していまして、今言いましたはっきり

１億５千万円を、１億集めろという発言でありますが、収税課とすれば、基本的に言えば、本

当にゼロにしたいというような体制で対応しておりまして、収税課をつくって以来、今年度に

つきましては、本当に大型事案について解決が図られた状況ですので、なお一層、高額事案に

ついても、対応を積極的にしていきたい考えでありますので、ぜひご理解をいただきたいと思

います。 
 以上であります。 

〇議長（小林始君） 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 

 ありがとうございます。ぜひ職員、執行部一丸となりまして、この滞納整備に努めてもらい

たいと思います。でなければ、やはり、今から５町のところへ説明するに、非常に厳しい課題

が出るではないかなと懸念されております。 
 次にいきます。 
 先ほど、答弁の中に収税は９４％、これは計画ですから、なぜ、こういうふうに１００％と

いう、そういう希望が言えないのか、ちょっと、そこをお聞きしたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 梶原総務部長。 
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〇総務部長（梶原清君） 

 予算で収入見込みでありますが、１００％、当然、調定ですので、調定額そのままですと、

収入が追いつかないということでございますので、ある程度、実績に見合った格好の予算を組

むということでありますので、収納率の見込みで９４％ということで、収入見込みをしている

ということでございますので、１００％、入ればいいわけですが、当然、実績を見ながらとい

うことで、９４％を見込んでおります。 
 以上でございます。 

〇議長（小林始君） 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 

 分かりました。 
 次に都市計画税イコール目的税であります。期限立法であるが故に、先ほど説明ありました

下水道債、駅前整備事業、街路事業整備、公園等々に何年後に終了の期間を考えているのか、

お聞きします。 
〇議長（小林始君） 

 梶原総務部長。 

〇総務部長（梶原清君） 

 今、話しました駅前区画整理事業、あるいは今の都市計画下水道事業債につきましては、今

まで充当してきた過程でありまして、２４年度から新たに都市計画税を賦課する場合について

は、当面、下水道債の償還に充てたいということでありますが、都市計画税は目的税でありま

すので、都市計画事業、これから道路とか、公園等の都市計画事業について、充当していくと

いうことでありますので、今、都市計画マスタープランができたわけですが、具体的に２４年

度から何に手をつけるのかという具体的な計画がありませんので、当面は、下水道債の償還と

いうことでありますので、何年に終わるということがございますので、当然、目的税で都市計

画事業の順次整備をしていくための財源でありますので、何年に終了するという年度はござい

ません。 
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。時間がないので、またわれわれ会派で勉強させていただきます。 
 ２問目としまして、笛吹市消防本部の今後の取り組みについて、お伺いします。 
 １番目としまして、先ほど質問がありましたけど、よろしくお願いしたいと思います。 
 住宅火災警報器の普及について。 
 消防庁の調査によると、平成２１年度中の建物火災件数は全国で２万８，３７２件に及び、

その６割が住宅火災でした。また建物火災全体の死者数の９割が住宅火災であり、そのうち６割

近くが６５歳以上で、また住宅火災で亡くなった人たちのうち、６割から７割は逃げ遅れが原

因で命を落としています。 
 平成１６年に消防法が改正され、本年６月１日をもって、全住宅の火災警報器設置が義務化

されます。その設置率は平成２２年６月時点でも、全国平均５８．４％、山梨県平均３４．４％、

笛吹市もほぼ山梨県平均の設置率と聞いております。 
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 住宅火災による逃げ遅れをなくすためにも、住宅火災警報器の設置の取り組みは喫緊の課題

と考えますが、設置推進の取り組みについて、市の考えを伺います。 
 ２番目としまして、救急搬送敏速化の取り組みについて（たらい回し）について、お伺いし

ます。 
 緊急搬送による病院集々時間は、年々遅くなってきていることとお聞きしております。また

本市の管外搬送率が４８．４％と高く、そのため、これまでに医療関係者らによる緊急搬送の

敏速化に向けて、さまざまな改善の取り組みが進められてきたとお聞きしております。 
 現在、本市消防本部において、実施、あるいは計画されている救急搬送敏速化への取り組み

について、市の考えをお聞きします。 
 ３番目としまして、ドクターカー、ドクターヘリの導入についてお聞きします。 
 山梨県では救急医療の高度化を目指すために、医師が車両に乗車し、救急現場に出向くドク

ターカーを導入しています。またドクターヘリについても、全県運行を２年後に目指すため、

検討する方針を固めたとお聞きしております。これにより、笛吹市では芦川地区のような山間

地での重症患者の救命率が大きく向上すると考えられます。そこでドクターカーおよびドクター

ヘリ導入によって、本市の救急体制はどのように向上するのか、市の考えをお聞きいたします。 
 ４番目としまして、山梨県消防広域化について、市長の見解をお聞きいたします。 
 火災出動や緊急出動など、災害に対する住民ニーズがますます多様化する中、市民の生命・

財産を守ることがより一層厳しく要求されています。消防広域化は、そのスケールメリットを

生かすことで、住民サービスの向上や消防体制の効率化、基盤強化を図ることを狙っていると

お聞きしております。 
 山梨県は平成２０年広域化協議会を立ち上げ、今日まで慎重に広域消防についての論議を重

ねてきたとのことです。消防庁の指針では、平成２４年度までに消防の広域化を図ると伺って

おりますが、広域化のメリットなどについて、市長の見解をお伺いいたします。 
〇議長（小林始君） 

 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、金井消防長。 

〇消防長（金井一貴君） 

 風間好美議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに笛吹市消防本部の今後の取り組みについてのうち、住宅火災警報器の普及について

でありますが、本年６月１日をもって、全住宅の住宅火災警報器の設置が義務化されます。し

かしながら、昨年１２月時点の総務省消防庁の調査では、住宅用火災警報器の普及率が全国で

６３．６％に留まっております。都道府県別では宮城県の８２．０％が最も高く、石川県が８０．

０％、東京都が７９．２％と続いております。一方、鳥取県の４０．６％が最も低く、山梨県

は４２．５％と全国ワースト２位となっております。宮城県や石川県は、各市町村が前倒しし

て義務化をする条例をつくるなど、早めの取り組みをしてきたことが功を奏していると考えら

れます。 
 笛吹市では、マニフェストにもお示しいたしましたとおり、従前から取り組んでおります火

災予防運動や市広報紙、ホームページ、各種行事などの広報活動に加えて、昨年度に設立した

笛吹市住宅用火災警報器設置連絡会などと連携を強化し、地域に密着したきめ細やかな普及啓

発活動を実施してまいりました。 
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 具体的には、市内各所への啓発用のぼり旗の掲示やイベント開催、町内会役員や消防団員な

どの協力をいただきながら、市民への普及啓発説明会の開催や高齢者世帯を対象とした訪問調

査、普及啓発を兼ねたアンケート調査を実施してまいりたいと考えております。 
 次に救急搬送迅速化の取り組みについてでありますが、山梨県内の平成２１年の救急搬送時

間の平均は、前年より０．２分遅い３４．３分であり、笛吹市においては３４．０分だったこ

とが消防庁のまとめで分かりました。 
 県内消防本部の中には、医師不足による体制不備などから、１３回も搬送拒否されたケース

があり、本市においても１１回というケースもございました。 
 ご質問の搬送時間の迅速化につきましては、市民に対し救急車の適正利用を呼び掛けるとと

もに、本市では、新たに平成２１年１０月から夜間の救急患者に医師２人で対応するダブルド

クター制度の運用を始めました。この制度は診療所医師が二次救急病院に詰め、１つの病院で

一次救急から二次救急まで対応し、救急医療を充実させるところにメリットがございます。 
 さらに県や消防本部、医療機関の関係者でつくる県メディカルコントロール協議会は、搬送

の迅速化を図るため、搬送・受け入れ基準を整備いたしました。これは重症と位置づけた心肺

停止、脳卒中疑い、重症心疾患疑い、外傷、消化管出血の症状別に県内全域の医療機関をリス

ト化し、容体や場所に基づいて受け入れ先を決定していくものであります。また、医療機関に

断られて搬送先の選定に時間がかかる場合は、症状別に最終的な受け入れ病院を決めておりま

す。 
 搬送先医療機関のリスト化は、患者のたらい回しを防ぐだけでなく、救急隊が基準に従って

的確な搬送先を迅速に選定できることがメリットであり、この４月から運用が開始される予定

であります。 
 次にドクターカー、ドクターヘリの導入についてでありますが、山梨県内の平成２１年の救

急搬送時間の平均が３４．３分を要していたことは、先ほど申し上げたとおりでありますが、

搬送にさらに多くの時間を要する地域も数多く存在するため、救急搬送の迅速化は大きな課題

であります。 
 ドクターカー、ドクターヘリは、ともに県立中央病院 救命救急センターから医師と看護師

を搭乗させて災害現場等へ向かう。あるいは、ランデブーポイントで消防機関の救急車と落ち

合う救命救急専用の自動車とヘリコプターを意味します。 
 ドクターカーは、昨年８月から運用を開始し、これまでの出動件数は、県内全域で３０件を

超え、笛吹市管内でも４件の出動がありました。ランデブーポイントは、本市では５カ所、県

内全域では、４６カ所があらかじめ決められております。 
 これまでの出動事例は、高速道路での事故が２件、急病が２件あり、昭和インターチェンジ

と愛宕トンネル東の道路上が、そのときのランデブーポイントでありました。県はドクターヘ

リについて、県内全域での運航に向け検討を始める方針を固め、早ければ平成２４年度の導入

を目指すことを発表いたしました。 
 県によると、ドクターヘリは、平成１５年３月から富士・東部地域において、神奈川県、静

岡県と共同して東海大学医学部附属病院で運用しており、おおむね、年間出動実績３４０件前

後のうち、本県の実績は３０から４０件でありました。 
 また、ドクターヘリは、重症な外傷患者等を十分治療できるエリアは、搬送時間が３０分以

内のエリアと考えられていることから、高次医療施設である県立中央病院および山梨大学医学
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部附属病院まで、救急車で３０分以上要する２０市町村２５地域にとって、非常に有効な搬送

手段とされております。 
 ドクターヘリが導入された場合、治療開始までの時間を考慮いたしますと、県立中央病院を

中心として半径１０から２０キロメートルの地域がドクターカー、２０キロメートル以上の地

域をドクターヘリという住み分けが最も効果が高いと言われております。 
 相互のメリットを生かし補完しあうことで、本市の中でも山間部で発生した救急患者にとっ

て、救急救命体制が一気に充実するものと、大いに期待しているところであります。 
 次に山梨県消防広域化についてでありますが、先の代表質問でもお答えしましたとおり、こ

の３月に広域消防運営計画の指針となる、消防広域化将来構想が策定される予定であります。

構想策定に向けては、県内２７市町村１０消防本部の合意が必須となりますが、本市において

も広域化のスケールメリットを生かした消防力の向上と財政負担の軽減が担保できる場合は、

県内１消防本部として、組織がまとまることが望ましいとの意向のもと、十分な協議を尽くし

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） 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 

 答弁、ありがとうございました。再質問させていただきます。 
 先ほど、笛吹市住宅用火災警報器装置の連絡会とはどのような方々で運営されているのか、

お伺いいたします。 
〇議長（小林始君） 

 金井消防長。 

〇消防長（金井一貴君） 

 風間議員の再質問ですが、住宅用火災警報器の普及が消防行政の中では、重要かつ即急に対

応しなければならない課題であります。市内２万２千世帯すべてに設置するということは、大

変、大きな作業でありまして、消防本部のみの力ではなかなか達成することは困難な状況であ

ります。そこで、笛吹市内の住宅用火災警報器の設置普及をさらに推進する地域組織として、

平成２２年の７月に連絡会を設立しました。この会員の構成につきましては、連合区長会、さ

らに消防団長さん、その他、市内の各種団体、延べ１６名の構成で対応されております。会員

相互では情報交換などを行い、住警器の普及に向けた方策を検討し、総合的に取り組んでいき

たいと考えております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 

 ありがとうございました。 
 財政負担の軽減が担保できる場合と答弁がありましたが、負担基準はどのように図るのか。

また、もし統合したならば、署所の統廃合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） 

 金井消防長。 



 １３３ 

〇消防長（金井一貴君） 

 風間議員の再質問ですが、現在、１０消防本部の職員数、署所数、車両数、財政規模はもち

ろん異なっておりますが、最大規模の甲府地区の消防本部と最小規模の都留市消防本部を平成

２０年の決算額で比べてみますと、約３０億円の差があります。職員数も２７１人の差があり

まして、同じく２０年度時点では笛吹市消防本部は、財政的には６億８，６２２万５千円で、

職員数は８１名。県下１０消防本部でも５番目となっております。現在、策定中の広域化将来

構想では、当分の間は負担の経費については増額せず、当面の予算範囲で新たな組織を運営す

ることとされております。また将来的には財政需要額、さらには人口、面積、職員数等々、署

所の勘案をして、十分な協議のもと、公平な負担割合を決定していくものと思っております。 
 ここで重要なことは財政支出を抑えながら、財政支出と市民サービスがいかにバランスよく

運用していくかと思っております。また、署所の見直しにつきましては、総務省消防庁が消防

広域化における強くなる地域の消防力として、広域化によるスケールメリットの１つに、消防

署の配置や管外区域の適正で到着時間を短縮することを挙げております。広域化で、署所の統

廃合は実施しないこととなっておりますので、当面、現状の署所の配置を踏まえた出動態勢、

現場到着時間、交通状況の見直しを行い、その後、中長期消防署所の整備計画を作成し、より

住民のサービスの向上を得られる署所の再配置や統廃合を考えていくとされております。 
 以上、答弁とします。 

〇議長（小林始君） 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 

 ありがとうございます。 
 格差ということでありましたけども、甲府市の消防本部とわが笛吹市の消防本部の中で、だ

いぶ格差があるではないかなと思います。 
 笛吹市で、今、お知らせがありましたけども、６億８千万円、それ以上、超せば、笛吹市と

すれば、統合は反対するんですか。そこは、市長にお伺いします。 
〇議長（小林始君） 

 荻野市長。 
〇市長（荻野正直君） 

 もちろん財政的な問題というのも非常に大切なんですけども、やはり、私の考える県下１消

防本部というのは、例えば警察を例にとりますと、県がすべて責任を持って、いわゆる警察業

務をやっているわけですね。これを消防に関しては、広域でやりなさいと、こういうお話です

から、ここで私は非常に疑問を持っております。 
 と申しますのは、やはり、こういう緊急時の体制というのは、やっぱり司令官は１人でなけ

ればいけないというふうに思います。広域でやった場合には、そのときの組合長といいますか、

理事長といいますか、その方がすべて県下のものを責任持つと、そういう形になってくるわけ

ですね。そういった問題はどういうふうに解決していくか。例えば笛吹市だけでしたら、私が

すべての責任を持たせていただいておりますし、即、それなりの迅速な指示ができるというよ

うなことでありますけども、例えば私が理事長になった場合に、大月とか、あるいは巨摩、小

菅とか、そういうふうな、まったく私の地理感のないところにどういう指示を出すのかと、そ

ういうふうなことも大変、不安になってまいります。そういったことを考えますと、お金だけ
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ではない問題が１つございます。 
 それから、もう１つは、その消防本部によって、かなり、各消防団との格差がございます。

今、例えば笛吹市の場合は、非常に消防団との連携が素晴らしく、私はできていると思います。

人によりましては、笛吹市の場合は、いわゆる消防署員の定員が少ないではないかと、こうい

うようなご指摘もいただいております。しかし、その少ない中でも、消防本部におきましては、

非常に消防団と連携をしっかり密にとって、そして機敏な対応をしていると。一朝有事のとき

には、やはりおおぜいの力が必要です。そういったことの問題まで、しっかりと、いわゆるコ

ンセンサスが得られるならば、この消防本部については、積極的に考えていきたいというふう

な、そういう向きで、今、検討をさせていただいているところであります。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 

 ありがとうございました。 
 これからも笛吹市民の生命・財産を守っていただくよう、切にお願いしまして、私の一般質

問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 
〇議長（小林始君） 

 以上で、風間好美君の一般質問を終了いたします。 
 関連質問を許します。 
 中村善次君。 

〇１１番議員（中村善次君） 
 私のほうから、都市計画税の関係の関連質問について、２、３、伺います。 
 都市計画区域と、それから公共下水道区域、それから認可区域とあるんですけども、それら

の関係ですね。分かりやすく、ちょっとご説明を願いたいんですけども。 
〇議長（小林始君） 

 竹越公営企業部長。 
〇公営企業部長（竹越富男君） 

 ただいまの関連質問でございますが、まず都市計画税がかかる都市計画区域がありますね。

それ以外の、都市計画税がかからない区域と都市計画税がかかる区域があります。その下に下

水道区域があります。その、もう少し中に認可区域があります。先ほど認可区域の中で、本来

ですと、認可区域は１０年くらいで、今までの予定ですと、１０年くらいで、すべて下水道が

整備される予定でした。しかし、今年から建設費を半分にしまして、借金の返済に充てるとい

うことで、工事を半分にしましたので、１０年かかるところが２０年くらいかかります。そう

しますと、２０年、そこまで認可区域の中を下水道の補助金を出さない予定ではいたんですけ

ども、やはり２０年かかりますと、浄化槽も壊れてしまって、負担が大きくなるということで、

内部ではまだ１０年とは決めてありませんけども、来年の都市計画税を課税するときには、そ

れまでには６割の認可区域内でもどこまでを、下水道の補助金を出すかということを決めてい

きたいというふうに考えております。 
 以上で、答弁といたします。 
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〇議長（小林始君） 
 中村善次君。 

〇１１番議員（中村善次君） 
 これは非常に複雑なものですから、また改めて後刻、全協等でご説明等も伺いたいと思いま

す。 
 それから、もう１点、都市計画税の徴収についてでございますけども、隣り、韓国において

は、以前、ＩＭＦ基金ですか、かなりの金利の上昇、またそれによる企業の倒産、リストラと

いうことで、大きな、国家が傾くような社会情勢になったことを私、覚えております。わが国

においても今後、そういったものに近くなるような、今後、情勢が考えられるんではないかな

と思います。 
 そこで、先ほど風間議員のほうから都市計画税の猶予という質問がございました。私からも

今後、生活難が予想されるわけでございます。したがいまして、本市におきましても長期展望

に立ち、慎重にこの件に対応を望みますけども、市の所見を伺いたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 梶原総務部長。 

〇総務部長（梶原清君） 

 都市計画税につきましては、先ほどもちょっと言いましたとおり、合併前に石和町だけ課税

されておりまして、それ以外の町につきましては、課税されておりませんでした。合併協議の

中で、合併後、協議をするということでありまして、５年間の猶予ですか、特例法の適用があっ

て、２１年度が満期になるということでありますので、２１年度、早い時点から議会へ説明を

しながら協議を進めてきたところでありますが、当然、先ほど言いました目的税ということで

ありまして、市としましては、都市計画施設の基盤整備の財源でありまして、合併のときには、

全市から課税できないということでありますので、２１年度、協議を重ねたところで、議会で

も説明しながら２年間、課税延期ということで、条例改正を議決していただきたいところであ

りますので、市としましては当然、都市計画施設の財源確保というところでございますので、

議決をいただいた２４年からは課税賦課を考えておりますが、よろしくご理解をいただきたい

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） 

 市の内情は私も重々、それは承知しております。先ほど申しましたように、わが国において

も、多額な、これは国でも負債がある。今後の金利上昇、これも考えられるでしょう。そういっ

た面から企業、倒産等が発生すれば、当然、失業率も上がってくる。本市においても、その長

期的な視野のもとに市民の生活、安全・安心を守るためにも、そういった税の賦課について、

再考を願いたいということで、私、再度、質問いたします。お答えをお願いします。 
〇議長（小林始君） 

 梶原総務部長。 

〇総務部長（梶原清君） 

 長期の財政計画が絡むわけですが、今は財政当局も２４年からのスタートということで考え

ておって、長期財政計画も当然、２４年から都市計画税については歳入見込みがあると思いま
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す。いろいろ経済状況とか、そういう状況もありますが、また長期財政計画を見ながら、財政

当局ともそのへんについては検討をしていって、基本的には、この財政状況について、また再

度、検討を、見直すときには、そのへんについても検討をしていきたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 関連質問を続けます。 
 新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 
 風間議員の、救急搬送迅速化の取り組みについての関連をいたします。 
 先月の２月２５日の新聞に、たらい回しを防止ということで、急患用ベッドの予約、県４病

院で常時１床確保ということが載っていました。このことについて、１床確保を打ち出しまし

たが、笛吹市としまして、市の対応としまして、今後の検討がなされているのか、お聞きした

いと思います。 
〇議長（小林始君） 

 中川保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（中川啓次君） 

 市としての救急受け入れ態勢の関係につきましては、市では当然、救急搬送業務の関係の委

託料、あるいは負担金を出しているわけでございまして、その中で医師会、あるいは病院等が

その対応をしていただいているわけでございます。 
 具体的な話で、今の話はベッドということでございますが、これらにつきましては、当然、

そういった対応の協議をする場、峡東地域では医療協議会等がございますので、そういった場

を捉えて、そういった部分については検討をしていきたいというふうな形で考えていきたいと

思います。 
〇議長（小林始君） 

 新田治江君。 
〇１５番議員（新田治江君） 

 前からの話で、笛吹市では病院が多いけども、介護ベッドで使われる率が多いので、なかな

かベッドが減っていないで、受け入れられないということを聞いていましたので、もし、今後、

そんなふうな方向も検討していってほしいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 答弁はいりますか。 
 （「いいです。」の声） 
 関連質問を終わります。 
 暫時休憩をいたします。 
 再開を１時３０分といたします。 

休憩  午前１１時４６分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 １時２８分 
〇議長（小林始君） 

 再開いたします。 
 一般質問を続けます。 
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 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、まず農業振興について伺います。 
 私たち日本共産党は２００８年に笛吹市農業施策についての提案を行いまして、その提案に

基づいて、議会においてもその実現を目指して繰り返し、主張してまいりました。 
 今年度、２２年度から始まった新規就農後継者支援事業は、私たちの提案の一部でしたけれ

ども、事業は当初予定では１０名、３６０万円の見込みでスタートしましたけども、年度当初

の４月、５月で、すでに１０名を超す申請があったほどの大きな反響を呼ぶ事業となりました。

そこで伺います。この事業の２２年度の実績と成果を生んだ点、課題はなんだったか、まず伺

います。 
 また、この制度では対象年齢を３０歳未満としておりますけども、いったん他の職業に就き

ながら農業に興味や関心、情熱を見い出して、そして人生を考え直す年齢としては、ぜひとも

３９歳までの対象年齢の引き上げを望みます。さらに最長５年間、月３万円の支給の現行制度

についても、制度を利用する人の生活を少しでも賄えるような、１０万円までの引き上げを求

めるものです。そして、何より大事なことは、この制度を利用している間、後継者として農業

技術を獲得し、大きく成長を遂げることが大事であります。市の専門職員やＪＡ、認定農業士

等の連携で、研修制度を一層充実することが大事と考えますけども、実態と市の今後の取り組

みについて、伺います。 
 次に耕作放棄地について、伺います。 
 さまざまな理由から農業経営ができなくなって、荒れたままの状態で放棄されている農地が

虫食いのように散在しております。耕作していなくても、管理が行き届いていれば問題はない

のですけども、中には人間の背丈以上の雑草が茂っていたりとか、長い間の放棄で雑木が育っ

ている放棄地も見られます。この放棄地がまわりの耕作地に及ぼす影響は多大であります。ま

た防犯・防火上も大変、危険な状態です。懸命に耕作し、経営している農家への配慮として、

市の責任において放棄地対策、雑草対策を行うよう求めます。 
 最後に、ＴＰＰについて伺います。 
 過日の山日の報道によりますと、市長はＴＰＰ参加に賛成の立場を表明したということであ

ります。桃・ぶどう日本一を標榜し、農業が盛んな市の首長としてＴＰＰ参加の肯定を唱える

こと、大変、疑問を感じているところです。 
 ＪＡ山梨商工会会長の広瀬久信氏は、こういうふうに語っております。山梨の農業が壊滅的

な打撃を受けることが間違いないＴＰＰ参加に、体を張ってでも反対していく。関税が撤廃さ

れれば、米、畜産、柑橘類がやられ、桃やブドウ、サクランボなど山梨自慢の果実もその先に

ある。南米諸国のブドウは今が収穫期。春先から安いブドウが出回ったら、かなりの影響でしょ

うと語っております。市長は、笛吹市の大事な産業である農業を守る立場からも、ＴＰＰ反対

の立場を明確にして、政府に強く働きかけることを要求して、最初の質問を終わります。 
〇議長（小林始君） 

 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、豊角産業観光部長。 

〇産業観光部長（豊角英人君） 
 亀山和子議員の一般質問にお答えいたします。 
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 まずはじめに農業振興についてのうち、新規就農農業後継者支援事業についてでありますが、

笛吹市のみならず農業後継者不足は、全国的な問題となっております。笛吹市におきましては、

平成２２年度より県内で初めて、農業後継者の定着化による活性化を図ることを目的に新規就

農農業後継者支援金交付事業をスタートいたしました。２２年度には３１名の方が認定され、

支援金の交付を受けたところでございます。 
 市としましても、認定された農業後継者の皆さまに対し、支援金を交付するだけではなく、

農業技術習得の研修会や講演会などに積極的に参加できるような機会を設けており、農業日誌

を配布するなど、地域に定着できるよう努めているところでございます。 
 また、対象者の年齢の引き上げと交付額の引き上げについてでありますが、制度を開始した

ばかりであり、現在のところ変更については考えておりません。 
 今後、農業情勢を注視する中で、どのような対策が一番効果があるのか、さらに検討してま

いりたいと考えております。 
 次に耕作放棄地の雑草対策についてでありますが、耕作放棄地の雑草対策につきましては、

市や農業委員会に情報や苦情が寄せられた際に、農地の適正管理の目的で地権者に雑草の除去

を行うよう指導しております。 
 市の対策といたしまして、農業委員会と連携を図る中、現在、取り組んでおります遊休農地

や耕作放棄地の解消に、なお一層力を注いでまいりたいと考えております。 
 次に、ＴＰＰへの不参加を国に働きかけるよう求めるについてでありますが、ＴＰＰの参加

につきましては、農業、商業、工業、また消費者などそれぞれにメリット、デメリットがある

と報道されております。しかしながら、輸入果物と競合する農業は、打撃を受けることも予想

されますが、これに打ち勝つ体力を備えることが重要であると考えております。 
 今後、農業振興に対する積極的な支援を国に強く要望してまいりたいと考えております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 今、制度を利用しているのは３１人という回答がありました。この３１人の傾向について、

お伺いいたします。ＵターンとかＩターンとか、それから農地があるか、ないとか、それから

農業経験がまったくないとか、いろんな傾向の人がいらっしゃると思うんですけども、その３１人

の傾向について伺います。 
〇議長（小林始君） 

 豊角産業観光部長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 ３１名の認定された方がいるわけですが、それぞれ、この制度そのものが農業後継者という

ことになっております。大多数の方になりますが、すべて実家が農家である。学校卒業後、就

業に就いたわけですが、やはり実家の農業を引き継ぐという意味で、３１名の方、すべて実家

に入るという傾向になっております。中にはお孫さんで入っている方も１名おりますが、基本

的には家業であります実家の農業を引き継ぐ、こういった傾向でございます。 
 以上、答弁といたします。 
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〇議長（小林始君） 
 亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 ありがとうございました。 
 先ほどの答弁で、この制度を利用している人たちがいろんな研修を受けられるように、いろ

んなところと連携をとっているところでありましたけども、そういうことも大変、大事なこと

であります。 
 あと、さらにこの制度を利用している人たちがお互いに交流をしたりとか、情報交換したり

とか、それから展望を語り合えるような場をぜひとも設けることが、私は大事ではないかと思っ

ております。そのような計画があるか、もしないとすれば、今後の方向性について伺います。 
〇議長（小林始君） 

 豊角産業観光部長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 市においては、新規就農者の相談会等も設けております。また営農相談会、特に県立農業大

学校の卒業生、卒業見込み者を迎える中で、就農に対します相談会等も市において行っており

ます。また営農支援センターの中で、果物等々の技術向上のセミナー、こういったものを開い

ております。それから剪定等々の技術講習、これについても県であります普及センター、ある

いは支援センター、農協と連携する中で、農業に新たに取り組むという方の情報交換の場とと

もに、技術取得についても支援をしているところであります。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 私がお願いしたのは、そういう技術向上のための研修もたしかに大事なことでありますけど

も、横のつながりというか、お互いに集まって交流したり、情報交換したり、それから展望を

語り合えるような、そういう場をぜひとも設けたらどうか、ぜひ、そういうことをお願いした

いということで質問いたしました。 
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） 

 市の中では、そういった相談会等々の機会も設けておりますが、各地域における中で、やは

り同じ志を持つ者の中で、それぞれの立場の中での交歓会等ももっていると聞き及んでおりま

す。それから農業生産者の会等々も地域で発足しておりますので、こういった中での情報交換

の場は設けていると思っております。 
〇議長（小林始君） 

 亀山和子君。 
〇８番議員（亀山和子君） 

 それでは、耕作放棄地対策について伺います。 
 今の答弁では、その雑草対策について、市民や耕作者から苦情や相談が寄せられた場合、地

主に連絡して対処するように指導しているということでしたけども、なかなか指導に応じない
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地主も中にはおりまして、最後まで雑草をそのままにしているという地主もおります。そういっ

た地主に対して、市ではどのような、さらなる指導をしているんでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 豊角産業観光部長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 雑草対策、あるいは耕作放棄地の対策になりますが、それぞれ個人の権利関係がまず最優先

されるものと思っております。当然ながら苦情等によりますところによって、相手方にそれな

りの適正な管理についてお願いするわけですが、それがたまたま耕作放棄、地元にいない、名

義が残っていてもいないというような場面がありますので、そういった場面についての１つの

対策として、地域の提案型有機農地の活用事業というものがございます。これについては、荒

廃が進んで周辺に迷惑な農地、いろいろ対象の農地はありますが、遊休の荒廃農地の復元に対

する補助ということで、１千平方メートル当たり、１反歩当たり、最高２１万円の補助金額を

出すというものがございます。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 そういう意味合いではなくて、実際の耕作をしている近隣に放棄地があって、そこに雑草が

いっぱい生えていて、大変困っているというところも、私、何件も聞いております。それで、

市に何回も電話するんだけども、なんとかしてほしいと電話するんだけども、なかなか対処し

てくれない。そうすると、市民から見れば、何もしていないんではないかというふうにもうつ

りかねない。ですから、耕作者にしてみれば、その雑草をなんとか刈り取ってほしいというこ

とで、何度も相談に行っていると思います。 
 やっぱり、市はこれに対してどのような対策をすることが適切とするんでしょうか。私は即

座に、速やかにその雑草を除去するということが、市がやるべき方法ではないかと思っている

んですけども、そのことについて、ちょっとお伺いします。 
〇議長（小林始君） 

 豊角産業観光部長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 あくまでも農地については、個人財産ということになります。適正管理については名義人、

あるいは管理人が行うものと考えております。 
 次に通学路等々において、雑草が繁茂する。通学の邪魔になる。こういった場面について、

除草をした経緯はございますが、基本的には名義人、あるいは管理者に適正管理を行ってもら

うということになります。これについては、雑草の繁茂条例がございますが、すべて個人の方

にお願いすると。自分で、除草等ができない場合については、一定のシルバー人材センター等

を使うという、この指導も併せて行っております。 
 以上になります。 

〇議長（小林始君） 
 加藤市民環境部長。 
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〇市民環境部長（加藤寿一君） 
 それでは、亀山議員の再質問にお答えいたします。 
 今、産業観光部長から話がありましたように、市には繁茂条例がございます。これはそれぞ

れの土地、あるいは土地の管理については、個人の責任でやっていただくというのが、これは

基本でございます。そのために、そういう苦情が寄せられた場合につきましては、所有者を調

査いたしまして、所有者に連絡をいたしております。電話であったり、あるいはハガキ、手紙

で連絡をいたします。これによって、雑草等を刈り取っていただければ、それで結構なんです

が、ときにはこれに応じていただけない場合がございます。こういう場合については、緊急的

にやむを得ない場合については、市のほうで、それをシルバーなりに委託して、刈り取りをい

たしまして、その請求については、そちらの所有者のほうに請求をしているということで、そ

の市民の皆さんになるべく迷惑がかからないよう措置をとっているのが現状でございます。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 今後とも、その雑草対策について苦情が寄せられた場合は、速やかに対処していただきたい

と思います。 
 次に移ります。 
 国保事業について、伺います。 
 今年度、２２年度は所得が下がり続けているにもかかわらず、保険税が上がるという、市民

にとっては大変、深刻な状態になりました。ここ数年は保険税が上がる、滞納世帯が増える、

財政悪化を招く、するとまた保険税が上がるというような悪循環を繰り返しております。 
 さて、２２年度の予測としての国保税の滞納、収納率の状況について、まず伺います。 
 次に国民健康保険法４４条に基づく、一部負担金の徴収猶予、減免制度の速やかな実施を求

める件について伺います。 
 私たち日本共産党は、これまでもこの４４条の実施を議会でも、また市民運動の中でも要求

してまいりました。これに対して、市はずっと拒み続けておりますけども、所得が下がり続け、

雇用不安や失業、倒産が続いている今こそ、市民の命と健康を守る立場にしっかり断ち切って、

この制度を実施するべきではないでしょうか。多機能アリーナを造って健康づくりではなく、

４４条の実施で市民の命と健康を守ってください。 
 最後に、保険税の引き下げについて伺います。 
 今、全国では高い保険税に苦しめられている市民の運動の高まりの中で、国保税の引き下げ

を実施する自治体が増えております。例えば、福岡市では２００８年、２００９年に引き下げ

を実施して、さらに新年度も１人当たり２千円の引き下げを予定しております。立川市では市

長が諮問した総額１億５千万円の引き上げの案に対して、国保運営協議会が市民生活への影響

に鑑み、見送るべきとの答申を決めておりますし、所沢市では運営協議会が４月から１人当た

り、年間５千円の引き下げの答申を出しているというふうに各地で引き下げがされております。

引き下げのための財源は、一般会計からの繰り入れで賄うという自治体がほとんどであります。

笛吹市においても、払いきれないほどの高い国保税を課税するのではなく、市民生活の影響を

鑑みて、引き下げるように求めて質問を終わります。 
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〇議長（小林始君） 
 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、加藤市民環境部長。 

〇市民環境部長（加藤寿一君） 
 亀山和子議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに国保事業についてのうち、２２年度の収納率と滞納状況についてでありますが、年

度末が近づいてはいるものの、最終８期分の納付期限が２月末であることから、１月末の収納

率でお答えいたします。 
 １月末の現年度分の調定額は２３億７，２９３万４千円で、収入済み額１６億１，５８５万

８千円、収納率は６８．１％であり、前年の同時期と比較し、２．５ポイントのプラスとなっ

ております。 
 また、滞納繰越分につきましては、調定額１１億２４０万６千円に対し、収入済み額１億３，

３９９万２千円で、収納率は１２．６％、前年比０．５ポイントのプラスであり、いずれも前

年度の同時期を上回っているところであります。 
 これは、本年度策定いたしました国民健康保険事業健全化計画に基づき、従前から継続した

収納率向上対策を実施し、税の公平･公正な賦課徴収に努めてきた成果でもあり、決算期におい

ても前年を上回れるよう、さらに取り組みを進めてまいりたいと考えております。 
 また、滞納状況についてでありますが、現状を的確に把握すべく、本年度、滞納世帯の状況

調査を実施いたしました。現在、分納中の世帯および収税課において対応中の世帯などを除い

た市内６４８世帯の訪問調査を実施し、生活困窮などによる納付困難世帯６１世帯を確認する

などしております。 
 今後、これらの世帯につきまして、地方税法に基づく執行停止処分を行うなど、生活状況や

経済状況も考慮した中で、適切な対応を図ってまいりたいと考えております。 
 次に、国民健康保険法第４４条による一部負担金の免除および徴収猶予についてであります

が、法第４４条では、特別な理由がある被保険者に対しては、要綱等により措置することがで

きることとなっており、全国では約半数の保険者が実施しているところであります。 
 県ごとに対応はさまざまであり、現在、山梨県において、要綱を定めているのは２保険者の

みであります。平成２１年度厚生労働省のモデル事業とし、各県で事業が実施され、その結果、

昨年９月に非自発的離職者への軽減対策としての基準が示されたところであります。 
 本市における対応でありますが、減免要綱により一部負担金の免除等を行った場合の負担に

つきましては、国基準分について、減免額の２分の１を国が特別調整交付金措置するとしてい

るものの、それ以外は、新たに国保税にその財源を求めなければならないこと。ならびに昨年

来、国で検討されております後期高齢者医療制度の廃止に伴う、国民健康保険事業の広域化へ

の流れの中、県内各保険者への影響も考慮し、今後、各自治体の対応状況も踏まえ、検討して

まいります。 
 次に国民健康保険税の引き下げについてでありますが、世界的経済不況以降、加入者の基準

総所得は減少を続けております。こうした状況を踏まえ、昨年度の課税につきましては、国保

税にすべての不足分を賦課すべきでないとの判断から、引き上げは医療費の自然増分に留め、

残りにつきましては、一般会計から基準外繰入を行いました。 
 本年度におきましても、繰り越した額の大半を、国保税の不足分として充てさせていただい
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たところであります。また、国保財政は、毎年増加する医療費と収納率の低下で厳しい状況に

あり、財政調整基金は、平成１６年度末８億２，４６６万円から、２２年度末は１億８，７９２万

円に減少しております。こうした状況の中、財政調整基金の取り崩しは困難であり、国保税の

引き下げは、国保財政を破綻に導くことにもなりかねず、困難な状況にあります。 
 今後、いかに国民健康保険事業の健全化を図っていくかが重要な課題であり、健全化計画に

則した収納率の向上対策の実施と、特定健診および特定保健指導に代表される医療費の削減対

策の実施により、健全な財政運営を目指してまいります。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 国民健康保険課の資料によりますと、１９年度から２２年度にかけて国保加入世帯の平均所

得は８３．７％に下がりました。しかし一方で、１人当たりの保険税は逆に１１１．５％に上

がりました。そして例えば、所得１５０万円の夫婦、子ども２人の世帯の所得に対する保険税

の割合は１７．５５％にもなるということです。所得が下がっているのに税金は上がる。所得

の１７．５５％にもなる高い国保税を払われなければならない。こういう市民の状況を当局は、

負担が重いとか、深刻だとか、大変だとか、そのような認識を持っているでしょうか。伺いま

す。 
〇議長（小林始君） 

 加藤市民環境部長。 
〇市民環境部長（加藤寿一君） 

 この大変、厳しい経済情勢の中で、国保税を負担していただくのも大変だということは、た

しかにそういうこともあるかと思います。ただ、ご存じのように、毎年、医療費が上昇してお

ります。５％以上、５％から６％の医療費の上昇がどうしてもある。それから、今年度は徴収

率が上がってまいりましたけども、今までは徴収率が下がり続けるという中で、国保財政を維

持するためには、どうしても財源を確保しなければならないという現状がございます。その国

保税、財政を運営するについてはルールがございまして、簡単に言えば半分が公費、あと残り

の半分はそれぞれに負担をしていただくという、この基本のルールがございまして、この財源

を確保するためには、どうしても国保税の負担をいただかなければならないというのが現状で

ございます。 
 現在、今年度も徴収率も上がるのと同時に、医療費も若干、今までに比べて、伸びが縮まっ

ております。これにつきましては、それぞれの医療費の伸びがそれぞれの皆さんの国保税の跳

ね返るということを広報、あるいは国保だよりを発行して、皆さんに周知をし、医療費の削減

をお願いしているところでございます。その１７％からの負担をいただくというのは、大変と

いうことは分かるわけでございますけども、それぞれ、国保の加入者につきましては、医療費

の削減にご協力いただいて、その結果として、国保税の負担も少なくなるということで、ぜひ、

ご協力をお願いし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。 
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〇８番議員（亀山和子君） 
 市民にとっては、大変な負担になっているということについては、見解が一致できるという

理解でよろしいですね。 
 そこで伺いますが、短期証交付世帯のうち１８歳未満の子どもがいる世帯は、およそ２１％、

全体の２１％にもなっておりまして、子どもの貧困が大変、深刻な実態だということになって

おります。でも、子どもにはなんの責任もありません。例えば、均等割の子ども部分について

は、せめて減額ということができないのか、そのへんについての見解をお願いします。 
〇議長（小林始君） 

 加藤市民環境部長。 
〇市民環境部長（加藤寿一君） 

 国保税額の決定につきましては、国保運営協議会とも協議をさせていただきながら、決定を

させていただいているところでありますけども、なかなか、今の経済情勢の中で、負担を、一

定の方に求めるというのは、非常に大変ではないかというふうに考えております。国の施策と

しては、限度額を少しずつ引き上げをさせていただいて、所得が多い方については負担をいた

だいていこうという、そういう方針をとっているところでございます。 
 今、言われましたように、１８歳未満の子どもさんがいる家庭の子どもだけを除くというこ

とは、今の国保税の算定の仕方からして、なかなか厳しいんではないかというふうに考えてお

ります。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 その中でも、ぜひとも検討をお願いしたいというふうに思っております。 
 先ほど、４４条の実施について、他の自治体の動向を見ながら検討していきたいということ

でしたけども、ほかの自治体がやらないならやらない、やるならやるという、そういう考え方

でしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 加藤市民環境部長。 
〇市民環境部長（加藤寿一君） 

 現在、国のほうで医療制度の改革といいますか、変更を検討しております。具体的には後期

高齢医療制度を廃止して、２５年度から別の医療制度にしようという考えがございます。それ

と同時に、国保全体につきましても、さらに５年先、３０年度には一体として運営をしていこ

うという流れがございます。このために、県下全体を１つの保険者としての計画を立てるとい

うことで、山梨県の国保広域化支援方針を昨年、県のほうで策定をいたしました。これは、今

の各市町村の保険というよりも、県全体で保険の基本的な算定の方法を決めていこうという、

こういう流れ。あるいは現在、共同事業、３０万円以上の医療費についてはそれぞれが出し合っ

て、１つの保険者だけが過重な負担にならないように、ともに医療制度を維持していこうとい

う考え方がございまして、この共同事業の範囲をさらに引き下げという、そういう議論もござ

います。 
 そういうことを考えますと、１つの被保険者、町村だけが抜きん出て、特別といいますか、
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やるというよりも、その全体を考えながら、検討したほうがより将来的にもいいんだろうとい

う、そういう見解で申し上げたわけでございまして、他の自治体がやらないからやらないとか、

やるからやるという、そういうことではなくて、ともに、どうしたらいいかということを考え

ていこうという、そういうスタンスでの答弁を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） 
 亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 最後に限度額認定証の発行について、伺います。 
 滞納している世帯とか、短期証の世帯には限度額認定証を発行しておりません。保険税を滞

納してしまう人がどうして高額の療養費を窓口で払うことができるでしょうか。こういう人た

ちにこそ、限度額認定証を発行すべきではないでしょうか。発行しないということは、大変、

冷たい市政だと思います。ぜひとも発行を強く求めたいと思います。見解をお願いします。 
〇議長（小林始君） 

 加藤市民環境部長。 
〇市民環境部長（加藤寿一君） 

 限度額の認定証でございますけども、基本的には税の公平さを保っていきたいというのがご

ざいます。そのために税を納めて、努力して納めていただいている方には、その制度を使って

いただくということでございます。 
 それから、それ以外の方につきましては、貸付制度もございますので、そちらのほうの検討

をしていただければ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） 
 以上で、亀山和子君の一般質問を終了します。 
 関連質問を許します。 
 渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 ＴＰＰの問題について、質問します。 
 私も２月１８日の山日新聞を読みまして、荻野市長がＴＰＰ交渉参加に賛成と答えたという

ことで、大変驚いております。どのような基本的な認識かということでございますが、私はグ

ローバリズムは、たしかに時代の流れだと思っております。しかし、グローバリズムは世界的

格差と貧困の拡大、経済的混乱の拡大、自然環境と生活生産基盤の破壊など、深刻な事態をも

たらしています。このグローバリズムに対する２つの対応、１つは時代の流れだとして、グロー

バリズムそのままでいく対応と、もう１つはグローバリズムを制御、調整していこうという対

応です。 
 ところでＴＰＰは例外なき自由化を原則とするものであり、グローバリズムにひれ伏すもの

であります。ＴＰＰは国家主権、経済主権に基づく国ごとの制度、産業の擁護・育成を脅かす

一方で、覇権国家、多国籍企業、投機筋に有利に働き、それらの暴走と支配を許すものでござ

います。実際、ＴＰＰへのアメリカの参加は東アジアへの覇権の確保、さらに世界の拡大が目

的でございます。こうした基本的な認識が市長にあるかどうか、まず伺います。 
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〇議長（小林始君） 
 荻野市長。 

〇市長（荻野正直君） 
 ＴＰＰの問題につきましては、いろんな議論があることは十分に承知をいたしております。

私は、先のアンケートにおいて、賛成のほうに印をいたしました。理由は、やはり今の日本の

経済状況を見たときに、いわゆる保護貿易をすればするほど、日本の企業は国外へどんどん出

ていっていると、こういう状況にあります。笛吹市内におきましても、貿易関連の事業者がた

くさんございます。なおかつ、笛吹市の中におきましても、工業生産高というのは一番大きな、

いわゆる生産高を示しているのが工業生産高であります。 
 そういったことも勘案し、なおかつ私は毎年、海外に向けて笛吹市の桃・ぶどう日本一の果

物を、いわゆる販売にトップセールスとして行っているわけです。例えば香港なんかの状況を

見ていますと、すべて無税であります。いわゆる関税がなしであります。アルコールについて

も無税であります。したがって、やった結果、香港の場合は市場規模がどんどん拡大して、そ

して今のような経済状況になっているというような話も伺っております。 
 そしてなおかつ、私はやはり笛吹市の果物、これをさらに拡大していくというような方向で

見ますと、今までの経緯を見ますと、例えばオレンジの問題もございました。あるいはサクラ

ンボの問題もございました。そういった問題をトータルして見たときに、果たして農家にどれ

だけダメージがあって、そしてそれをどう乗り越えてきたかと、こういうふうな過程を見ます

と、一概に頭からＴＰＰ、すべて反対というふうなことはいえないと、こういう立場で、いわ

ゆる賛成のほうに丸を付けた次第であります。 
〇議長（小林始君） 

 渡辺正秀君。 
〇７番議員（渡辺正秀君） 

 ＴＰＰがどれだけの問題を引き起こすかということについて、先ほど亀山議員から広瀬ＪＡ

山梨県連の会長のお話の紹介もございました。それから農林水産業ばかりではなくて、医療分

野では国民皆保険制度の崩壊、そしてアメリカなみの格差医療というようなことが危惧されて

おります。金融でもサラ金規制の撤廃、中小企業金融の崩壊などが心配されております。昨今

の食料高騰は、いつまでも世界の食料を日本が買いあさることはできないことを予見させるも

のであります。こうした中で、先ほど農協でもそうですし、それから笛吹農協、フルーツ山梨、

いずれもこれは反対の姿勢を明確に打ち出し、また議会のほうへも反対していただこうという

相談もございます。 
 こういう状況でありますが、市長は私人ではございません。市長は笛吹市のトップでござい

ます。ＪＡ笛吹をはじめ、市民の声を聞いた上での態度表明であったかどうか、まず伺いたい

と思いますが、その前にここにいらっしゃる農業委員会長さんに農業委員会はどのようなお考

えかということについて、伺いたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 荻野農業委員会長。 
〇農業委員会長（荻野勇夫君） 

 ただいまの渡辺議員さんのほうから、笛吹市の農業委員として、ＴＰＰに対して、どういう

ご意見を持っているかというふうなお話でございますけども、すでに皆さんご承知のように、
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山梨県で１０日の日ですか、この反対署名、決起大会を開いたわけでございますけども、笛吹

市として、約１０名、農業委員が参加しております。それから、このＴＰＰへ反対はもちろん、

農業委員としていただいておるわけでございますけども、先日、２５日に笛吹市の定例農業委

員会において、皆さんに反対署名のお願いをしております。そういった反対署名の約１人、２０名

ずつ、署名をとっていただきたいということでお願いをしておるわけでございます。 
 ぜひ、非常に農業委員会としても、それに対して反対をしておるわけでございますけども、

皆さま方のご協力、またお願いをしていただきたいと、こんなふうに思っております。 
 なお、先ほどの市長のお話の中で、もちろん市長は市長なりの立場の中で参加というふうな

方法でございましょうけども、ぜひ、その点につきましても、ご協力をお願いしたいと、この

場をお借りしまして、よろしくお願いしたいと思います。 
 以上で、私のお話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） 
 どうもありがとうございました。 
 市長は私人ではございません。市長は笛吹市のトップでございます。ＪＡ笛吹はじめ、農業

関係者だけでなく、広く市民の声を聞いた上で、態度表明をすることが必要ではないかと思い

ます。ぜひ、もう一度、農業関係者、医療関係者など、多くの市民の意見を聞いて、もう一度、

考えていただきたいと思います。いかがでしょうか。そして、でき得れば、市長も農協、ある

いは農業委員会はじめ各種団体、市民と共同歩調をとっていただきたいと願っておりますが、

いかがでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 荻野市長。 
〇市長（荻野正直君） 

 もちろん、いわゆるそのアンケートがすべてというふうに私は思っておりませんけども、１つ

だけはっきり申し上げられるのは、この笛吹市の桃とぶどう日本一のこの果物をどう守ってい

くか、このことについて、しっかりと関係機関と話をさせていただきたいと、こう思っており

ます。 
〇議長（小林始君） 

 渡辺正秀君。 
〇７番議員（渡辺正秀君） 

 そうした話し合いをもつ中で、もう一度、考えてみたいという立場を表明していただけるの

かどうなのか、くどいようですが、再度お聞きします。 
〇議長（小林始君） 

 荻野市長。 
〇市長（荻野正直君） 

 笛吹市の日本一の桃・ぶどうの産地として、これをしっかり守っていくために、ＪＡさんと

もしっかり協議をしていきたいと、こういうふうに思っております。 
〇議長（小林始君） 

 渡辺正秀君。 
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〇７番議員（渡辺正秀君） 
 この間、多機能アリーナ問題でも、そして健康づくりの考え方についても、市民や、それか

ら職員の声も聞かないという実態が、今回の議会でも出てきたわけですけども、この問題、本

当に大きな問題です。そして市長は私人ではなくて、市の代表です。市長がそう言えば、笛吹

市はそうなのかというふうに思われてしまう問題でございます。そうした点で、ぜひ、そうい

う関係者と、よく話をお聞きして、そして考え直していただきたい。このことをお願いいたし

まして、関連質問を終わります。 
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。 
 １６番、大久保俊雄君。 

〇１６番議員（大久保俊雄君） 
 笛政クラブの大久保俊雄でございます。 
 通告に基づきまして、質問をいたします。 
 私ども個人、企業を取り巻く生活経済環境は年度末を控え、依然、大変厳しい状況が続いて

おります。端的に１７文字で表すならば、「もうごめん ばらまきデフレ 八百屋の長兵衛」

といったところでしょうか。わが国の加速度的な財政悪化と世界も見放す政治の大混乱による

政策対応の遅れ、拡大する中近東の政変と原油価格の暴騰、政争に明け暮れている暇はまった

くありません。しからば、長期停滞と疲弊しきった地方に活力を取り戻し、日本を支える土台

を再生するには何が必要でしょうか。 
 １つは、地域資源を生かした背伸びをしない振興策。もう１つは、地方に海外と直結した強

い都市をつくり、都市と中山間地域の交流・連携を図ることではないでしょうか。本市でも、

申すまでもなく観光立市、日本一の果実と温泉の地域資源を生かし、既存の総合計画や観光ビ

ジョン、観光振興アクションプランを補完する各論的な観光施策やもろもろのプランを整備し、

具体的数値目標による誘客数や観光消費額を達成する、すなわち自主財源の充実による福祉、

教育、医療、１つでも多くの住民ニーズに応えるための強い意思が官民連携した中で求められ

ます。 
 過日、石和高温温泉湧出５０周年を迎え、その歴史を祝うとともに、これを機に激烈な観光

地間競争を生き抜くための方策は何か。そのためには、どういう魅力を打ち出していくのか、

関係団体の皆さまの意見集約がなされつつあります。 
 そこで以下、温泉湧出を機に、さらなる観光客獲得のための情報発信拠点の再整備と多面的

かつ効率的な宣伝戦略の具体策を伺います。 
 そして、記念すべきメモリアルイヤー、観光連盟、観光協会、商工会、旅館組合、農業団体

などなど、連携をとった記念事業形成に対する市の取り組みはいかがでしょうか。 
 また、今後の経済振興のキーワードは観光、環境、健康の３要素が想定される中で、この３者

を融合した具体的誘客の重要性と取り組みについて、伺います。 
 さらに今定例会で入湯税の条例改正を予定しておりますが、見直しの目的と目的税である本

税の有効活用の具体策について、お聞かせいただき、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。 



 １４９ 

 答弁を、豊角産業観光部長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 大久保俊雄議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに、記念事業に対する取り組みについてでありますが、石和温泉は本年１月２４日、

高温温泉湧出５０周年を迎えることができました。この機会を観光客のさらなる誘客につなげ、

石和温泉のイメージアップの絶好の機会と捉え、関連機関との連携を図った活動を行っている

ところであります。 
 １月３０日に行われた石和の日のイベントでは、石和温泉観光協会が中心になり、市、旅館

協同組合、芸技組合、商工会およびワイン組合、またＮＰＯ、民間事業者等のお力を借りなが

ら盛大にイベントを開催し、多くの観光客をお迎えすることができました。 
 今後も観光の原点、おもてなしの心を持ちながら、石和温泉また笛吹市の観光の新たな５０年

のスタートの年となるよう、関係機関と十分協議を重ね、笛吹市にふさわしい取り組みを行っ

てまいります。 
 次に環境と健康と融合した具体的誘客の方法についてでありますが、石和・春日居温泉は健

康づくりに適したアルカリ性の泉質であり、健康増進プログラムの入浴指導員をホテルに配置

するなど、温泉の健康増進利用につきまして、早くから取り組んでまいりました。また、笛吹

市を訪れたお客さまにご満喫いただくため、トレッキングコースの整備や自然散策コースの紹

介等に努めてまいりました。 
 今後は美しい環境と温泉を楽しんでいただきながら、体や心の健康づくりにつなげていくた

めの滞在型観光の推進を図り、環境と健康が一体化した誘客につながる商品づくりを行ってま

いります。 
 次に入湯税見直しの目的と目的税である本税の有効活用の具体策についてでありますが、近

年、温泉施設の利用形態の多様化により、日帰り入湯の需要が増加しております。これらの現

状に対応するため、日帰り入湯にかかる入湯税の取り扱いの見直しを図るものであります。 
 今回の条例改正は、市税条例の入湯税に関係する減免規定と税率の改正であります。入湯税

の減免規定は従来、条例準則等により、総務省から指示が出ておりましたが、地方分権の進展

に伴い、平成１２年４月から地方公共団体の裁量になりました。当市におきましては、入湯税

の減免項目の見直しがされず、現在に至っておりますので、実情に即した日帰り入湯の明確化

を図るものであります。 
 税率につきましては、日帰り入湯税を５０円にしたことにより、利用客である市民と観光客

が受益し、笛吹市の温泉地としての活性化につながるものと考えております。また、本税の有

効活用の具体策についてでありますが、入湯税は地方税法の規定により環境衛生施設、鉱泉源

の保護管理施設および消防施設、その他、消防活動に必要な施設の整備、ならびに観光の振興

に要する費用に充てるために課することができるとされている目的税であります。 
 本市においては、従前より入湯税の有効的活用を考え、本税を充当する事業として、優先す

べきである事業は観光の振興としております。その中でも、笛吹市の観光宣伝活動やイベント

事業を展開していく上で、各種観光団体への補助金を最優先と位置づけております。 
 次に、本市の観光事業の発展に寄与する観光宣伝事業費への充当、さらに魅力的な観光地づ

くりを実現するための観光施設基金への積立金、または桃・ぶどう日本一の郷笛吹市の名を全

国に広めるための観光イベント事業費への充当と、この優先順位に基づき本税の充当を行って
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まいりました。 
 今後、観光産業の発展により入湯税が増加した場合、環境衛生施設や消防関係事業への充当

も考えられますが、現在のところは先ほど申し上げたとおり、各種観光団体への補助金が最も

有効活用できるものと考えております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 大久保俊雄君。 

〇１６番議員（大久保俊雄君） 
 説明をいただきました。 
 観光関連団体に観光連盟、観光協会、商工会等ありまして、単にイベントの事業担当分けで

なく、さらに効率がいい運営のほうが望まれるということで、ようやく観光物産連盟も法人化

を取得したということで、いろいろな法的な活動も可能になった中で、例えばチラシの作成で

すとか、インバウンド対策、さらに有機的な情報発信と強力なＰＲという有機的な結びつき、

こういったものをちょっと一歩、掘り下げて、もう一度、お聞かせ願いたいんですけど。 
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） 

 行政が行っておりました観光関係、もろもろの事業もありますが、それに別に一般社団法人

という形で、観光物産連盟を立ち上げてございます。この中では、笛吹が一体となる観光協会

等も一本になる立場の組織づくりを努めております。笛吹の観光が極端にいいますと、石和の

みならず、一宮のみならず、御坂のみならず、これを一体化することで、社団法人という形で

活動を進めていく予定です。それから４月１日は、すでに桃の花まつりのご案内もさせていた

だいておりますが、これについても基本的には観光物産連盟が主体となり、誘客活動に結びつ

くような観光事業に取り組んでいきたいと思っております。 
 以上になります。 

〇議長（小林始君） 
 大久保俊雄君。 

〇１６番議員（大久保俊雄君） 
 イベント、ＰＲ等、ＰＲは非常に重要でして、例えば、この春のお祭りもこういった、すご

い数の種類がございまして、これは決して無駄とは言うつもりはまったくございませんけども、

例えば１枚で、総合パンフレット、１枚で見やすく、見た人が行きたくなるような、そういう

ようなＰＲも大事ではないかということと、ビールの宣伝もそうですけども、テレビで流して

印象を植え続けることが誘客の大きな方法だと思います。インターネットだとか、チラシです

か、１年間の予定も対エージェントにしてもそうです、個人にしても。分かるものは花火大会

にしろ、ボジョレーのワインとか、そういった必要は、すぐにでも取り組んでいただきたいと

思いますけども、ＰＲの合理的な方法というのは、今のところをちょっと、お答えいただきた

いんですけども。 
〇議長（小林始君） 

 豊角産業観光部長。 
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〇産業観光部長（豊角英人君） 
 今現在、各観光協会等々でのイベントも考えておりますが、先ほど申し上げたとおり、物産

連盟では一本化を考えております。それには、見やすいパンフレット作り、またホームページ

も立ち上げておりますが、ホームページによります検索が随時、観光関係、市内全域、あるい

はもっと広い広域的な観光までを視野に入れる中で、今後、展開を図ってまいりたいと思って

おります。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 大久保俊雄君。 

〇１６番議員（大久保俊雄君） 
 それと５０周年の記念や、いろんな事業をこれから、今までの事業にプラスアルファで新規

事業をつくる中で、先日の凧揚げのような、５０周年事業委員会のようなものを立ち上げて、

なおかつ、この点を線にするような運営方法というものもあろうかと思いますが、そのへんの

見解と、あと５０周年イベント、足湯広場で行いましたけれども、ちょっとした足湯、温泉が

湧いてから、歴史のパネル展示をする、ちょっとしたスペースですとか、また鵜飼の鵜ですか、

笛吹ならではの徒歩鵜、そういったものを、そんなにスペースもとらず、予算もとらずにＰＲ

する整備方法というのも考えられますけども、そこらへんの整備を願いたいという思いがある

わけですが、そこらへんはいかがでしょうか、見解として。 
〇議長（小林始君） 

 豊角産業観光部長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 今年の１月、湧出５０周年ということになります。これについては、足湯広場等が県の企業

局も関係ございますが、また石和の観光協会等と連携する中で、実行委員会との立ち上げを４月

以降に計画しております。この中では、記念事業を取り扱う計画、あるいは足湯広場について

も、県外、海外も含める中での情報発信の拠点、また機能の充実、今後の観光振興の活用等々

に取り組んでまいりたいと思っております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 大久保俊雄君。 

〇１６番議員（大久保俊雄君） 
 あとは入湯税ですけども、条例改正でいくら、今年、増額を見込んでいるのか。また２１年

も、決算ベースで１億２，５００万円ということで、今は目的税でございまして、環境施設で

すとか、観光施設を含む観光の振興に充てるとされております。公平性と収納率向上は当然で

はありますが、税負担者、担税者としてもどういう方法がある中で、どういうものに使われた

のか。また要望の集約と実現に向けて市の考えはいかがでしょうか、お伺いしたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 梶原総務部長。 
〇総務部長（梶原清君） 

 入湯税の見直しにつきましては、今、特別徴収業者ということで、ホテル・旅館等、入湯施

設がある施設、以前は６０戸でありましたが、若干、ホテル・旅館を閉鎖したものもありまし
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て、６０戸を今、切るような状況でありまして、そのホテル・旅館、入湯施設があるところで、

特別徴収ということで、利用客から入湯税を徴収していただいて、市のほうへ納入してもらっ

ているのが実態であります。 
 入湯税につきましては、２０年度につきましては、決算で１億３千万円。２１年度につきま

しては１億２，５００万円。２２年度の予算額で１億４千万円の見込みでありますが、入湯税

につきましては、今回、改正するにつきまして、基本的には１日１５０円ということでござい

ますので、今回の見直しによりまして、現実的には、１泊の方と日帰りの方があるわけですが、

現状でいきますと、１日１５０円ということでありまして、６０戸の施設を毎年、２０件ずつ、

直接、税務課のほうで申告の指導を行いまして、３年に一度、調査・指導を行っているところ

でありますが、今回の見直しによりまして、実質的な入湯税につきましては、現実、分からな

いわけですが、税務課の試算でいきますと、８００万円ぐらいの減収になるんではないかとい

う見込みであります。入湯税の見込みについては、以上であります。 
〇議長（小林始君） 

 大久保俊雄君。 
〇１６番議員（大久保俊雄君） 

 非常に地域経済も自己努力はしているけども、崖っぷちだというような状況でありまして、

多くの人に来ていただく、多くの人に笛吹市のものを買っていただく、行政としてのお膳立て、

フォローアップを強くお願いしまして、次の質問に移らせていただきます。 
 続きまして、環境県日本一を目指す山梨県と日本一の果実と温泉のまち笛吹市にとって、次

の世代に大きな誇りと自信を持って残さなければならない本市の自然、とりわけ景観と風景の

保護のための具体策について、伺います。 
 申すまでもなく、山紫水明のわが笛吹市、果実の郷桃源郷、豊かな湯量を誇る温泉郷として

栄えてまいり、これらの豊かな自然と歴史を有する本市の環境を良好な状態に保全して、将来

の世代に引き継ぐ責務があります。そして、この責務を果たすため、本市の環境景観に関する

基本理念を明らかにし、景観保全に関する取り組みを総合的、かつ計画的に推進するための具

体策が必要であります。 
 そこで伺いますが、本市でも芦川地区は平成２１年度に景観条例を実施して、今定例会でも

笛吹市環境基本条例を制定予定、今後も笛吹市景観条例制定のための景観計画を予定しており

ますが、今後のスケジュールと主眼をどこに置いて策定するのか、お聞かせいただきたいと思

います。 
 さらに景観や自然保護する総論的な条例制定も大事ですが、それらの確実性を担保するため

の個別条例や規制も必要であります。その１つが屋外広告物であり、危険な屋外広告物が町に

溢れております。長年放置された老朽化した景観を損なう巨大広告物、道路に突出した看板、

街路樹、街路灯の柱の禁止物件等、県屋外広告物条例での禁止広告物も法適正もあいまいにさ

れ、放置されてきたと思われます。せっかく景観条例等を制定しても、これらの広告物が現状

のままでは、まさに看板倒れになってしまいます。それらに対する指導と対策の具体策につい

て、伺います。 
 また景観計画の策定にあたりましては、まさしく市民の目線で市民の方々の意見や提案を計

画に反映するための市民懇談会が組織され、過日、風景づくりシンポジウムで具体的な提案が

なされました。地域の景色や文化・歴史を隅から隅まで知り尽くしている方々だからこその提
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案に、その熱意に感動も覚えました。市としては、それらをどのように施策反映するのか、今

後の方向性をお聞きし、２問目の質問といたします。お願いします。 
〇議長（小林始君） 

 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、佐藤建設部長。 

〇建設部長（佐藤貞雄君） 
 大久保俊雄議員の一般質問にお答えいたします。 
 まずはじめに、笛吹市らしい景観・風景を守るための具体的な取り組みのうち、景観計画策

定の今後のスケジュールと主眼をどこに置くのかについてでありますが、本市におきましては、

平成２１年度から平成２３年度の事業として、笛吹市景観計画を策定しております。 
 平成２２年度は、市民の皆さまから公募した風景づくり市民懇談会の皆さまにより、５回の

市民会議を行い、笛吹市風景づくり市民プランを作成し、１月２２日に開催されましたシンポ

ジウムにおいて、成果の発表と市長への提案を行ったところであります。 
 今後のスケジュールでありますけれども、平成２３年度は、学識経験者の方や各種団体の代

表者を交えての策定委員会を４回開催予定であり、２３年度末に景観計画の原案の完成を目指

しております。また、平成２４年度には笛吹市景観条例を制定し、平成２５年度からの施行を

予定しております。 
 計画の主眼につきましては、市民プランで提案された内容を中心に、笛吹市内のさまざまな

資源を生かし、守る景観やつくる景観について、目標や方針、具体的施策を検討し、地域の活

性化につながるような計画としていきたいと考えおります。 
 次に、危険な老朽化した屋外広告物に対する指導と対策についてでありますが、屋外広告物

に関する指導につきましては、県の所管となっており、管轄事務所である峡東建設事務所にお

いて、許可申請や現場指導などが行われています。 
 景観条例が制定されますと、以降は笛吹市が屋外広告物に関する許可申請や現場指導などを

県から権限移譲を受け、引き継ぐこととなります。現在、峡東建設事務所では、管轄の山梨市、

甲州市、笛吹市の３市をパトロールする専属の職員を１名配置し、見まわり等を行う中、指導・

監視に努めております。 
 また、パトロールでは、簡易なチラシ等の撤去や大きなものについては、現場撮影等を明示

して、撤去指導を行っているところであります。 
 本年度の具体的な取り組みといたしましては、石和温泉駅前から国道２０号交差点までの間

を重点地域に指定し、未届け広告物５２件を確認したとの報告を受けており、併せて該当者か

ら是正のための申請書の提出が行われたとの報告も受けております。 
 市では、屋外広告物についての問い合わせがあった際には、県と連携し、制度等についての

周知徹底に努めております。また毎年、啓発活動の一環としまして、峡東建設事務所はもとよ

り、管内看板事業者と連携して、市内の屋外広告物の違反パトロールと市商工会・観光事業者

の方々に、屋外広告物の制度についてのＰＲチラシの配布などを行っております。 
 次に、風景づくりシンポジウムでの提案をどのように施策に反映するのかについてでありま

す。 
 現在、策定中の景観計画では、平成２３年度に予定している庁内検討委員会や策定委員会の

中で、上位計画である笛吹市総合計画や笛吹市都市計画マスタープランのもと、風景づくり市
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民懇談会の方々がつくり上げた市民プランをたたき台として、市内の様々な特徴的な景観資源

を生かしていけるような計画素案づくりを目指しております。 
 市民提案の中の、住民参加による地域の魅力的な景観資源を結び、さらに歩いて楽しい小路

づくり、いわゆるフットパスプロジェクトや地域を知る、好きになることを目指した楽しく学

べる場、風景学プロジェクトについても、重点的、先導的な取り組みとなるよう検討してまい

りたいと考えております。 
 その他、具体的な施策につきましても、これから協議されることとなっており、平成２３年

度末には景観条例のもととなる、景観計画の原案を公開していくよう鋭意努力してまいります。 
 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） 
 今、説明をいただきましたが、やはり笛吹市も観光立市、市内はもとよりおおぜいの方のお

客さんがいらっしゃる中で、危険があってはいけない、見苦しくてはいけないということで、

今の県の条例だということで、市は指導とか、直接、それは及ばないけどもと。認識を把握し

ているのであれば、県条例というのは、屋内公共物の規制、これはかなり強いものがありまし

て、例えば２．５メートル以下は駄目だとか、１本、こういう看板だと、いくら払わなければ

ならないというのがありまして、甲府市では平成１９年度から屋内広告物の指導をすべき、行

政が県から市に権限移譲ということで、甲府の町の責任は、甲府で市が負うということで、笛

吹市でも今、説明があったとおり、平成２４年度をめどに県から権限委譲ということでありま

す。当然、準備の必要と、現時点における相談体制からはじまって、通報先、また市の職員の

意思といいますか、そこらへんの組織立ち上げに向けて、どのようにお考えか、お伺いいたし

ます。 
〇議長（小林始君） 

 佐藤建設部長。 
〇建設部長（佐藤貞雄君） 

 先ほど答弁したとおり、またご質問のとおり、景観条例が制定されたあとについては、市の

ほうがそういった県の制度、権限を委譲されて広告物等の指導にあたっていくわけであります。

これらの窓口につきましては、今現在も、先ほど答弁いたしましたとおり、まちづくり整備課

が一応、窓口となっておりまして、それらの問題等、県のほうに連絡する中で、対応を進めて

きておりますけども、今後とも、そんな景観条例が制定されたあとにつきましても、やはり、

窓口については、建設部のほうに窓口を設置して対応していきたいと考えております。 
 また、これらの対応につきましては、非常に許可申請とか、そういったパトロール等が発生

いたしますので、当然、専門の担当職員等を配置した中で取り組んでいくべきではないかとい

うふうに、今の時点では考えております。 
 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） 
 あと、市民の施策反映ということで、これからも景観条例、景観計画をつくる中で、策定の
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ための委員会内の組織を立ち上げるということで、今、話がありましたけども、こういった提

案も手元にあるわけですけども、その決め方、手法ということを、ともすれば学識経験者と称

する学校の先生を座長に、また、ともすれば、決められた結論に導くための意見集約であって

はならないのかなと思うわけでありまして、１人でも多くの市民の方の意見反映をするための、

市民目線での意見集約を、笛吹市らしさを実現するための結論づけをしていく方策として、そ

こらへんの考えはいかがでしょうか。最後に、その１点をお伺いしたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 佐藤建設部長。 
〇建設部長（佐藤貞雄君） 

 今の、いろんな市民目線でということで、今後、策定委員さんにつきましては、メンバーに

つきましては、検討させていただきたいと考えております。特に市民懇談会といった、ご提案

もいただきました。その中で、先ほど答弁いたしましたとおり、その中でも特にフットパスプ

ロジェクト、それから風景学プロジェクト、こういった大変、貴重なご提案等もいただきまし

たので、そういった、今までの市民の方々のご提案等を反映した中で、さらにメンバーにつき

ましても検討した中で、笛吹市の活性化、また自然を守るための方策として、そういった方を

考慮した中で、メンバー構成についても検討していきたいと、このように考えております。 
 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） 
 持ち時間が来ましたので、以上で終了させていただきます。ありがとうございました。 

〇議長（小林始君） 
 以上で、大久保俊雄君の一般質問を終了します。 
 関連質問を許します。 
 志村直毅君。 

〇２番議員（志村直毅君） 
 １点、関連質問をさせていただきます。 
 先ほど産業観光部長の答弁の中で、観光物産連盟、ポータルサイト構築中ということで、笛

吹市の溢れる地域資源、魅力、観光の情報を掲載していただけると。その中で、広域的なもの

も視野に入れて準備をしているというような答弁だったと受け止めましたけども、これは本当

に、笛吹市が合併して大きな市になって、やっぱり、この笛吹市だからこそ、山梨の宿といわ

れる石和温泉を有するこの地域に、おおぜいの人に来ていただいて、そして通年で、いろいろ

な観光資源を楽しんでいただきたいというのと同時に、やはり山梨県内にお客さんを、いかに

おおぜい来ていただいて、そして、この笛吹市の地に足を運んでいただいて、宿泊もしていた

だければというような観点から考えますと、やはり甲府、あるいは峡東圏域、甲府盆地のその

他のエリアも含めて、そういった連携をしていく必要というのは、今まで以上に効果も上がる

でしょうし、必要だと思います。そういう点で、例えば峡東の３市というような枠組みで、職

員の方々、定期的な意見交換なり、情報交換なり、そういった場を積極的に設けて、あるいは

観光協会等の枠組みでもよろしいかと思いますが、そういったものが必要だと思うわけですけ

ども、ぜひそういったものを進めていっていただきたい。このへんについて、もし現状、やっ
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ている状況と、あるいは、これから定期的にそういったものを視野に入れて進めていく考えは

あるかどうか、お聞かせください。 
〇議長（小林始君） 

 豊角産業観光部長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 先だっても３市で東京京浜方面ですが、エージェントを呼ぶ中でエキスカッションを開催し

たところであります。この中でも、やはりそういった意見が事務レベルの中でも出ております。

広域的な観光を目指すということで、この中には甲府も入れていこうという、こんな考えもご

ざいますので、今後とも担当者の中で協議を重ねていく中で、広域的な観光は目指していきた

いと思っております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 志村直毅君。 

〇２番議員（志村直毅君） 
 本日は、読売新聞の山梨版にも掲載されておりまして、市長からもコメントをいただいてお

りました。昨年、笛吹市内で山梨市と甲州市の方々、市民レベルで営業して、映画祭をワイン

とともに楽しむというイベントから派生して、また、この笛吹で映画を撮っていこうというよ

うな新しい動きも出て、また、その映画祭も来年度は山梨市、甲州市のほうでやっていこうと

いうことで、民間レベルでも大いに動いていますので、ぜひ、そういう意味でも行政と民間と

協働して進めてみたらと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。 
〇議長（小林始君） 

 答弁はよろしいですか。 
 （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。 
 暫時休憩いたします。 
 ３時に再開いたします。 

休憩  午後 ２時４３分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ２時５９分 
〇議長（小林始君） 

 再開いたします。 
 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） 
 「何はともあれ 山に雨 山は春」、一雨ごとに春が深まっていく情景を詠んだ飯田龍太さ

んが好んでいた作品です。 
 正正会の新田治江です。通告に従いまして、２問、質問いたします。 
 １問目、保育環境施設整備について。 
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 先日、亀山議員、野澤今朝幸議員、３名で７カ所でしたが、保育所の視察をしてきました。

保育所は人づくりの原点、出発点であり、生涯にわたる人間形成の基礎が培われる場所だと思

います。乳幼児期、豊かな情操教育が育まれる環境でなければならない場所が、あまりの傷み

の激しさに驚き、これでは困ると保育環境施設整備について、質問します。 
 １点、７カ所の視察でしたが、特に石和第二保育所の施設の傷みは激しく、市としての今後

の整備計画を伺います。 
 ２点、共通して外壁、内壁、床、カーテン等の整備状況を伺います。 
 ３点、各保育所の耐震化、冷房設備の状況を伺います。 
 ４点、代替職員についての方向性を伺います。 

〇議長（小林始君） 
 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、中川保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（中川啓次君） 
 新田治江議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに保育所の保育環境、施設整備についてのうち、石和第二保育所の今後の整備計画に

ついてでありますが、石和第二保育所につきましては、耐震診断の結果、耐震改修の必要はな

いとのことでありましたが、築４０年を経過し老朽化が進んでおります。そのため、今年度で

施設改修のための設計を行っており、２３年度に園舎や園庭等の改修を行うための予算を本議

会に上程させていただいたところであります。 
 なお、改修に先立ちまして、今年度で下水道への接続工事を完了させております。 
 次に外壁、内壁、床、カーテン等の整備状況についてでありますが、公立保育所につきまし

ては、建設から相当、年数が経過し、老朽化の進む施設もございます。保育施設をいつも安全

な状態に維持管理するため、２年に一度、すべての保育施設に対しまして、建築基準法に基づ

く特殊建築物定期調査を実施しております。その判定結果により、指摘を受けたものにつきま

しては、早急に改善工事等を実施しているところであります。 
 ご質問にございます外壁、内壁、床等につきましても、この調査結果をもとに、順次、施設

の改修、整備を行っていきたいと考えております。 
 次に各保育所の耐震化、冷房設備の状況についてでありますが、公立保育所の耐震化につき

ましては、耐震診断が必要な保育施設すべての診断が終了し、これまでに耐震改修が必要と診

断されました石和第三保育所につきましては、今年度、耐震化工事と併せ、老朽化に伴います

外壁、内壁等の改修工事を行っております。 
 また、御坂北保育所につきましては、今年度、耐震改修等のための設計を行っており、やは

り、本議会に２３年度、改修を行うための予算を上程させていただいたところであります。こ

れにより、公立保育所の施設すべての耐震化が完了いたします。 
 なお、冷房設備の設置状況につきましては、全保育所すべての保育室に、冷房設備が設置さ

れております。 
 次に代替職員についてでありますが、保育所職員の代替職員につきましては、出産に伴う休

暇、子育てのための育児休暇、あるいは保育に支障をきたすような期間を要する傷病休暇等の

場合に、代替職員を配置しております。 
 今後も保育に支障をきたすことのないよう、保育所職員の適正配置を図るとともに、勤務時
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間体制を整えながら、必要な場合には代替職員の配置も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） 
 新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 
 再質問いたします。 
 第二保育所は、４６年の建設で本当に老朽化が激しく驚きました。今、部長の答弁で、２３年

度改修とのことですが、外壁、雨漏り、またカギもうまくかからない状態でした。また床が、

うぐいす廊下だなんていうくらい、きゅっきゅっ音がして、そして昨年の夏にはシロアリが発

生して困りましたなんて言っていましたけども、改修よりも、この際、私たち３人で見た限り

では建て替えの方向にいってもらったほうがいいねなんて思いましたが、その点についてはい

かがでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 河野福祉事務所長。 
〇福祉事務所長（河野修君） 

 ただいまの再質問にお答えをいたします。 
 たしかに築４０年経過しまして、老朽化が進んでございます。鉄筋コンクリート造りの建物

の場合、耐用年数は４７年ということになっております。先ほどの答弁でも申し上げましたと

おり、石和第二につきましては、今回、改修工事を行う予算を今議会に上程させていただきま

した。この工事によりまして、耐用年数も伸びるということになります。ただし、ただいまの

ご質問にありましたように、この老朽化が進む施設の建て替えについては、保育所の全体計画

をつくる中で、順次、検討を進めていきたいというふうに考えております。今後の少子高齢化

等を見込んだ中で、その検討も併せてやっていきたいと考えております。 
 答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 
 以前に経営政策課のほうで、いわゆる公共施設白書をつくるということを言っていましたが、

この進捗状況についてはいかがでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 池田経営政策部長。 
〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 以前、私どもがその段階で取り組んでいる事業の中で、市内の公共施設、どのくらい、これ

が管理状況、それからこれからの活用計画、それからそれが有効活用できるのかという検討会

を立ち上げました。その中で近い将来的に、公共施設白書をつくっていきたいというお話をさ

せていただきました。 
 現在の状況でございますけども、総務部の管財課が中心となりまして、市が所有しておりま

す公共施設等の実態把握のための建物台帳、いわゆる建物管理システム構築中でございます。

本年度末、いわゆる３月末にはそのシステムが構築できるものと思っております。それに基づ

きまして、各施設の現在価格、価値、どのくらいあるのか。残った耐用年数がどのくらいある



 １５９ 

のか。大規模な改修が何年ぐらいに訪れていくのかというところを、総合的に検討・計画いた

しまして、今、白書をつくっているという流れでございます。 
〇議長（小林始君） 

 新田治江君。 
〇１５番議員（新田治江君） 

 もう、それは予算を盛って、やり出したということでいいですか。そういう理解で。 
〇議長（小林始君） 

 池田経営政策部長。 
〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 現在、進めております、先ほど言いました建物でありますとか、土地の資産の管理システム

についても予算をつけて、この年度末、３月末には完成するスケジュールで進めております。 
〇議長（小林始君） 

 新田治江君。 
〇１５番議員（新田治江君） 

 耐用年数もいろいろあるんですけども、やはり早く、その実態把握の台帳をつくって、順次、

あんまり費用がかさまないように、計画的に進めていってほしいと思います。そして、古く傷

んだ壁、床、カーテンの中で、毎日、生活することは成長過程の子どもたちが、それが当たり

前という思い、そういう情操教育を育む上で、とても怖くなりました。市長は、アリーナ建設

で人づくりを掲げていますが、私はこの保育の現場こそが人づくりの出発点と思いますが、市

長はどう思いますか。 
〇議長（小林始君） 

 河野福祉事務所長。 
〇福祉事務所長（河野修君） 

 私のほうから、お答えをさせていただきますが、例えば、今回の質問は保育所施設でござい

ますが、これにつきましては、担当課であります新設されました保育課でございますが、ここ

で管理をしておるということでございます。他の部署においても、それぞれ担当課がございま

して、管理をしております。保育課でありますと、毎月定期的に施設を巡回いたしまして、現

場の保育士とも連携を密にしまして、施設の不備等については、把握に努めているということ

でございます。 
 部長と私も年に数回は、現場を見に行っているということで、その都度、市長には報告して

いるということになります。保育所に限って申しますと、公立保育所も１４カ所ございます。

すべての保育所を市長が定期的にくまなく、まわり歩くというのは、ちょっとスケジュール的

にも困難なところがございますので、現場を預かっております担当課等で、いろんなことにつ

いては、また市長に報告を差し上げたい。また、それから市長のほうも保育所の行事などには

出席していただきますので、そういった折にはぜひ、その場の視察をしていただくというふう

にしております。 
 報告書につきましては、以上でございます。 

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） 
 本当は市長にも、ああいう現場へよく足を運んでもらって、実態を見てもらいたいと思いま

した。私たちが見に行ったら、外壁もすごく傷んでいて、中も床もすごく傷んでいたので、や

はり子どもの人づくりをする原点のところは、ちゃんと見てもらいたいなということも思いま

した。最近、市長は行ってはいないんですね、見には。 
 それでは、次の質問に移ります。 
 耐震結果も終了したようですけども、耐震診断の結果というのは、耐震というのはいくつま

でが耐えられるような診断結果だったのか、参考までにお聞きしたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 河野福祉事務所長。 
〇福祉事務所長（河野修君） 

 耐震診断の基準ということについて、私の知る限りの知識でお答えをさせていただきますが、

単に耐震基準というのが、例えば震度６以上で、この建物を倒壊するかという判断の基準では

ないということらしいんですね。耐震診断の数値というのが、ＩＳ０という目標数値があって、

これが０．６でございまして、その目標数値が使われております。この目標数値というのが、

阪神・淡路大震災のときに人の命に影響を与えずに、かつ建物も倒壊しなかったという構造等

を統計的に計って、数値化してあるということでございます。 
 現況の建物の経年劣化度合いやコンクリートの強度、それから柱や鉄筋の状況とか、建物の

バランス等を総合的に判断しまして、この数値が出ているそうでございます。 
 ただし、今度は、公共施設については安全を期すために、この２０％増しの数値を使ってい

るということで、２０％増しですから、０．７２が目標数値というもので、これをクリアして

いるか、していないかで、耐震工事が必要かどうかということになるそうでございます。満た

していない場合には、当然、先ほども申しましたように、数値を上げるための設計をして、耐

震工事を行うということになるということでございます。 
 以上で、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 
 あとは私立保育所のほうは、耐震のほうはどうですか。 

〇議長（小林始君） 
 河野福祉事務所長。 

〇福祉事務所長（河野修君） 
 私立保育園も、やはり築がかなり経っているところがございます。先般も一宮保育所等につ

きましては、新しく建て替えたということでございます。それぞれ私立保育園でも耐震につい

ては、非常に関心を持っておりまして、順次、建て替えの計画がここらも寄せられております。

先般はわかば保育園も、今度、ここで新しくなるということで、八代保育園につきましても遊

技場を新しく、基準を満たすものにするということで、順次、整備を進めております。 
 なお、今、整備をしていただきますと、県の基金を使いまして補助金等が出ますので、私ど

ものほうも建て替えという場合には、支援をしてまいりたいと。その基金を使いまして、支援

をしていきたいというふうに考えております。 
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 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１つ、施設ですが、プールのほうも建てたままの古い状態になっていましたが、プール

の改修計画もありますか。 
〇議長（小林始君） 

 河野福祉事務所長。 
〇福祉事務所長（河野修君） 

 プールでございますが、プールはすべての保育所に固定式、あるいは組み立て式のプールは

全部ございます。ただ、最近、衛生的な観点から未満児用と年長児用と分けたほうがいいとい

うことでございまして、その場合には新たにプールを設置しておりますが、これはあくまでも

簡易型のプールを設置しております。 
 材質がＦＲＰのユニット連結の組み立て式というんですが、増設が可能で、組み立ても収納

も非常に場所をとらないということで、便利ということで、なお同じものを入れますと、ほか

の保育園の児童数が増えた場合にも、そのものが使えるというふうなメリットがあるというこ

とで、それを使っております。 
 それで、ご質問がありましたけども、国の普通交付税が追加交付をされました。本市でも、

これを経済対策に使うということで、実は２３年度以降にプールの計画を順次、今まではして

きたんですが、これを前倒しで整備しようということで、石和の第二と、それから第四と、御

坂の西、北の保育所につきましては、このプール設置をしていこうということで、補正予算に

議会で上程したところでございます。よろしくお願いいたします。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 
 子どもたちが喜ぶと思います。お願いします。 
 代替職員については、やはり事務職と違い、保育の現場は命を預かる、子育ての最前線です

ので、十分な配慮でそのような方向で進めていってほしいと思います。子どもたちが心身とも

にすこやかな成長ができるよう、取り組みをお願いします。 
 ２問目の質問にいきたいと思います。観光面に一役、坊ヶ峰の整備振興について。 
 八ヶ岳、南アルプス、甲府盆地などを一望でき、昭和２５年には新山梨１０景に選ばれた坊ヶ

峰です。古くは、坊ヶ峰一帯は大寺院の宿坊が多く建ち並んでいたので、坊さんの坊で坊ヶ峰

と呼ばれるようになったといいます。現在は、放送塔が建ち並んで、テレビ塔の坊ヶ峰と知ら

れています。また夜は盆地の夜景で、発展する山梨を実感させてくれています。境川村の時代、

地権者からはぜひ活用をということで一般質問にも出され、文化の郷構想もつくられましたが、

実現できず、合併になりました。市になって、新たに観光面に一役、整備振興ができないもの

か伺います。 
 １．展望タワーの建設は。リニアが見えるところをＰＲ、目玉として。 
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 ２．オーチャードガーデン、観光農園として整備し、観光客自身が収穫し、宿泊先でお膳に

のせてもらい、楽しみながら味わってもらう。 
 ３．何か補助事業の活用ができないか、伺います。 

〇議長（小林始君） 
 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、豊角産業観光部長。 

〇産業観光部長（豊角英人君） 
 新田治江議員の一般質問にお答えします。 
 はじめに坊ヶ峰の整備振興についてのうち、坊ヶ峰タワーの建設についてでありますが、境

川地区坊ヶ峰は遠くに南アルプスを望み、甲府盆地を一望できる場所で、笛吹市の中でも代表

されるビュースポットであることは、言うまでもありません。現在も多くの皆さまが素晴らし

い眺望を楽しまれていることは、確認いたしております。 
 しかしながら、この場所には、すでに展望施設が整備されており、自然に近い状態で小高い

山頂から十二分に美しい風景をご覧いただくことができます。このため、現時点では展望タワー

の建設は考えておりません。 
 次にオーチャードガーデン、観光農園としての整備についてでありますが、現在、農業後継

者不足等から周囲に耕作放棄地が増えている状況下、さらなる利用集積の推進、農業後継者支

援事業の拡大に努めております。また、新たな観光メニューとして、グリーンツーリズムの推

進を図り、農業体験などの資源を活用した農産物の生産・収穫体験ツアーなどを進めていく計

画検討に入っております。 
 すでに一般観光農園においては体験観光および、市においてもふれあい農園貸付事業を行い、

市民農園事業の推進を図っているところでもございます。 
 今後、良好な自然環境あふれる坊ヶ峰を貴重な観光資源と捉え、更なる有効利用を検討して

まいります。 
 また、補助事業の活用については、関係機関に対し、積極的な支援を要望してまいりたいと

考えております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 
 飯田蛇笏さんの俳句に「芋の露 連山影を 正しうす」、また飯田龍太さんの俳句には「水

澄みて 四方に関ある 甲斐の国」という俳句は有名です。南アルプスを背景にしたものです。

今、豊角部長の答弁で、展望施設が整備されているとおっしゃいましたが、この整備とはどん

なことを言っているんでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 豊角産業観光部長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 すでに外壁の舗装修復等も行っているという意味での整備になります。 
 以上です。 
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〇議長（小林始君） 
 新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 
 今の展望台には、ベンチとか案内板も必要と思いますが、現在はありません。また先ほど、

ももてなしの心といっていましたが、トイレ、休憩所、水飲み場も荒れてしまっている状態で

す。なんか整備を望みますが、答弁をお願いします。 
〇議長（小林始君） 

 豊角産業観光部長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 当然ながら、笛吹市内にある観光スポットの１つとして考えております。これは坊ヶ峰のみ

ならず、笛吹市内に点在する観光スポットについては、同じ考えの中でお客さまに楽しんでい

ただける、また清潔な環境づくり、これには努めてまいりたいと思っております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 
 トイレもすごく荒れてしまっているので、ぜひお願いしたいと思います。 
 展望タワーの建設も考えていないようですが、リニアをすぐ下に見えますし、本当に魅力な

観光資源だと思います。これを生かさない手はないと思います。現在、ありますＮＨＫの電波

塔を照らす電気代は、市が出していると思います。ＮＨＫと交渉して、ＮＨＫの塔に螺旋階段

でも付けてもらって、２０人ぐらいがのぼれるような展望台ができないか、交渉する機会をつ

くってほしいと思いますが、いかがですか。 
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） 

 大変、貴重なご意見ということで、また今後の協議の材料の１つには考えてまいりたいと思っ

ております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 
 お願いします。 
 そして、今は「安・近・短」といって、安は安い、近は近い、短は短時間で地域のひなびた

観光が注目されているようです。そこで展望台の下の荒れてしまったところに、四季折々の収

穫できるようなもの、例えばたらの芽、そして坊ヶ峰のところにはタケノコのはちこう、そし

てブルーベリーなどを植えて、収穫したものを宿泊先で揚げてもらい、食事に出してもらう。

また桜の花を植えるなどをして、ひなびた観光で交流人口を増やすという提案はいかがでしょ

うか。先ほどの前の方の質問にも、滞在型観光に結びつけるとか言っていましたけども、そん

なことはいかがでしょうか。 
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〇議長（小林始君） 
 豊角産業観光部長。 

〇産業観光部長（豊角英人君） 
 私どもで計画しております観光プランの中にも、百人百様の笛吹の体験づくり、こういった

ものをメインテーマに掲げております。これについては、多様なプランの提案があります。こ

の１つに農産物の生産、あるいは収穫の体験ツアー、こういったものの検討にも、当然ながら

入っております。 
 また答弁で申し上げたとおり、一般の観光農園でも、やはり収穫体験をすることにより、ワ

イン屋さんではブドウの摘み取りからワイン作り、製品になったワインをあとからいただくと

いうような、こういったものもございます。また、ふれあい農園の貸付事業等も市でも行って

おります。また境川の観光協会等々も協議する中で、やはり地元の観光の１つの目玉としての、

いろんな模索ができるかと思っております。地産地消を考えたグリーンツーリズムの推進とい

うことで、今後、検討を進めてまいりたいと思います。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 
 補助事業については、答弁してもらいましたか。補助事業については、また民間企業の活用

なんかも視野に入れてほしいと思います。そして部長がおっしゃいましたように、いろんなプ

ランがあります。ぜひ収穫したものを食べるということは、とてもその人にとってみれば、い

いことではないかなと思います。そういう７町のいろんな観光の目玉を取り上げ、それぞれひ

なびた観光で地域に、短時間で動けたり、そして交流人口を増やしていってほしいと思います。 
 以上で終わります。 

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） 
 やはり観光体験型というものは、グリーンツーリズムという言葉を使っていますが、これは

滞在型の観光の推進でございます。やはり笛吹市が持つ豊かな自然、それから景観等を生かす

中で、滞在型の体験をしていただくということで、今後、進めてまいりたいと思っております。 
〇議長（小林始君） 

 以上で、新田治江君の一般質問を終了いたします。 
 関連質問を許します。 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 観光振興で関連質問させていただきます。 
 坊ヶ峰で、ボランティアの方々によって採れたものはお土産、先ほど質問にもありましたけ

ども、また宿泊の食材、直売所にて販売と。同時に境川であれば、飯田龍太先生の俳句ののれ

ん、一筆線、俳句集など文化的土産も直売所に置いてもらうような取り組みを、７町それぞれ

掘り起こした中で、新鮮野菜プラス文化、相乗効果ありと考え、訪問者は喜ぶと考えますが、

市当局の考えをお伺いいたします。取り組みについて。 
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〇議長（小林始君） 
 豊角産業観光部長。 

〇産業観光部長（豊角英人君） 
 当然ながら、境川にある特色ある観光資源の活用については、十分考えております。来年度、

新たにもてなし観光バスというものを出します。今までの観光ルート、バスの周遊ルートから

外れて、境川については飯田蛇笏先生のところをまわるような、また５月末、６月ですか、に

ついては芦川のスズランのほうにまわると。特色ある笛吹の観光スポットをまわるようなこと

になりますので、そういった面については、境川のあるべき観光資源の売り込みはできると思

います。 
 ただし、土地を使っての地産地消ということになりますと、やはり一概にすぐにできますと

いうわけにはいきませんが、そういったものも含めて、今後の観光のＰＲとして、商品として、

また推進してまいりたいというふうに考えております。 
〇議長（小林始君） 

 風間好美君。 
〇６番議員（風間好美君） 

 ありがとうございます。 
 それで境川町の坊ヶ峰、八代町の銚子ヶ原、御坂町、八代町のところにあります一本杉等々

の眺望は、過日の代表質問等でもありましたけども、素晴らしい眺望だと思います。ぜひ、そ

ういう本市に、訪問者の方々に宣伝をしていただきたいなと思っております。夜景も素晴らし

いと思います。すべてが、笛吹市の素晴らしいところが見えるではないかなという考えも持っ

ておりますので、ぜひ、その点についての宣伝効果についての、普及についての質問とさせて

いただきます。 
〇議長（小林始君） 

 豊角産業観光部長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 今言ったように、夜景についても、素晴らしいビュースポットが市内に点在しております。

こういったものについても、やはり私どもが、トップツアーも含めて、エージェントまわりを

する中では、当然ながら商品としての提案提供はしてまいりますので、今後も引き続き、その

分については力を入れてまいりたいと考えております。 
 以上になります。 

〇議長（小林始君） 
 関連質問を終わります。 
 一般質問を続けます。 
 ３番、野澤今朝幸君。 

〇３番議員（野澤今朝幸君） 
 市民派クラブの野澤今朝幸です。 
 議長の許可を得ましたので、質問させていただきます。 
 市長におかれましては、連夜の市民ミーティング、本当にご苦労さまです。多機能アリーナ

に関する市民ミーティングもすでに３カ所、春日居町、芦川町、そして昨日の石和町というふ

うに進んできて、私もすべての会場に参加させていただいています。その中で、本当に住民投
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票というのは必要ではないかと、こういう声が日増しに強くなってきているというふうに、私

は感想を持っています。また市長も感想を述べる機会がありましたら、聞かせていただきたい

というふうに思います。 
 また、一般質問におきましては、一昨日の代表質問で、７会派のうち５会派が多機能アリー

ナについて、当局に問いただしましたし、私たちの市民派クラブの北嶋議員も市長主導の住民

投票ということで、諭を展開しました。 
 そこで今回は、この多機能アリーナの争点を整理させていただきながら、多方面から、この

多機能アリーナの正当性、これについて質問したいと思います。 
 まず、その論点をまとめると、以下、大体４つになろうかと思います。第１番目は合意形成、

これが正当であったかどうか。そして２番目は、財政見通しの正当性です。そして３番目は、

経営運営の正当性。最後に、これから決着をつける、そのつけ方の正当性です。 
 以上、この４点からの質問とさせていただきます。 
 まず、合意形成の正当性ですけれど、多機能アリーナ建設は当局の言い方でいいますと、合

併以来の懸案事項として、合意されているというふうにいっていますけども、具体的にどのよ

うに合意されたか、まず、この点を伺いたいと思います。 
 ２番目として、財政見通しについての正当性ですけども、６大プロジェクトが実施されても、

市財政の将来は健全であるというふうに豪語しているわけですけども、公共施設、先ほどから

いくつか質問が出ていますけれど、公共施設の改築、改修、あるいは建て替え、こういうもの

の経費がどのように盛られているのか、この推計に。そして、さらに前にも、私、質問しまし

たけれど、扶助費、これが推計では平成２６年からですか、ずっと一定に保たれているという、

このようなことは現実的には考えられないわけで、このへんの推計の見直しをする考え方があ

るかどうかも含めて、答えていただきたいと思います。 
 ３つ目は経営運営上の正当性ですけども、多機能アリーナの目玉は、やっぱりこれは１，５００か

ら２千席の集会施設、ここが目玉だと思います。このような座席を使用する集会、これが大体、

年間どのくらい想定されるものか。これは以前からお伺いして、なかなか具体的に出てきてい

ませんけれど、現時点で分かれば、そのへんの想定を話していただきたいと思います。 
 もう１つ、運営、あるいは運用に関わる正当性の問題ですけれど、市長は２月の広報に載っ

ていたと思います。それは連合区長会でのあいさつを引き写したということですけれど、あそ

こにアイメッセを利用して、大変、大きなお金が笛吹市に落ちたということですけど、なぜア

イメッセで利用でき、利用できたんだから、私はいいと思うんですけども、なぜ、それが多機

能アリーナをうちに造らなくてはいけないかという理屈、これがやっぱり判然としない。この

ことについて、お伺いしたい。 
 最後に今後の賛否の決着、どういう形が正当であるかということですけれど、市民の間で、

これだけ大きく意見が分かれていて、これは賛成派も反対派も異論がないと思いますけど、将

来にかけて、かなり大きな影響、これは良かれ悪しかれ、大きな影響が出ると。こういうもの

を建設するのに、市長も春日居で言ったと思うんですけども、将来のことに対しては責任は取

れないというふうに言っていました。取れないんです、これは。議員の皆さんも取れないと思

います。その取れないことに対して、市長と議会で決めるということが、理屈上、成り立たな

いというふうに、私は思います。だから住民投票をすべきだというふうに考えますけれど、こ

の点に関して、しっかりした明確な答弁をいただきたいと思います。 
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 以上。 
〇議長（小林始君） 

 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、池田経営政策部長。 

〇経営政策部長（池田聖仁君） 
 野澤今朝幸議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに多機能アリーナ建設の正当性を問うのうち、合併時にどのように合意されたのかに

ついてであります。 
 平成１６年、６町村が合併時に策定いたしました新市建設計画、平成１８年、芦川村との合

併時に策定いたしました新笛吹市基本計画のいずれの計画の中でも、地域の一体化を進めるた

めに生涯学習施設やスポーツ施設の整備推進を掲げ、みんなが集うことのできる施設整備を進

めることとしております。それぞれ合併協議会において確認の上、承認されたものであります。 
 次に将来財政の見通しに、公共施設改築等の経費や扶助費は正確に算入されているかについ

てであります。 
 市では道路をはじめ多くの公共施設を有しており、その維持管理を行っておりますが、建設

後、年数が経過しますと当然、老朽化や破損等が生じてまいります。公共施設において、改築

および大規模な改修が必要となる場合は、多額な経費を要することとなります。このような場

合は耐用年数に基づき、その緊急性ならびに重要性を考慮し、総合計画の実施計画に計上した

上で、年次計画により整備を進めております。また、その財源計画についても、利用可能な国

県補助金および有利な起債など、特定財源が充当できるよう調査・研究を進めながら、的確に

市の財政計画に算入しているところであります。 
 次に扶助費でありますが、国の制度や要綱が毎年のように改正されるだけでなく、景気の動

向および国政の情勢にも大きく左右されることから、翌年度以降の本経費の所要額を正確に見

通すことは非常に困難であります。しかしながら、国や本市においても、着実に少子高齢化が

進む中、扶助費の毎年の自然増は避けられないところであります。 
 今後も本市におきましては、国における社会保障費の推計値等も参考にしながら、扶助費の

推計を行ってまいりたいと考えております。 
 次に１，５００から２千席を使用する催しを年何回想定し、具体的にはどんな催しかについ

てであります。 
 現在、基本設計業務の委託契約を締結したばかりであり、施設内容につきましては、今後、

より多くの市民の皆さまのご意見を伺った上で、建設委員会でご協議いただき、基本設計に反

映させてまいります。このため、現状で、具体的な催しや利用回数をお示しすることは大変、

難しいところであります。 
 しかしながら、本市の最大収容施設はスコレーセンターの４００席でありますので、７万人

を超える人口を考えますと、十分ではありません。今まで行うことができなかった小学校や中

学校の合同音楽会や講演会、また保育園から高等学校までの年代を越えた交流会なども開催が

可能となります。また、人数制限を余儀なくされていた合同慰霊祭や市制施行記念式典なども

多くの方々にご参加いただくことができます。 
 さらに、この施設は体育館機能に軸足を置いておりますので、日常、市民の皆さまにご使用

いただきながら、各種スポーツの大会に幅広くご活用いただけるものと考えております。主な
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ものといたしまして、体育館で行われるバレーボールやバスケットボール、ソフトバレーボー

ル、卓球、バトミントン、剣道等の交流大会、市大会、県大会、関東大会、全国大会などの活

用を想定しております。 
 次にアイメッセでの例を挙げているが、なぜ市内になければならないのかについてでありま

すが、アイメッセの事例につきましては、多くの方々が集った場合の効果の一例として、ご説

明申し上げたものであります。 
 おおぜいの方にご利用いただけるという点では、多機能アリーナも同様であり、必要性につ

きましては、これまでるるご説明申し上げているとおりでございます。 
 次に多機能アリーナ建設の賛否は、住民投票でについてでありますが、代表質問でもお答え

いたしましたとおり、現在、市内７カ所での市民ミーティングを行っておりますので、各地で

の市民ミーティングで、皆さまのご意見をお伺いしながら、判断してまいりたいと考えており

ます。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 野澤今朝幸君。 

〇３番議員（野澤今朝幸君） 
 まず、新市建設計画ということですけれど、どこにも多機能、多目的、そこまで書かなくて

も複合施設でもいいです。今回のは、単体の単独の施設とは違う複合施設なわけです。そして、

さらに一番の焦点は、先ほども言いましたように、集会施設ということで、大規模な集会施設、

１，５００から２千という座席を要する、このことについての言及がないというふうに思いま

すけれど、それはハサミとノリと、それを使って自由にくっ付ければ複合になりますよ、これ

は。こんなルールで、いいわけなんですか。それだったら、新市建設計画が非常に軽いものだ

と思いますけれど、答えてください。 
〇議長（小林始君） 

 池田経営政策部長。 
〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 議員のご指摘のとおり、複合施設という表現は使っておりません。ただ、それぞれの施設を

それぞれに建設する場合の効果・効率を考えますと、これは複合施設として建設したほうが、

効果がこれで十分であるという判断からであります。いずれにしても、今回、考えております

多機能施設は体育施設であり、文化的な施設であるというふうに私どもは考えておりまして、

これに基づきまして計画を進めていくというものであります。 
〇議長（小林始君） 

 野澤今朝幸君。 
〇３番議員（野澤今朝幸君） 

 それは、池田部長か市長のアイデアですよ。そういう自分たちのアイデアを誰に断りもなく、

くっ付けて、それを認めろというのが現状だと思います。これは終わります。 
 ２番目の財政見通しですけれど、すでに皆さんに資料としてお配りしております。まず１点

は、先ほども池田部長からもお話がありましたように、１つは扶助費が２６年でしたね、たし

か。それから全然、伸びていない。これは伸びるのが普通だと思いますけれど、そういう数値

を使って、推計、あたかも見通しが健全であるという、これは当局が伸びるといっているんで
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すから、伸びるのに、これは４９億円でしたか、そういう数字でずっと、この１点と、もう１つ、

この資料ですけども、これはプライマリーバランスというのはどうかというのは、ちょっと事

前に、財政課長と話したので、それは抜かします。要は２１年、２２年、２３年、ここを見て

いただければ、市の長期財政推計では、２１年には２億２千万円、借金が増えると。２２年、

２３年には減っていくというんですけど、実際には借金がすごく増えていますけども、このへ

んの原因について、説明をいただきたいというふうに思います。 
〇議長（小林始君） 

 鈴木財政課長。 
〇財政課長（鈴木幸弘君） 

 野澤今朝幸議員の再質問にお答えさせていただきます。 
 まず扶助費の関係でございますが、昨年の３月議会のときに、中期財政計画の説明をさせて

いただきました。そのときに、昨年の３月ですから、子ども手当が国でも話題になっていると

ころでございました。そのときの説明の中では、あくまでも子ども手当、入っておりませんよ

という中で説明をさせていただいたというふうに思っております。今回、扶助費等につきまし

ても、今、しっかりした数字等、毎年のことですけども、つくらせていただいております。扶

助費、また先ほど、投資的事業等も含めまして、今議会中に、また推計等につきましても、ご

報告させていただきたいと思います。 
 それから、もう１点、今、議員がこちらにお配りいただきました資料です。私も正直な話、

今、初めて見させていただきました。この資料につきましては、議員が独自に調査・研究した

数字だと思っております。 
 中身等の数字につきましては、下にございますように、第２次行革大綱の数字からきている

数字だと思っております。その中で、プライマリーバランスというような言葉も書いてござい

ますが、基本的にプライマリーバランスというのは公債費の歳入歳出を除いた、基本的な財政

の収支というような形だと思っております。 
 見させていただきますと、この中では、歳入につきましては、まず、実質数字に足していた

だきたいのが臨時財政対策債、私のほうでは財政推計をつくるときに、臨時財政対策債は地方

債ですけども、あくまでも、これは地方交付税の代わりのものであるという考えのもとに、あ

えて地方債の借り入れではなくて、交付税というような考え方をさせていただきました。 
 これはあくまでも交付税の中として、国が本来、交付すべき金額ですからという形のような

解釈のもとです。ですから、ここでいいますと、例えば平成２２年度に２９億円、今年度です

けど、２９億７，５００万円を推計していますが、実際は４９億７，５００万円ということに

なっておりますが、今年度は臨時財政対策債２３億円を予定しておりますので、大まかに今年

度、計画した数字となっているように考えております。 
 それから当然ながら、数字的には合併特例期間におきましては、歳入、公債費の償還よりか、

借り入れのほうが多くなるように思います。当然ながら、合併特例期間という投資を行う、基

盤整備を行うときでありますので、起債のほうが増えていくなというふうに考えております。

しかしながら、起債におきましても、当然ながら合併特例期間でありますので、合併特例債を

はじめとしまして、過疎債等、あくまでも有利な交付税算入があるものを優先的に起こすとい

う中でや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。 
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〇議長（小林始君） 
 野澤今朝幸君。 

〇３番議員（野澤今朝幸君） 
 分かりました。その大きな金額の差というのが、おぼろげながら分かりました。今、課長が

言ったように、新しいところで、しっかり、扶助費もできる限りのところでいいですけれど、

やっぱり３１年まで、しっかり出して推計していただきたい。 
 最後に市長が今回のミーティングを通して、住民投票はするか、しないか、決定するという

ような、その場合、何が基準で、それを決めようとしているか、そこをお答えください。 
〇議長（小林始君） 

 荻野市長。 
〇市長（荻野正直君） 

 市民のご意見をしっかり受け止めた上で判断をしていきたいと、こういうことでございます。 
 それから先ほどの質問の中で、新市の建設計画、非常に軽いものであると、こういうふうな

発言をいただきましたけども、いわゆる合併協議会の議員の名誉のためにも、私、申し上げて

おきますけども、合併協議会でこの件については、しっかりと協議をして、新市が誕生したわ

けです。そして、この言葉を使う中におきましても、具体的な、例えば体育館を造りますとか、

何を造りますとかいうふうに具体的にしてしまうと、あとの修正がきかないという意味で、言

葉としても最大公約数的な言葉にしようと、こういうことで事務局等と意見が一致する中で、

合併協議会にこういう言葉として提案をさせていただいているわけであります。 
 ですから決して、しかも１行１行、全部合併協議会の中でご確認をいただいて、決定をさせ

ていただいておりますから、決して新市の建設計画、合併協定書等を含めて、決してそんな軽

いものではないということをご理解いただきたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 野澤今朝幸君。 
〇３番議員（野澤今朝幸君） 

 私は建設計画が軽いものだというふうに言ったわけではなくて、複合施設とか、そういうこ

とがないのに、自由にくっ付けても、そういうやり方が軽いんではないかというふうに言った

わけです。軽く見ることになるんではないかと。 
 もう１つ、最後、市民ミーティングというのは、１０月の市民ミーティングが終わってから、

市長は住民投票の判断をするかどうか、今回で判断するのかどうか、それだけ最後に聞きたい

と思います。 
〇議長（小林始君） 

 荻野市長。 
〇市長（荻野正直君） 

 昨日もそういったご質問をいただきまして、昨日の市民ミーティングでもご質問をいただき

まして、新しい基本計画を今、策定中であります。これにつきましても、できる限り、どうい

う方法で、市民ミーティングを開催するか、まだ決定しておりませんけども、やはり、そういっ

たものを含めて、検討していきたいというふうにお答えを申し上げました。 
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） 
 ということは、１０月以降ということのように理解します。 
 以上です。ありがとうございました。 

〇議長（小林始君） 
 以上で、野澤今朝幸君の一般質問を終了いたします。 
 関連質問を許します。 
 北嶋恒男君。 

〇４番議員（北嶋恒男君） 
 関連質問をさせていただきます。 
 まず、用地スタッフは今、何人で仕事をしていまして、今までの用地交渉の状況をお聞かせ

願いたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 池田経営政策部長。 
〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 現在のところ、用地スタッフという専門スタッフは設けておりません。現在、多機能アリー

ナ建設は２．５人、非常勤の方がいらっしゃいますので、約３名で進めております。そんな中

で用地交渉関係も対応しておりまして、具体的な用地交渉につきましては、地域にその地権者

会ができまして、その地権者会の皆さんとも随時、情報交換をしながら取り組んでおりますが、

具体的な用地交渉の段階には至っていないというふうにご理解をいただきたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 北嶋恒男君。 
〇４番議員（北嶋恒男君） 

 先日の、私の代表質問で土地鑑定評価をいつということを言いましたら、１１月ごろという

お話ですけども、どうして遅れているか、ちょっとお伺いしたいんですけど。 
〇議長（小林始君） 

 池田経営政策部長。 
〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 私どもの考え方として、決して不動産鑑定が遅れているという考え方は持っておりません。

具体的な用地交渉に入るのは、そのあとだろうというふうに考えておりますので、その前にあ

る程度、不動産鑑定価格も分かればいいのかなということでありまして、いわゆる用地交渉を

始めるまでに、そこのところは済ませておけばいいという認識だと思います。 
〇議長（小林始君） 

 北嶋恒男君。 
〇４番議員（北嶋恒男君） 

 それでは、代替地を要望している方は何人か、いらっしゃいますか。 
〇議長（小林始君） 

 池田経営政策部長。 
〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 なかなか、そのへんの情報を公開していいものかどうかという部分もございますけども、現

在のところ、１社、そのようなお話も伺っております。 
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 以上です。 
〇議長（小林始君） 

 北嶋恒男君。 
〇４番議員（北嶋恒男君） 

 それは、相当、大きな会社であるではないかなということも聞いております。その代替地を

要望しているものに対しまして、市ではどのように対応しようと思っていますか。 
〇議長（小林始君） 

 池田経営政策部長。 
〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 基本的な考え方とすれば、代替地というところの契約は、いわゆる公共用地として提供され

る方と代替地として提供される方の契約、もしくは市の土地であれば三者契約とか、いろいろ

な部分がありますけども、基本的にはＡという方とＢの方の契約となっております。ただ、私

どもも、それぞれ皆さん、やってくださいというお話は、なかなか難しいお話がございますか

ら、当然、そのどういうところがいいのかという条件等々につきましては、ご相談をさせてい

ただいております。ご相談を受けているというふうな状況であります。 
〇議長（小林始君） 

 北嶋恒男君。 
〇４番議員（北嶋恒男君） 

 今、現実にお考えになってください。あと４年ですよね。４年で完成する。そして、あとを

追っていきますと、こちらの提示が１年半の工事期間。その前には、いろいろ建築確認とか、

それから業者のジョイントをやれば、数カ月、半年はかかると思うんですよ。佐久市の場合は

３年間、工事期間をとりました。うちの場合は１年半ですね。そうしますと、約２年半ぐらい、

そういう工事期間、発注する準備が入って、２年半かかると思うんです。そうすると、あとど

のくらい残っていますか、１年半ですよね。１年半で、今のような用地の状況で、全部、土地

を買えるんですかね。土地を買って、そして文化財の調査もやりますよね。そうすると、博物

館の調査ですと、約１年かかったと、おっしゃっています。それで何も出なかったですけども、

１年かかりました、広い土地ですから。その文化財調査は、立ち木のまま文化財調査をするん

ですか、そのへんはどういうようにお考えでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 池田経営政策部長。 
〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 文化財調査でありますけども、現在、私の知識からすれば、試験的な部分で調査して、本格

的な調査の必要性があるのかどうかということについて、判断していく方向になると考えてお

ります。 
 工期のご心配を大変いただいておりますけども、私どもは全力で、この実現に向けて取り組

む覚悟でございまして、そこに投入する人と材等々、そのへんも考慮しながら進めていきたい

ということと、それから県におきまして、県立博物館を建設いたしましたけども、その状況を

見ますと、いわゆる建設予定地を決定して、竣工までに要した期間というのが約３年８カ月、

４年程度ですね。でき上がったという事例もございまして、それをひとつのモデル的に考えま

して、取り組んでいきたいというふうに考えております。 
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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） 
 土地鑑定が１１月ごろだと。それほど、そんなに早くやる必要はないという、今、考えだと

いうことなんですけど、土地鑑定で評価が出ます。公共事業ですから、その土地鑑定より高く

買うわけにはいかないんです。そうすると、必ず地権者は、こんなに安くてはといいます。そ

れをどうするか。時間がかかるわけです。そして、それをなんとかなだめて、補償をどうにか

しますからということで、何年かかけて妥結をするんですよ。１年ぐらいの間に、それを全部、

提示して、代替地まで面倒みてあげて、１年でできるんですか。それはウルトラＣどころでは

ない。４回転半、５回転半でもできません。それはいいです。 
 それから、もう１つ。ホテルへの対応なんですけども、この前のお話ですと、まだ１社のと

ころには、話もあいさつも行っていないということなんですけど、市長さんは一度は行ってい

るでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 池田経営政策部長。 
〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 私どもスタッフが対応しております。 
〇議長（小林始君） 

 北嶋恒男君。 
〇４番議員（北嶋恒男君） 

 常識的に、あとから入って開発する事業者というのは、まず、そこのあいさつをしなければ

ならないと思うんです。それが人間的でもあり、道義的な責任である。まして、あれらのホテ

ルは閑静で、ひそやかだから人気があって、経営が成り立っているんです。そこへ、これから

雑踏の中のそういう施設が入るということになれば、これは大変なことなんですけども、その

へんの交渉が、まず一番ポイントだし、用地の問題もそうですけども、その隣地の、そこの同

意がなくてもできるんでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 池田経営政策部長。 
〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 現在、私の知識の中では、どこまでの同意という部分につきましては、明確にお答えするこ

とは、現時点におきましてはできません。スタッフは承知していると思います。 
 北嶋議員、ご指摘いただいておるのは、大変、参考になります。これからもぜひ、ご指導い

ただきたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 北嶋恒男君。 
〇４番議員（北嶋恒男君） 

 では、もう１つ、言います。 
 もし、その隣地の同意、まして、あんな素晴らしい隣地ですよ。大きな。そこの同意が得ら

れない場合はどうなるかといいますと、農地転用ができないんですよ。縦覧します。そして、

そのとき何カ月間、縦覧して、住民が、これは駄目だということであれば、駄目なんですよ。
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だから、そうなると、アリーナの場所は移転しなければならないでしょう。どう思いますか。 
〇議長（小林始君） 

 池田経営政策部長。 
〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 先ほど申し上げましたように、北嶋議員のご指摘につきましては、随時、私ども検討させて

いただきながら、進めてまいりたいというふうに考えております。 
〇議長（小林始君） 

 北嶋恒男君。 
〇４番議員（北嶋恒男君） 

 ですから、老婆心ながら言いますけど、今のうちに住民投票をして、市民に判断してもらっ

たほうがいいんですよ。もう、このまま突っ走ると、本当に急ブレーキがかかって、大転倒し

ます。もう、はっきり言います。いかがですか。 
〇議長（小林始君） 

 池田経営政策部長。 
〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 住民投票の部分につきましては、先ほども市長が答弁したとおりでございます。市民ミーティ

ングを進める中で、判断していきたいということでございます。 
〇議長（小林始君） 

 北嶋恒男君。 
〇４番議員（北嶋恒男君） 

 そういったことで、期限も本当に用地交渉に、今のお話だと２．５人で、ちょっと資産のこ

とも、全部、そういうことの内容をやっていないようですけども、もう、なんかちょっといろ

いろ議論をするのが嫌になるくらいで。ぜひ、頑張っていただきたいと思います。 
 以上で終わります。 

〇議長（小林始君） 
 以上で、関連質問を終わります。 
 一般質問を続けます。 
 ２３番、前島敏彦君。 

〇２３番議員（前島敏彦君） 
 笛政クラブの前島でございます。 
 ２問につきまして、質問させていただきます。 
 まず、最初に上水道事業についてを質問させていただきます。 
 はじめに、浄・配水場の建設についてを伺います。 
 境川、御坂の浄水場、配水池の建設に関わる水源は広瀬ダムの余剰水を利用し、安全で、か

つ安定した水が供給されることは、住民生活にとって大切なことであります。境川の浄・配水

場は過日の２月２５日に竣工式が行われましたが、浄水場には最新技術の膜ろ過装置が設置さ

れ、給水が開始されました。全体事業費は１１億６，６００万円でありまして、充当財源につ

いてをお伺いいたします。 
 また給水地域は、境川の全戸と八代、石和地区の一部とのことでありますが、八代および石

和地区のどの地域へ給水されるのか。また、予定給水戸数についても、お伺いいたします。 
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 御坂の浄・配水場の建設計画年度と全体の事業費についても、充当財源についてをお聞きし

たいと思います。 
 また給水については、御坂の区域と給水戸数、一宮、石和地区への一部にも給水される計画

とのことでありますが、一宮および石和地区のどの地域へ給水されるのか。また、予定給水戸

数についてもお伺いいたします。 
 次に今後の事業のうち、人体に影響があると言われております石綿管の敷設替えについて、

市では優先的に事業され、安全な水の供給に努められておりますが、現時点で敷設替えする石

綿管の延長と完了する年度についてを何年を目標としているのか、これについてもお伺いした

いと思います。 
 公営企業への取り組みでありますが、平成２３年度から芦川地区を除いて、すべての簡易水

道が上水道事業に移行される公営企業関係となるとのことでありますが、経営の安定を図って

いかなければならないが、平成２３年度から２８年度までの各年度の主要事業と企業会計につ

いての経営方針についてをお伺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。 
 答弁を、竹越公営企業部長。 

〇公営企業部長（竹越富男君） 
 前島敏彦議員の一般質問、境川浄配水場および御坂浄配水場の投資金額と今後の事業計画に

ついて、お答えいたします。 
 境川上水道事業７億７，６００万円、配水場事業費３億９，３００万円、合計１１億６，９００万

円の財源内訳は、国庫補助が２億４，８５０万円、合併特例債４億５，６８０万円、起債４億

３，５４０万円です。また給水区域については、境川全域と八代地区は増田地区の２３０戸、

石和地区は井戸、東油川、砂原地区の８０７戸です。 
 次に御坂浄・配水場の建設計画年度と全体の事業費と充当財源についてですが、事業計画は

２２年度に用地買収、２３年度は工事に関わる実施設計、２４年度から２５年度に本体工事を

行います。 
 総事業費は現時点の概算ですが、２９億２，７００万円、予定をしております。財源は国庫

補助６億９，５００万円、合併特例債１１億１，４９０万円、上水道会計での起債１１億１千

万円です。給水区域は基本計画で、簡易水道として残る道場、駒留地区、以東と竹居を除く３，

６９１戸。一宮地区は市之蔵、新巻、塩田の４１５戸。石和地区は四日市場、日の出、向田の

１，２００戸です。 
 次に石綿管の敷設替えについてですが、合併当時、１０キロメートルあった石綿管は公共下

水道関連工事等の敷設替えで、４キロメートルになりました。２４年度までに、すべて完了の

予定です。 
 次に平成２３年度から２８年度までの各年度の主要事業と企業会計の経営方針については、

平成２３年度御坂浄・配水場の実施設計のほか、下水道関連に関わる工事と境川地内の送配水

管布設工事、２４年・２５年度は御坂浄・配水場の本体工事と、それに伴う御坂、石和地内の

送配水管敷設工事、石綿管敷設替え工事、２６年度以降については、引き続き市内各地区の送

配水管工事を行う予定です。経営方針は、水道料金と自主財源の確保に取り組みます。 
 以上で、答弁といたします。 
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〇議長（小林始君） 
 前島敏彦君。 

〇２３番議員（前島敏彦君） 
 ありがとうございました。 
 ただいま、答弁をいただきましたけども、公営企業会計となる上水事業についてであります

けども、平成２３年度から２８年度までの収支計画をどのように捉えて、事業を実施していく

のか、お伺いしたいと思います。また、平成２３年度から２８年度までの各年度ごとの事業費

と事業費の財源として、国庫補助、地方債、合併特例債を活用するならば、特例債の充当額に

ついてもお聞きしたいと思います。平成２６年度までに、充当予定の合併特例債の総額につい

ても、お伺いをしたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 竹越公営企業部長。 
〇公営企業部長（竹越富男君） 

 再質問の平成２３年から２８年度までの収支計画と、平成２６年までの合併特例債の総額に

つきましては、公営企業会計の平成２３年から平成２８年までの収支計画についてですが、国

庫補助事業の３分の１、単独事業費の２分の１が合併特例債を活用することができます。合併

特例債の総額は、市の水道基本計画において、おおむね２４億９千万円です。残額の財源につ

いては、上水道事業において企業債での対応となります。また、赤字補填の一般会計からの繰

り入れも景気の低迷により、限られた範囲内です。料金改定の必要性がありますが、財源確保

として、料金収入の確保と既設水源の統廃合を進め、経費の削減に努めます。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 前島敏彦君。 

〇２３番議員（前島敏彦君） 
 ありがとうございました。 
 ２４億９千万円ということでございますけども、一昨日ですか、渡辺正秀議員のリニアに対

する総合的な質問が、日照権ですとか、農産物に対しての影響ですとか、渇水等々の質問がご

ざいまして、運輸機構とも協議を進めたり、いろいろなご配慮していただいているということ

でございますけども、竹居地区においては、今なんか、井戸も横穴で、最新の技術で掘ってい

るということ、部長、ご存じかと思いますけども、そのへんと、あと、今、うちの近所と申し

ましょうか、市之蔵から渇水場所へローリーで、頻繁に運んで対応していただいているという

ことも聞いておりますし、目でも見させていただいておりますけども、御坂地区のいくつかの

簡易水道、こういった実験線の弊害といってもいいでしょうか、枯渇している、心配をしてお

るわけでございますけども、戸倉地区については、区民の総意で市の上水道への加入を希望し

ているとも聞いております。市では、そのへんの対応についてはどのように行っているのか、

そのへんについても、ちょっと質問をしたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 竹越公営企業部長。 
〇公営企業部長（竹越富男君） 

 ただいまの再質問でございますが、飲料水の枯渇問題につきましては、非常に危惧されるわ
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けですけども、市民生活が脅かされるようなことのないように、鉄道運輸機構と協力して、応

急対策を実施している状況でございます。戸倉地区の地区水道の恒久対策につきましては、戸

倉区長から市の上水道へ加入したいとの要望書が提出されております。その要望書に基づきま

して、鉄道運輸機構と協議を進めているわけでございますが、現在、計画しております御坂上

水場の水を戸倉地区まで排出するのは、地理的に困難でございます。鉄道運輸機構において、

新規に水源を確保していただいて、現在も１カ所、スポーツ広場のところにあるわけですけど

も、それは河原とか、農業用に使うということですので、もう１カ所、水源を確保していただ

いて、その施設を、上水施設を建設していただいて、将来的に、その施設を笛吹市に移管をし

ていただく方法で検討をしております。住民の意向に沿えるような形で、協議を進めてまいり

ます。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 前島敏彦君。 

〇２３番議員（前島敏彦君） 
 ありがとうございました。 
 住民生活にとっては、水が一番、重要だと思いますので、ぜひ、ご配慮をお願いしたいと思

いますし、次の質問に移らせていただきます。 
 次に、下水道事業についてを質問させていただきます。 
 快適な生活環境をつくるため、下水道事業は推進されておりますが、今後の地方債計画など

についてをお伺いしたいと思います。 
 市における公共下水道事業の平成２１年度末の地方債残高は２３５億２千万円で、県内同規

模の市よりも高い残高であり、今後の事業の実施に関わる地方債の借り入れによって、下水道

会計は悪化していくことを懸念しております。平成２１年度決算においても、一般会計からの

繰出金が１７億８千万円でありまして、一般会計をも圧迫しているのが現状であろうかと思い

ます。 
 平成２３年度から５年間を見通した各年度の下水道事業費、地方債の借入額、地方債残高を

お伺いしたいと思います。また下水道事業の経営の安定化、財政の健全化を図るためのお考え

をお伺いします。 
 次に、平成２３年度の事業実施地区と事業費についてをお伺いしたいと思います。 
 下水道整備事業の完成年度についてでありますが、公共下水道事業は合併前の町村において、

下水道整備計画に基づき、昭和５４年度から事業を推進してまいりました。３０年を経過した

平成２１年度における笛吹市の普及率は５８．２％で、平成２２年度のマニフェストでも、２２年

度見込みで５８．９％となっております。第１次笛吹市総合計画では、整備事業の完了予定は

平成３２年度としておりますが、昨日の答弁にもございましたけども、見直しを図るとされて

おります。平成２２年度の普及率の見込みからして、残り約４０％を整備していかなければな

らないわけでございます。整備事業費を年々、抑制していることから、平成３２年度の完了予

定は大変、困難であると。昨日も答弁の中でございましたけども、整備事業の完了は何年を目

標としているのか。また、各町の現時点での普及率と整備完了は、何年を目標としているのか

もお伺いしたいと思います。 
 次に下水道事業への加入促進についてでありますが、下水道整備により各家庭など、下水管
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に接続する水洗化率は、平成２１年度においては７６．８％であります。下水道への加入促進

を図り、使用料収入を高め、事業経営の安定を図っていかなければなりませんが、今後の加入

促進、この件についてもふれた件の場合は結構でございますけど、よろしくお願いします。 
〇議長（小林始君） 

 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、竹越公営企業部長。 

〇公営企業部長（竹越富男君） 
 前島敏彦議員の一般質問、下水道事業についてお答えいたします。 
 最初に下水道事業につきましては、以前、繰上償還に際して、財政健全化計画書の作成が義

務づけられ、現在は、これに基づき具体的に実行されております。 
 さて、今後の地方債についてですが、下水道事業費につきましては、ご質問のとおり、一般

会計を圧迫するおそれがありますので、平成２１年度より事業への投資規模を大幅に縮小して

おり、平成２３年度以降、５年間の事業費は毎年５億５千万円前後を予定しております。 
 地方債については、公共下水道債、流域下水道債、平準化債等の起債借り入れをしておりま

すが、起債高のピークは平成１８年度に迎えており、２４７億３千万円。昨年度は２３５億５，

６００万円。今年度は２２６億６，６００万円と下回ってきております。 
 今後、５年間の地方債借り入れは毎年４億４千万円前後、地方債残高は毎年９億円弱、減少

していく予定です。今後も財政健全化計画書を毎年検証して、経営の安定化、財政の健全性を

見据えてまいります。 
 次に次年度の事業実施区域についてでありますが、繰越事業費を含めて、平成２３年４月か

らの事業執行については石和地区９５０メートル、１億５００万円。一宮地区７４０メートル、

５，９００万円。八代地区３６０メートル、４，７００万円。御坂地区１，８３０メートル、

１億５，４００万円余りを予定しています。 
 次に下水道事業の完了年度についてですが、町村合併して２年目に合併以前の町村それぞれ

の下水道基本計画書を、笛吹市としての基本計画書とするために一本化しました。総合的に事

業を据えるため、整備再検討計画書を作成して、事業認可区域の完了を２０年後の平成４２年

度と予定しましたが、事業への投資規模を縮小しておりますので、さらに年数がかかるものと

思われます。また、全体計画では認可以外の残り４０％を整備することとなりますので、さら

に２０年以上の期間を要するものと思われます。 
 次に旧町村ごとの普及率についてですが、基本計画書を一本化したため、現在では旧町村ご

とと捉えての事業は進めておりませんし、旧町村ごとの目標完成年度も定めておりません。し

かし、事業成果としての旧町村の普及率は積み上げております。 
 平成２３年３月末での見込みの数字でありますが、石和地区５３．２％、御坂地区３７％、

一宮地区４８．３％、八代地区８２．８％、境川地区９０．２％、春日居地区８７．３％であ

ります。 
 次に加入促進の方策についてですが、現在においても広報誌を活用しての加入促進のＰＲを

行っておりますし、未接続世帯を訪問して、接続依頼を行うなど行っております。さらに次年

度は１年間限定の加入促進キャンペーンを行います。６０歳以上の高年齢者がいる世帯が対象

ですが、期間中に接続したならば、１年間は下水道料金を１００％、徴収猶予するというもの

です。成果の検証は当然のことながら行い、十分、成果を挙げたならば、継続も考えていきた
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いと思いますし、いまだ未接続で、この条件に該当するならば、この機会を生かして接続して

いただきたいと思います。 
 今後も加入促進のための先進事例を笛吹市に活用できるならば、積極的に取り入れていきた

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） 
 前島敏彦君。 

〇２３番議員（前島敏彦君） 
 ご答弁ありがとうございました。 
 下水道についてでありますけども、エリア内の場所であっても、まわりが下水道管が入って

いるんだけども、地形的な問題で、それよりも低い場所にあるところが市内には何カ所ぐらい

あるのか、お聞きしたいと思いますけども。 
〇議長（小林始君） 

 竹越公営企業部長。 
〇公営企業部長（竹越富男君） 

 下水道管の、今の再質問でございますけども、下水道管が敷設されていますところから、家

がだいぶ下のほうにあるという場合、その笛吹市内には約６カ所ほどあるそうです。その６軒

ということですけども、その世帯については、まだ接続はされておりません。かなり近くまで

下水が来ているんだけども、住宅のほうが低くて、非常に低い場合はマンホールポンプを設置

して、それでそのマンホールポンプが非常に高額なものでございますから、なかなか経済的に

難しい面がありますけども、最近は非常に小さくて、安価なポンプの開発を今、進めているよ

うですので、それが使えるようなことになれば、そういうところも早く接続をしていきたいと

いうふうに考えております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 前島敏彦君。 

〇２３番議員（前島敏彦君） 
 ありがとうございました。 
 何人からか、そのようなことを聞かれまして、この場合、合併浄化槽にする場合は、補助が

あるのか。これと、時間もありませんので、財政も大変、予算的にも縮減しているということ

でございまして、私どもの地には当分、来ないということでございます。では、時間になりま

したので。 
〇議長（小林始君） 

 竹越公営企業部長。 
〇公営企業部長（竹越富男君） 

 ただいまの６軒の件につきましては、浄化槽の補助金の対象にはなりませんので、できるだ

け早く接続をできるようなマンホールで、接続できるような方向で考えていきたいと思ってお

ります。 
 以上、答弁といたします。 
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〇議長（小林始君） 
 以上で、前島敏彦君の一般質問を終了します。 
 関連質問を許します。 
 龍澤敦君。 

〇１２番議員（龍澤敦君） 
 境川町の住民の皆さん方に代わりまして、御礼の言葉を述べさせていただきます。 
 先般の２月２５日に素晴らしい水を全戸へ供給していただきまして、本当にありがとうござ

いました。ご承知のように、境川は本当に山付きでありますけども、水の少ないところでござ

いまして、今度は皆さんが安心して素晴らしい水が飲めると。本当に突貫工事でしていただき

まして、本当にありがとうございました。厚く御礼を申し上げたいと思います。 
 その中で１点、ちょっとお聞きするわけでございますけども、大黒坂・大窪はこの水道の水

の組合を別に持っておりまして、それは今後どうなっていくのか、そのへんをちょっとお聞き

したいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 竹越公営企業部長。 
〇公営企業部長（竹越富男君） 

 大窪地区につきましては、今まで、水をいただいたわけですけども、その水については、今

までどおりに、水はいただきたいと思います。これは上水道ができましても、何かの災害等も

考えられますので、ある程度、水源は確保しておかないと、何かあった場合、困りますので、

当初は考えなかったわけですけども、災害を想定して、大窪からも、今後も水はいただく予定

ではおります。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 龍澤敦君。 

〇１２番議員（龍澤敦君） 
 いろいろありがとうございました。ぜひ、今後ともよろしくお願いしたいと思います。生活

するのには水が一番大事ですので、よろしくお願いいたします。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。 
 ここで、申し上げます。 
 本日の会議は議事の都合により、あらかじめ延長いたします。 
 ここで、暫時休憩いたします。 
 再開は４時５０分です。 

休憩  午後 ４時３５分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ４時４９分 
〇議長（小林始君） 

 再開いたします。 
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 一般質問を続けます。 
 １９番、中川秀哉君。 

〇１９番議員（中川秀哉君） 
 公明党の中川秀哉でございます。 
 議長の許可をいただきましたので、通告に従いまして、これより一般質問をさせていただき

ます。 
 今定例会には、先進自治体に学ぶ空き家、廃屋等の対策事業および条例化の実現を求めるで

ございます。 
 近年、先進自治体では市内の空き家、廃屋等について、単なる苦情処理ではなく、防犯およ

び景観の観点から、部局横断的な庁内組織の対応や、さらに各種関係団体や地域住民等との共

同で対策を強化し、必要に応じた条例の制定を推進しております。 
 今後、高齢化率２５％を迎えるにあたり、笛吹市も高齢化社会に向けての市内の空き家、廃

屋等の管理について、対策事業の早期実現を求めるため、以下の件について、市当局にお伺い

いたします。 
 はじめに総務省の土地統計調査によりますと、全国の総住宅数および空き家は、昭和３８年

当時の約５２万２千戸、２．５％から増加傾向が続いており、平成１５年の空き家数は約６５９万

３千戸、空き家率は１２．２％と、この４０年間で９．７ポイント増加しております。また、

国土交通省が平成２１年、全国の１，８０４市区町村を対象にいたしました外部不経済をもた

らす土地利用の現状との調査によりますと、外部不経済をもたらす土地利用が発生しているの

かとの問いに対し、回答のあった１，２１７の市町村のうち約７割の団体、８７７団体が発生

していると回答。この調査の背景として、近年、少子高齢化の進行、産業構造の変化等により、

国土全般において遊休地、放棄地等の増加や管理水準の低下した土地の発生が問題となってい

ると指摘。空き地や空き家における雑草の繁茂、汚泥、廃棄物の堆積等については、治安の悪

化、景観の悪化、不動産価値の低下など周辺環境への多大な外部不経済をもたらし、土地の利

用にかかる各種施設の効果を低下させ、結果として適正かつ合理的な土地利用を阻害している。 
 このような外部不経済をもたらす土地利用は、必ずしも違法性を伴うものではないことや違

法性の認定が困難であるほか、経済的・財政的な問題から必ずしも住民間での解決が図られず、

行政の介入をもって、多大な労力と時間を要することも多く、即時的な不経済だけでなく、連

鎖的・広域的に波及をする場合もあるとのことでございます。 
 この原因の１つとして、人口統計の社会情勢の変化を挙げて、世帯数が平成２７年まで増加

を続ける以降、減少に転じると予想されておりますが、世帯構成といたしましては、少子化や

ライフスタイルの変化に伴い、単独世帯や夫婦のみの世帯といった少人数の世帯の割合が増加

していると示唆しております。いわゆる外部不経済をもたらす土地利用の管理水準の低下した、

この空き家や、また空き店舗、廃屋、廃墟など、笛吹市における空き家件数および空き家率、

この現状について、まず市当局の見解をお伺いいたします。 
 続いて、先進自治体である埼玉県所沢市では、平成２２年１０月より空き家等が放置され、

管理が不十分となると、犯罪や出火を招くおそれがあることから、所有者等に適正な維持管理

を求めることにより、生活環境の保全と防犯のまちづくりを推進し、市民の安全・安心な生活

を確保することを目的に、所沢市空き家等の適正管理に関する条例を制定いたしました。 
 この中身といたしましては、空き家等の所有者の責務、空き家等の適正管理や、この実態調
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査および適正管理措置、これに助言、指導、勧告、命令、公表など、さらに警察、その他、関

係機関との連携などを定めております。 
 わが笛吹市といたしましても、先進地の取り組みを参考といたしまして、独自の要綱を設け

て、防犯や防災の観点から条例化すべきと思いますが、市当局のご見解を伺います。 
 さらに先進自治体であります富山県滑川市では、まちなかに住む人を増やし、市街地の賑わ

いづくりと良好な住環境整備を図るため、まちなか再生事業を創設し、当時の活力あるまちづ

くり交付金を活用して、平成２０年度から平成２２年度までの３カ年間にわたり、実施いたし

ました。 
 この中身といたしましては、まちなか居住推進事業といたしまして、まちなか区域以外に居

住する方がまちなかにおいて、住宅を取得される場合、また民間、賃貸住宅へ入居される場合

にこの補助金を交付する。さらに危険老朽化した空き家等の対策事業といたしまして、防災・

防犯等の観点から市街地の老朽化した危険な空き家のうち、土地も含めて個人からご寄附いた

だいた家屋を市において取り壊す。さらに市街地、空き地や空き家活用支援事業といたしまし

て、空き地・空き家の有効活用を図り、賑わいの創出と地域商業の振興を図るため、市街地で

の各種商品、小売業等の店舗創業者に対し、補助金を交付するなどです。 
 わが笛吹市といたしましても、この先進地の取り組みを参考に、高齢化社会の模範となる市

として、さらに市街地景観の観点からも早急にこの実現に向けて取り組むべきと思いますが、

市当局のご見解を伺います。 
〇議長（小林始君） 

 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、梶原総務部長。 

〇総務部長（梶原清君） 
 中川秀哉議員の一般質問にお答えします。 
 はじめに空き家･廃屋等の対策事業および条例化の実現を求めるのうち、笛吹市における空き

家件数ならびに空き家率の現状についてでありますが、平成２０年度住宅土地統計調査により

ますと、笛吹市の住宅総数は３万１，９２０戸となっており、うち６，５３０戸、全体の約２０．

５％が空き家となっている状況であります。 
 笛吹市の空き家率につきましては、山梨県平均となっておりますが、近隣の山梨市、甲州市

より高くなっている状況であります。 
 なお、空き家総数６，５３０戸のうち、４２％の２，７４０戸が賃貸用の住宅となっており、

また、リゾートマンションなどの売却用の住宅が２３％、１，４９０戸、さらに別荘などが４６０戸

となっております。 
 したがって、空き家総数の約７２％の４，６９０戸が、賃貸用のアパートと売却用の住宅お

よび別荘などとなっていることが、笛吹市の大きな特徴となっております。こうした状況から

笛吹市全体としては、住宅の供給と需要のバランスが保たれていないことが窺えます。 
 次に防犯や防災の観点からの条例化についてでありますが、この季節、地区の消防団には毎

夜、防火・防犯のための警ら活動をしていただいております。しかしながら、空き家の不審火

による火災の発生は、非常に残念なことと考えております。 
 一概に所有者の責務だけではありませんが、戸締りを適切に行うなど、空き家の個人所有者

や市内の約７２％を占める賃貸や売却を目的とした空き家住宅の管理者には、防犯・防災の観
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点から責任を持ち、十分な管理をしていただけるようにお願いするとともに、市といたしまし

ても、防火・防犯の面での管理の啓発を続けていくとともに、条例化も含め、どのような取り

組みができるのか、今後検討してまいりたいと考えております。 
 次にまちなか居住推進事業、危険老朽空き家対策事業および市街地空き地・空き家活用支援

事業についてでありますが、少子高齢化の進行する昨今、高齢者等の居住の安定確保を図ると

いう課題に加え、中心市街地の疲弊・空洞化、地域の雇用といった課題が、地方都市をはじめ

として顕著になってきております。 
 また、平成２１年５月に高齢者の居住の安定確保に関する法律が改正され、高齢者の住まい

と福祉サービス等との連携がより一層、求められているところであります。そうした中で、高

齢者に代表されるまちなか居住の推進は、福祉・医療等のサービスの効率的な提供を可能にす

るとともに、中心市街地に雇用、商業機能の再生等へとつながる可能性があるとされておりま

す。 
 本市においても、平成２１年３月に策定した笛吹市都市計画マスタープラン、石和・春日居

地域におけるまちづくり方針の中で、中心市街地のまちづくりを促進するため、その指針とな

る中心市街地活性化基本構想の策定に向けた取り組みについて記述されているところであり、

本格的な高齢化社会が到来しようとしている中、地域が活力を保ち続けるためには、まちなか

に人を呼び戻して持続可能な都市を構築し、特徴ある個性的な都市や地域が相互連携して、ま

ちづくりを行っていくことが課題であると考えております。 
 中心市街地の良好な住環境の整備と市街地の賑わいづくりについては、全国の先進地自治体

を参考に今後も取り組んで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） 
 中川秀哉君。 

〇１９番議員（中川秀哉君） 
 端的にお伺いいたします。 
 先月も市内の中で、空き家で不審火と思われる火災が発生いたしましたが、この市内におけ

ます空き家・廃屋で合併以来の不審者、不審火情報など、市当局ではどのくらい把握をされて

いるのか、まずお伺いいたします。 
〇議長（小林始君） 

 金井消防長。 
〇消防長（金井一貴君） 

 中川議員の再質問で、空き家の不審火の情報と、これは火災件数を報告させていただきます。 
 空き家につきましては、当消防本部、火災予防条例の第２４条に基づきまして、所有者、管

理者に空き家等への侵入防止や周囲の燃焼のおそれのあるものの除去等を行うよう、指導はし

ております。 
 ちなみに、この空き家等の火災につきましては５年集計で、平成１９年中は総件数３８件の

うち１件。２０年中は、４５件のうち０件。２１年中は４４件のうち１５件。２２年中は２８件

のうち６件。本年は、２月までに２件の火災が発生しております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 
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〇議長（小林始君） 
 中川秀哉君。 

〇１９番議員（中川秀哉君） 
 ありがとうございます。 
 続きまして、市内の防犯・防災対策といたしまして、これまで市民への周知徹底について、

市当局の取り組みと課題をお伺いいたします。 
〇議長（小林始君） 

 梶原総務部長。 
〇総務部長（梶原清君） 

 中川秀哉議員の質問にお答えします。 
 市民への防犯・防災対策の周知でありますが、この周知につきましては、市としましては、

先ほど答弁しましたように、消防団に頼ることが大でありまして、消防団活動へお願いしてい

るところでありますが、消防団の活動としましては、特に防犯につきましては、夏と１２月の

防犯診断。それから夏の果樹やなんかの盗難に対するパトロール。それから今、火災予防週間、

３月１日から７日間でありますが、年末から、この火災の多い時期の防火パトロールですか、

夜間のパトロール等を中心に市民へ周知をしているところであります。 
 以上であります。 

〇議長（小林始君） 
 中川秀哉君。 

〇１９番議員（中川秀哉君） 
 もう１つ、改正消防法第９条２項に定められます住宅用火災警報器の設置のほか、これまで

低所得者や聴覚障害者に対応する住宅用火災警報器の設置にかかる、市当局の取り組みをお伺

いいたします。 
〇議長（小林始君） 

 中川保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（中川啓次君） 

 低所得者という部分に限定した火災警報器の補助は行っておりませんが、高齢者の非課税世

帯の補助、あるいは障害者に対する制度がありまして、その活用はさせていただいております。

高齢者に対する対応につきましては、午前中の網倉正治議員に答弁したとおりでございますが、

ご質問の聴覚障害者でございますが、耳が不自由な方ということになりますが、この方々につ

きましては、音で知らせる火災警報器は使用できませんので、光の点滅や振動によって知らせ

る警報器ということになりますので、若干、一般的な火災警報器より高額になるかと思われま

すが、この障害者に対する補助制度につきましては、非課税世帯の、避難が困難と思われる障

害者の方につきましては、上限１万５，５００円を限度としまして、補助をさせていただいて

おります。 
 また、同じ条件で一定の所得がある方につきましても、１万５，５００円を上限に１割の自

己負担をいただく中で、補助をさせていただいておりまして、本年度、これまでに１５人の方

がこの障害者の火災警報器の補助を利用されている状況でございます。 
〇議長（小林始君） 

 中川秀哉君。 



 １８５ 

〇１９番議員（中川秀哉君） 
 ありがとうございます。 
 今、これまでお話を伺っていく中で、私も思うところがありますが、今、笛吹消防本部、ま

た消防団の皆さまのご協力をいただいて、市内の世帯を対象にいろんな防犯・防災のパトロー

ルなどをしていただいているというふうに伺いましたが、私もここで意見を述べさせていただ

きますと、ぜひともこの全世帯に向けた、まずは６月までに必要な住宅用火災警報器の設置・

確認、そしてさらに空き家、廃屋などの老朽化施設の実態調査を、市内マップを作成するなど

して、そのための補助事業を新たに実施するべきと思いますが、市当局の見解をお伺いいたし

ます。 
〇議長（小林始君） 

 梶原総務部長。 
〇総務部長（梶原清君） 

 火災警報器の設置状況の確認ということでありますが、これについては個人の住宅へ強制的

に立ち入るのはなかなか難しいということで、今まで消防本部で設置状況についても、本当に

アバウトな数字であります。そんなことで、全世帯の設置状況の確認については、非常に難し

いと思われます。 
 それから空き家状況の実態調査につきましては、先ほど言いました２０年度の統計調査によ

りますと、６，５３０戸あるということでありますが、実際に市としても空き家の実態調査に

ついてはやっていないし、なかなか難しい状況であります。そんなことで、各消防の活動の中

では、地区の管轄する部分については、空き家については、たぶん防犯・防火上、消防団自体、

各部ごとの単位では掌握している部分もあると思いますが、市自体はなかなか難しい状況であ

ります。また併せまして、そういうものをマップ等の作成の補助につきましては、特に今、考

えておりませんが、また、このへんも先進事例を見ながら研究を重ねていきたいと思います。 
 以上、答弁とします。 

〇議長（小林始君） 
 中川秀哉君。 

〇１９番議員（中川秀哉君） 
 ぜひとも、よろしくお願いいたします。 
 最後となりますが、この問題等もございますけども、この先進事例をふまえた上で、活発な

事業展開、また条例化の推進をお願いするわけですが、国のほうでも新たな地方交付金という

ことで、地域自主戦略交付金というものが来年度から入るというふうにも伺ってもございます

が、そういったものを使った上で、ぜひまず必要なのは、その実態の調査、また条例化という

ふうな形でお願いしたいのですが、先進自治体を利用したもので、ぜひよろしくお願いしたい

と思います。最後にお願いいたします。 
〇議長（小林始君） 

 梶原総務部長。 
〇総務部長（梶原清君） 

 先ほど言いましたが、実態調査もこれからということでありますので、条例化につきまして

も、先進事例等を研究しながら、また、いきたいと思います。よろしくお願いします。 
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〇議長（小林始君） 
 以上で、中川秀哉君の一般質問を終了します。 
 関連質問を許します。 
 川村惠子君。 

〇２１番議員（川村惠子君） 
 ２点、お伺いしますけども、今、中川部長のほうから答弁がありましたけども、この住宅用

火災警報器は対象者の方には補助金は出ますけども、設置までしていただけるということなん

でしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 中川保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（中川啓次君） 

 設置まで含んだ形で補助をさせていただいております。 
〇議長（小林始君） 

 川村惠子君。 
〇２１番議員（川村惠子君） 

 それから、もう１点、お伺いしたいんですが、空き家対策としまして、各市町村では空き家

バンク制度という制度を用いているところがありますけども、その点について、どういった見

解か、お聞きしたいと思いますけど。 
〇議長（小林始君） 

 佐藤建設部長。 
〇建設部長（佐藤貞雄君） 

 ご質問の関係ですけれども、都会から空き家を求める方のパターンというのが、住民票を持っ

て、こちらに移動される方もあろうかと思いますし、また持ってこない方もあるかもしれませ

んし、また別のパターンとすれば、人との関わりを持ちたくないという方も入ってくる可能性

もあります。 
 こういった形の中で、一番、問題となるのは、そこに住まわれた地域の皆さんとの関わり方、

そういったものが非常に課題となってくると思います。それで、私ども、その点について、懸

念するところもありますので、今の段階では、そういった、今まで住んでいられる方と、また

そういった方との関わり等に、まだまだ課題等もあるんではないかということで、今現在につ

いては、そういった空き家バンクといったような制度をオープン化しますと、そういった懸念

等も心配されますので、そのへん、また今後とも研究しながら、課題として取り組んでいきた

いと考えております。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 川村惠子君。 

〇２１番議員（川村惠子君） 
 その空き家バンクに関して、いろんなデメリットもあると思いますけども、もし加入要件と

して、そういったことに、そういうことは駄目ですよといった部分を謳っていただいて、ある

程度の要件をこちらから示した中で、１人でも多くの方がこの笛吹市に住んでいただければあ

りがたいし、まして観光の市でもあります。これからピンクのじゅうたんの地域でもあります
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ので、そういった中で砂防法だったり、本当に家の外が大きな木で覆われていると、本当に観

光にも、見た感じにもよくないと思われますので、ぜひ、そういった観点から、また空き家対

策のほうを進めていただ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。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 答弁は。 
 （「結構です。」の声） 
 関連質問を続けます。 
 （ 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３日から４日および７日は、議案調査のため休会といたしたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、明日３日から４日および７日は、休会とすることに決定いたしました。 
 次の本会議は８日、午後２時３０分から再開いたします。 
 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 ５時１６分 
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平成２３年笛吹市議会第１回定例会 
 

１．議 事 日 程（第４号） 
平成２３年３月８日 
午後 ２時３０分開議 
於 議 場 

 
 

日程第 １ 議案第１号 笛吹市環境基本条例の制定について 
日程第 ２ 議案第２号 笛吹市職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例の一

部改正について 
日程第 ３ 議案第３号 笛吹市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について 
日程第 ４ 議案第４号 笛吹市特別会計条例の一部改正について 
日程第 ５ 議案第５号 笛吹市税条例の一部改正について 
日程第 ６ 議案第７号 笛吹市社会教育委員に関する条例の一部改正について 

日程第 ７ 議案第８号 笛吹市し尿処理施設条例の一部改正について 

日程第 ８ 議案第９号 笛吹市社会体育施設条例の一部改正について 

日程第 ９ 議案第１０号 笛吹市芦川地区過疎地域活性化基金条例の一部改正について 

日程第１０ 議案第１１号 笛吹市住民基本台帳カード利用条例の一部改正について 

日程第１１ 議案第１２号 平成２２年度笛吹市一般会計補正予算（第７号）について 

日程第１２ 議案第１３号 平成２２年度笛吹市国民健康保険特別会計補正予算（第５号）

について 

日程第１３ 議案第１４号 平成２２年度笛吹市老人保健特別会計補正予算（第１号）に

ついて 

日程第１４ 議案第１５号 平成２２年度笛吹市介護保険特別会計補正予算（第４号）に

ついて 

日程第１５ 議案第１６号 平成２２年度笛吹市介護サービス特別会計補正予算（第４号）

について 

日程第１６ 議案第１７号 平成２２年度笛吹市後期高齢者医療特別会計補正予算（第

４号）について 
日程第１７ 議案第１８号 平成２２年度笛吹市公共下水道特別会計補正予算（第４号）

について 
日程第１８ 議案第１９号 平成２２年度笛吹市簡易水道特別会計補正予算（第４号）に

ついて 
日程第１９ 議案第２０号 平成２２年度笛吹市水道事業会計補正予算（第４号）について 
日程第２０ 議案第４０号 普通財産譲与について 
日程第２１ 請願第１号 ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン、妊婦健診全額費用

に対して公費助成を２０１２年度以降も実施するよう、国へ

意見書提出を求める請願書について 
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日程第２２ 請願第２号 子宮頸がん予防、ヒブ、小児用肺炎球菌の３ワクチンの定期

接種化を求める請願書について 
日程第２３ 議案第４１号 市道廃止について 
日程第２４ 議案第４２号 市道認定について 
日程第２５ 発議第１号 子宮頸がん予防、ヒブ、小児用肺炎球菌の３ワクチンの定期

接種化と妊婦健診全額費用に対して、公費助成を継続実施す

るよう求める意見書について 
 
 

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 
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再開  午後 ２時５８分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小林始君） 

 ただいまの出席議員は２３名であります。 
 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 
 本日、傍聴と撮影の申請があり、これを許可しましたので報告いたします。 
 傍聴人に申し上げます。 
 傍聴人は議事について可否を表明し、または騒ぎ立てることは禁止されておりますので、静

粛に願います。 
 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あります。 
 報告事項を申し上げます。 
 ２２番 松澤隆一君および教育部長 仲澤和朗君より、本日、欠席届が提出され、これを受

理しましたので、報告いたします。 
 本定例会中に受理した請願は、お手元の請願文書表のとおり、所管の建設経済常任委員会に

付託しましたので、ご報告いたします。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小林始君） 
   日程第１ 議案第１号から日程第２０ 議案第４０号までを一括議題といたします。 

 本案については今定例会初日に上程され、各常任委員会に審査を付託してありますので、そ

れぞれの常任委員長から審査の結果について、報告を求めます。 
 はじめに総務常任委員会委員長、前島敏彦君。 

〇総務常任委員長（前島敏彦君） 
 それでは、議長より委員長報告を求められましたので、総務常任委員会の報告をさせていた

だきます。 
 去る２月２４日の本会議において、本委員会に付託されました議案のうち、補正予算、条例

改正等の審査を３月３日、４日に委員会を開会し、関係当局の出席を求め審査いたしました。 
 審査にあたり何点か質疑・意見等がありましたので、報告をいたします。 
 まず、総務部所管においては、笛吹市税条例の一部改正について、入湯税についての交付金

が温泉組合等に出ているが、その交付金の趣旨は何かとの質問に対し、入湯税には温泉組合を

通じ、申告納付をしてもらっており、事務的経費として、各施設の申告書に基づき、納期限内

に収めてもらった入湯税について、２％を交付として組合にまとめて払い、組合未加入施設に

ついては、直接払っているとの説明がありました。 
 また、入湯税が１５０円と５０円になり、施設の申告事務が煩雑になると思うが、その対応

についてはとの質問に対し、今後も減免申請や申告状況等において、直接、施設に行き、指導

等を行っていくとの説明がありました。 
 経営政策部所管においては、笛吹市芦川地区過疎地域活性化基本条例の一部改正について、

一号基金の財源は過疎債だけなのかという質問に対し、充てられるのは過疎債だけであり、こ
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れは充当率１００％、交付税算入率７０％であること。また６年間は、この過疎債を利用して、

芦川地区におけるソフト面に充当していきたいとの説明がありました。 
 また、ソフト面への起債は、起債原則は突破口とならないのかとの質問に対し、はじめての

ものであり、過疎地域をなんとか活性化しなければならないという、国の過疎法の考え方が基

本にあり、今まで一般財源で充ててきたものの、有利な過疎債を充当しながら運営していくと

の説明がありました。 
 消防本部所管においては、消防用ホースの購入について、年間、何本くらい購入していると

の質問に対し、ホースについては４０ミリ、５０ミリ、６５ミリがあり、大体３００本くらい

補完しているが、毎年、そのうちの２０から２５本ぐらいの破損が出るので、その分を補充し

ている。また、破損したホースの取り扱いについては、若干の破損のものは補修して使用し、

破損が激しいものについては、署で訓練等に使用しているとの説明がありました。 
 市民環境部所管においては、指定管理施設の資産と消耗品の考え方について、区別ははっき

りしているのかとの質問に対し、この取り扱いについては、非常に難しいところであるが、基

本的には通常、使っている、取り替え修繕が必要な場合は指定管理者が行い、全体的に耐用年

数が過ぎて、取り替えが必要になった場合は、機能を維持する意味で、市の責任でやらなけれ

ばならないとの説明がありました。 
 また一般質問のとき、指定管理者の管理不足の声があがったが、バラ等の植栽の管理や建物

内の管理を徹底してほしいとの意見もありました。 
 以上、本委員会に付託されました案件に関わる主な質疑・意見の報告を終わります。 
 それでは、審査結果については、次のとおりであります。 
 議案第２号 「笛吹市職員の分限に関する手続き及び効果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３号 「笛吹市職員の特殊勤務手当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５号 「笛吹市税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１０号 「笛吹市芦川地区過疎地域活性化基金条例の一部改正について」、賛成多数で

原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第１１号 「笛吹市住民基本台帳カード利用条例の一部改正について」、賛成全員で原案

のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第１２号 「平成２２年度笛吹市一般会計補正予算（第７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４０号 「普通財産譲与について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 以上をもちまして、委員長報告とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 以上で、総務常任委員長の報告は終わりました。 

 これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 （ な し ） 

 質疑を終結します。 
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 これより、討論および採決を行います。 

 この際、申し上げます。 

 日程第１１ 議案第１２号 「平成２２年度笛吹市一般会計補正予算（第７号）」につきま

しては、各常任委員会に分割付託してありますので、３常任委員長の報告終了後に、討論およ

び採決を行います。 
 それでは、議案第２号および議案第３号、ならびに議案第５号を一括議題といたします。 
 お諮りいたします。 
 本３案件については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本３案件についての委員長報告は、可決です。 
 本３案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第２号および議案第３号、ならびに議案第５号は原案のとおり可決いたしまし

た。 
 次に議案第１０号を議題とし、討論を行います。 
 反対討論を許します。 
 渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 議案第１０号 笛吹市芦川地区過疎地域活性化基金条例の一部改正について、これに反対の

討論を行います。 
 この基金をつくって、そしてソフト事業に充てるという点については、なんら異議はござい

ません。問題は、その財源でございます。財源が過疎債を充てることができるということが、

こうした例というのは、ほとんど、今までにはなかったことではないかと思います。 
 地方債、これは基本的には道路、あるいは建物、こうしたものを造っている、原資として借

り入れるわけでございますが、これらについては、将来の世帯もその便益を享受するという考

え方のもとに、負担もしていただくという考えで、地方債を発行し、かつ、その返済について

は将来の世代が負うという形をとっております。 
 ところが今回、ソフトについても、この地方債を充てられるということにされたわけでござ

いますが、この点については十分に検討が必要ではないかと思います。でないと、あらゆるソ

フト事業について、通常の経費についても、これはお金が足りなければ、地方債を発行してし

のげばいいと、こういうことにつながっていくものでございます。そうした点から、従来の財

政規律から著しく乖離していくものということを危惧するものであります。 
 そうした点で十分な検討が必要であり、今ここで出され、十分な検討がないままに、この条

例をつくっていくことについて、反対とさせ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） 
 続いて、賛成討論を許します。 
 中村正彦君。 

〇５番議員（中村正彦君） 
 議案第１０号 芦川地区過疎地域活性化基金条例の一部改正についての、私は賛成の立場で

討論を行います。 
 国は昨年の４月、過疎地域のさらなる活性化を図るため、過疎地域自立促進特別措置法、い

わゆる新過疎法を６年間、延長しました。また過疎債の用途をソフト面にも充当できるよう拡

大しました。これにより、地域医療の確保、住民の日常的な移動のための交通手段の確保、集

落の維持・活性化など、住民が将来にわたり、安全・安心して暮らすことのできる地域社会の

実現を図るものとし、自然豊かな素朴な芦川地区を守るためにも、有利な基金条例の改正だと

思っております。 
 この方針を受け、本市においては笛吹市過疎地域自立促進計画を作成し、昨年９月定例議会

において、全員賛成により可決されました。ここに、その計画書があるわけですが、約３０ペー

ジにわたり、詳細な計画になっております。 
 本案は、この計画に掲げる各種事業を円滑に執行する上で、過疎債ソフト分を有効に活用す

るために、必要な現基金条例の改正であります。この過疎債ソフト分につきましては、建設地

方債ではありませんが、交付税措置率は合併特例債を上回るものであり、ソフト分の本市、各

年度発行額が年３，５００万円とし、限度額と期間が定められていることから、本財源の有効

活用は当然、有利だと考えております。 
 市当局におきましても、この基金が既存の基金分と今回の過疎債を財源にする基金の二本立

てとなるわけですが、今後とも適正な基金管理を行い、芦川地区のさらなる発展と活性化の推

進をお願いしたいと思います。 
 私の賛成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。 
 議案第１０号の採決を行います。 
 本案に対する委員長報告は、可決です。 
 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 多 数 ） 
 起立多数です。 
 よって、議案第１０号は原案のとおり可決されました。 
 次に、議案第１１号を議題といたします。 
 お諮りします。 
 本件については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
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 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１１号は原案のとおり可決されました。 
 次に、議案第４０号を議題といたします。 
 お諮りします。 
 本件については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本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４０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、教育厚生常任委員会の委員長報告をさせてい

ただきます。 
 去る２月２４日の本会議において、本委員会に付託されました一般会計、特別会計補正予算、

ならびに条例制定、改正等についての議案審査を３月３日および４日の２日間にわたりまして、

関係当局の出席を求め開会し、審査いたしました。 
 審査の過程において出ました、主な質疑等について、ご報告いたします。 
 まず保健福祉部所管では、保育料の過年度分の滞納について、過去５年間、遡るわけだが、

すでに卒園しているケースもあるのでは。具体的な徴収方法はとの質問があり、卒園者や市外

転出者も含め、できる限り戸別訪問している。生活状況を調査し、分納誓約にも取り組んでお

り、時効の中断手続きを行っているとの説明がありました。 
 なお、議案第６号 敬老祝金支給条例の一部改正については、改正の内容について、他市の

状況などもふまえ、なお調査・検討する必要があるため、本委員会として閉会中の継続審査申

し入れを行うことと決しました。 
 続いて、市民環境部所管では、笛吹市環境基本条例の制定に伴い、市民や旅行者を含めた滞

在者への周知、推進方法や景観計画との整合性についての質問があり、今後、住民説明会や関

係機関に計画を示しながら、啓発していきたい。また各担当、関係課とも連携し、整合性を図

りながら、環境基本計画の策定に努めているとの説明がありました。 
 続いて、教育委員会所管では小中学校印刷機購入契約差金の減額補正に伴い、ずいぶん安価
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な契約ができたとのことだが、契約業者は適正な利潤を乗せているのか。他で上乗せするよう

なことはないのかとの質問があり、販売促進などの絡みもあると思われます。契約後も保守内

容やその他の検証も行っており、問題はないとの説明がありました。 
 以上、教育厚生常任委員会で審査されました、主な内容についての報告を終わります。 
 それでは審査の結果について、次のとおりであります。 
 議案第１号 「笛吹市環境基本条例の制定について」、賛成全員で原案のとおり可決すべき

ものと決定。 
 議案第４号 「笛吹市特別会計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７号 「笛吹市社会教育委員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８号 「笛吹市し尿処理施設条例の一部改正について」、賛成全員で原案のとおり可

決すべきものと決定。 
 議案第９号 「笛吹市社会体育施設条例の一部改正について」、賛成全員で原案のとおり可

決すべきものと決定。 
 議案第１２号 「平成２２年度笛吹市一般会計補正予算（第７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１３号 「平成２２年度笛吹市国民健康保険特別会計補正予算（第５号）について」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第１４号 「平成２２年度笛吹市老人保健特別会計補正予算（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１５号 「平成２２年度笛吹市介護保険特別会計補正予算（第４号）について」、賛

成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第１６号 「平成２２年度笛吹市介護サービス特別会計補正予算（第４号）について」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第１７号 「平成２２年度笛吹市後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号）について」、

賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 以上をもちまして、委員長報告といたします。 

〇議長（小林始君） 
 以上で、教育厚生常任委員長の報告は終わりました。 

 これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 （ な し ） 

 質疑を終結します。 

 これより討論および採決を行いますが、議案第１２号につきましては、先ほど申し上げまし

たとおり、各常任委員会に分割付託しておりますので、３常任委員長の報告終了後に討論およ

び採決を行います。 
 それでは議案第１号および議案第４号、ならびに議案第７号から議案第９号を一括議題とい

たします。 
 お諮りします。 
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 本５案件については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本５案件についての委員長報告は、可決です。 
 本５案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって議案第１号および議案第４号、ならびに議案第７号から議案第９号は原案のとおり可

決いたしました。 
 次に、議案第１３号から議案第１６号までを一括議題といたします。 
 お諮りします。 
 本４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４案件についての委員長報告は、可決です。 
 本４案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第１３号から議案第１６号は原案のとおり可決されました。 
 次に議案第１７号を議題とし、討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結します。 
 これより、議案第１７号の採決を行います。 
 本案に対する委員長報告は、可決です。 
 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 多 数 ） 
 起立多数です。 
 よって、議案第１７号は原案のとおり可決されました。 
 続いて、建設経済常任委員会に付託してあります案件について、建設経済常任委員長から審

査の結果について、報告を求めます。 

 建設経済常任委員会委員長、内藤武寛君。 

〇建設経済常任委員長（内藤武寛君） 

 ただいま、議長より報告を求められましたので、委員長報告をさせていただきます。 

 去る２月２４日の本会議において、本委員会に付託されました一般会計、特別会計、ならび

に企業会計補正予算の議案審査を３月３日、４日、全委員出席のもと、関係当局の出席を求め



 １９９ 

開会し、審査いたしました。 

 審査にあたり、いくつか質疑・意見等がありましたので、報告いたします。 

 産業観光部所管では、芦川支所にかかる都市農村交流推進事業費の半分以上が減額補正となっ

ている点について未実施の事業があったのか、それとも見積もりが甘かったのかとの質問に対

し、２１年度末に事業の検証を行い、２２年度は１泊２日の子どもを対象とした事業から親子

対象の日替わりの事業に方向転換したことによる減額との説明がなされました。 

 建設部所管では、土木課にかかる繰越明許費が多いことについて説明を求めたところ、国の

補正予算による経済対策臨時交付対象事業については、当初より繰り越しが予定されていたと

のこと。また、その他の事業については関係者などとの協議が難航したことなどの理由で、繰

り越されたとの説明がなされました。 

 今後、大型事業も控えているために職員体制を整え、計画的に事業を推進するよう求めまし

た。 

 公営企業部所管では、下水道課にかかる公共下水道特別会計の流域下水道維持管理負担金の

減額補正について、説明を求めたところ、計画流量と実流量に差が生じたことによるものと、

処理場を維持管理している下水道公社が節約等に努めた結果、減額につながったとの説明がさ

れました。 

 以上、本委員会に付託を受けました案件にかかる主な質疑・意見等の報告を終わります。 

 それでは、審査結果については、次のとおりです。 

 議案第１２号 「平成２２年度笛吹市一般会計補正予算（第７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１８号 「平成２２年度笛吹市公共下水道特別会計補正予算（第４号）について」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第１９号 「平成２２年度笛吹市簡易水道特別会計補正予算（第４号）について」、賛

成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第２０号 「平成２２年度笛吹市水道事業会計補正予算（第４号）について」、賛成全

員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 以上をもちまして、委員長報告といたします。 

〇議長（小林始君） 
 建設経済常任委員長の報告が終わりました。 

 これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 （ な し ） 

 質疑を終結します。 

 これより討論および採決を行いますが、議案第１２号につきましては、先ほど申し上げたと

おりです。 
 それでは、議案第１８号から議案第２０号を一括議題といたします。 
 お諮りします。 
 本３案件は討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
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 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本３案件についての委員長報告は、可決です。 
 本３案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第１８号から議案第２０号は原案のとおり可決されました。 
 以上で、各常任委員会に付託しました議案の採決が終了いたしました。 
 これより、各常任委員会に分割付託いたしました議案第１２号を議題とし、討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結します。 
 議案第１２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１２号は原案のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小林始君） 
   日程第２１ 請願第１号および日程第２２ 請願第２号を一括議題とします。 

 本２案件は、定例会初日に教育厚生常任委員会に付託いたしました。 
 審査の結果について、教育厚生常任委員長から報告を求めます。 
 教育厚生常任委員会委員長、中川秀哉君。 

〇教育厚生常任委員長（中川秀哉君） 
 ただいま、議長より報告を求められましたので、教育厚生常任委員会に付託をされました請

願２件について、３月４日に審査いたしましたので、その結果についてご報告いたします。 
 請願第１号 ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン、妊婦健診全額費用に対して公費助成

を２０１２年度以降も実施するよう、国へ意見書提出を求める請願書については、賛成全員で

採択するものと決定いたしました。 
 請願第２号 子宮頸がん予防、ヒブ、小児用肺炎球菌の３ワクチンの定期接種化を求める請

願書については、賛成全員で採択されるものと決定いたしました。 
 以上をもちまして、請願審査の報告といたします。 

〇議長（小林始君） 
 これより、委員長報告に対する質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑を終結します。 
 続いて、討論を行います。 
 討論はありませんか。 
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 （ な し ） 
 討論を終結します。 
 これより、請願第１号の採決を行います。 
 この請願に対する委員長の報告は、採択です。 
 本件は、これを採択することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 全 員 ） 
 起立全員です。 
 よって、請願第１号は委員長報告のとおり採択することに決しました。 
 続いて、請願第２号の採決を行います。 
 この請願に対する委員長の報告は、採択です。 
 本件は、これを採択することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 全 員 ） 
 起立全員です。 
 よって、請願第２号は委員長報告のとおり採択することに決しました。 
 のちほど日程を追加し、意見書の提出について議題とします。 
 暫時休憩します。 
 再開を３時５５分といたします。 

休憩  午後 ３時３９分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ３時５５分 
〇議長（小林始君） 

 再開いたします。 
 ただいま、市長より議案第４１号および議案第４２号の２案件が、また教育厚生常任委員長

から所定の賛同者とともに発議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） 
 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２３ 議案第４１号および日程第２４ 議案第４２号を一括議題とし、提出議案

に対する要旨説明を求めます。 
 市長、荻野正直君。 

〇市長（荻野正直君） 
 本日、追加提案させていただきます議案につきまして、概略をご説明申し上げます。 
 市の統一基準での道路台帳見直しによる、市道の廃止および認定であります。 
 普通交付税の算定基礎となる道路台帳更新基準日が４月１日であるため、今回、追加提案を

させていただくものであります。 
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 議案第４１号 市道廃止についてであります。 
 廃止路線数２，７３０路線、廃止延長９１万４，８８３メートルを廃止するためのものであ

ります。 
 議案第４２号 市道認定についてであります。 
 認定路線数２，８３９路線、認定延長９１万７，３４１メートルを新たに市道として認定す

るためのものであります。 
 なお、認定路線一覧４６ページ、番号３万５，２７６路線、路線名は境川町寺尾地内のごみ

処理場建設事業に伴う１件、３，０７１．２メートルであり、今回の認定に含まれております。 
 よろしくご審議の上、ご可決くださいますよう、お願いをして提案理由の説明とさせていた

だきます。 
〇議長（小林始君） 

 説明が終わりました。 
 これより、議案第４１号および議案第４２号の質疑を行います。 
 この際、申し上げます。 
 本案については、所管の常任委員会に付託することになっておりますので、大綱的な質疑に

留めたいと思います。 
 それでは、ただいまから大綱質疑の発言を許します。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑を終結します。 
 ただいま、議題となっております議案第４１号および議案第４２号は、お手元に配布してあ

ります議案付託表のとおり、所管の常任委員会に付託いたします。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小林始君） 
   日程第２５ 発議第１号を議題とします。 

 提出者より、提案理由の説明を求めます。 
 中川秀哉君。 

〇１９番議員（中川秀哉君） 
 発議第１号 
 平成２３年３月８日 提出 
 笛吹市議会議長 小林始殿 

提出者 
笛吹市議会議員 中川秀哉 

賛同者 
笛吹市議会議員 前島敏彦 
   〃    内藤武寛 

 子宮頸がん予防、ヒブ、小児用肺炎球菌の３ワクチンの定期接種化と妊婦健診全額費用に対

して、公費助成を継続実施するよう求める意見書の提出について。 
 上記意見書を会議規則第１３条第１項の規定により、別紙のとおり提出いたします。 
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 提案理由 
 子宮頸がん予防ワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン接種希望者が費用負担の

心配なく接種でき、安心して産み育ていけるよう、ワクチンの定期接種化と妊婦健診費用の公

費助成が継続されるよう、国に求める必要があるため、本意見書を提出するものである。 
 なお、意見書（案）については、お手元にお配りしましたとおりでございます。 
 以上で、終わります。 

〇議長（小林始君） 
 お諮りします。 
 本案については、質疑・討論および会議規則第３６条第３項の規定により、委員会付託を省

略したいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、発議第１号は質疑・討論、委員会付託を省略することに決定しました。 
 これより、発議第１号の採決を行います。 
 本案は、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 全 員 ） 
 起立全員です。 
 よって、発議第１号は原案のとおり可決されました。 
 追って、意見書を関係機関に送付いたします。 
 以上で、本日の議事はすべて終了いたしました。 
 お諮りします。 
 明日９日から１１日および１４日から１６日は、議案審査のため休会といたしたいと思いま

す。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、明日９日から１１日および１４日から１６日は、休会とすることに決しました。 
 次の本会議は１７日、午後２時３０分から再開いたします。 
 本日は、これにて散会いたします。 
 ご苦労さまでございました。 

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

散会  午後 ４時０３分 
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平成２３年笛吹市議会第１回定例会 
 

１．議 事 日 程（第５号） 
平成２３年３月１７日 
午後 ２時３０分開議 
於 議 場 

 
 

日程第 １ 議案第２１号 平成２３年度笛吹市一般会計予算について 
日程第 ２ 議案第２２号 平成２３年度笛吹市国民健康保険特別会計予算について 
日程第 ３ 議案第２３号 平成２３年度笛吹市介護保険特別会計予算について 
日程第 ４ 議案第２４号 平成２３年度笛吹市介護サービス特別会計予算について 
日程第 ５ 議案第２５号 平成２３年度笛吹市後期高齢者医療特別会計予算について 
日程第 ６ 議案第２６号 平成２３年度笛吹市公共下水道特別会計予算について 

日程第 ７ 議案第２７号 平成２３年度笛吹市農業集落排水特別会計予算について 

日程第 ８ 議案第２８号 平成２３年度笛吹市簡易水道特別会計予算について 

日程第 ９ 議案第２９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

別会計予算について 

日程第１０ 議案第３０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

特別会計予算について 

日程第１１ 議案第３１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

会計予算について 

日程第１２ 議案第３２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

別会計予算について 

日程第１３ 議案第３３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

別会計予算について 

日程第１４ 議案第３４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

会計予算について 

日程第１５ 議案第３５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

別会計予算について 

日程第１６ 議案第３６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

別会計予算について 
日程第１７ 議案第３７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

会特別会計予算について 
日程第１８ 議案第３８号 平成２３年度笛吹市水道事業会計予算について 
日程第１９ 議案第３９号 平成２３年度笛吹市営春日居地区温泉給湯事業会計予算につ

いて 
日程第２０ 議案第４１号 市道廃止について 
日程第２１ 議案第４２号 市道認定について 
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日程第２２ 請願第３号 ＴＰＰ（環太平洋経済連携協定）への交渉参加阻止に関する

請願書について 
日程第２３ 請願第４号 ＴＰＰの参加に反対する請願について 
日程第２４ 神峰山恩賜県有財産保護組合議会議員の選挙 
日程第２５ 新倉外三字施業区恩賜県有財産保護組合議会議員の選挙 
日程第２６ 議案第４３号 契約の締結について 
日程第２７ 同意第１号 稲山恩賜県有財産保護財産区管理会委員の選任について 
日程第２８ 同意第２号 牛ヶ額恩賜県有財産保護財産区管理会委員の選任について 
日程第２９ 同意第３号 大口山恩賜県有財産保護財産区管理会委員の選任について 
日程第３０ 同意第４号 崩山恩賜県有財産保護財産区管理会委員の選任について 
日程第３１ 同意第５号 春日山恩賜県有財産保護財産区管理会委員の選任について 
日程第３２ 発議第２号 ＴＰＰ（環太平洋戦略的経済連携協定）交渉への参加に反対

する意見書の提出について 
日程第３３ 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。（２４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 
 １３番 野 沢 勝 利 １４番 寳     修 
 １５番 新 田 治 江 １６番 大 久 保 俊 雄 
 １７番 上 野   稔 １８番 内 藤 武 寛 
 １９番 中 川 秀 哉 ２０番 渡 邉 清 美 
 ２１番 川 村 惠 子 ２２番 松 澤 隆 一 
 ２３番 前 島 敏 彦 ２４番 小 林   始 
 
 

３．欠席議員 
 

 （ な し ） 
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４．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名（１８名） 

 
 市 長 荻 野 正 直 副 市 長 望 月 健 二 
 教 育 長 山 田 武 人 総 務 部 長 梶 原  清 
 経営政策部長 池 田 聖 仁 会 計 管 理 者 山 下 真 弥 
 市民環境部長 加 藤 寿 一 保健福祉部長 中 川 啓 次 
 福祉事務所長 河 野  修 産業観光部長 豊 角 英 人 
 建 設 部 長 佐 藤 貞 雄 公営企業部長 竹 越 富 男 
 教 育 部 長 仲 澤 和 朗 総 務 課 長 芦 澤  栄 
 財 政 課 長 鈴 木 幸 弘 消 防 長 金 井 一 貴 
 代表監査委員 飯 田 三 郎 教 育 委 員 長 齊 藤 幸 三 
 
 
 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   古 屋 正 史 
 議 会 書 記   霜 村 和 也 
 議 会 書 記   金 井  久 
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再開  午後 ２時５０分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小林始君） 

 ただいまの出席議員は２４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。 
 去る３月１１日に発生しました東日本大震災の犠牲者に哀悼の意を表し、黙祷を捧げたいと

思います。 
 全員、ご起立をお願いいたします。 
 （ 黙 祷 ） 
 ありがとうございました。 
 本日、傍聴と撮影の申請があり、これを許可しましたので報告いたします。 
 傍聴人に申し上げます。 
 傍聴人は議事について可否を表明し、または騒ぎ立てることは禁止されておりますので、静

粛に願います。 
 なお、議長の命令に従わないときは、地方自治法の規定により退場を命じますので、念のた

め申し添えます。 
 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２１号から日程第２１ 議案第４２号までを一括議題といたします。 

 本案については今定例会初日および３月８日に上程され、各常任委員会に審査を付託してあ

りますので、それぞれの常任委員長から審査の結果について、報告を求めます。 
 はじめに総務常任委員会委員長、前島敏彦君。 

〇総務常任委員長（前島敏彦君） 
 それでは、ただいま議長より委員長報告を求められましたので、総務常任委員会の報告をい

たします。 
 本委員会に付託されました議案のうち、平成２３年度一般会計当初予算審査を３月１１日、

１４日および１５日の３日間、委員会を開会し、委員出席のもと、関係当局の出席を求め審査

いたしました。 
 審査にあたり出されました、主な質疑・意見等を報告いたします。 
 まず、総務部所管では消防車両を購入するにも、地域の実状により車両の種類も違ってくる

と思うが、どのように購入するのかとの質問に対し、購入予定の分団や部と協議を行い、その

地域の状況に合った車両を購入する予定であるとの説明がありました。 
 また、本庁清掃業務が２種類あるがどのような内容か、および本庁耐震改修に伴う検討費と

は何かとの質問に対し、本庁清掃業務については、毎日の清掃業務と床のワックス掛けや窓の

清掃等、不定期で行う清掃業務であり、耐震改修検討費については、耐震改修を行う前に、コ

ンピュター関係の移転に伴う、詳細なシミュレーション等の検討をするための費用であるとの

説明がありました。 
 経営政策部所管では、基金繰入について、長期的な建設で多額を要する費用について、必要
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性があるから充てるものだが、これらについては基金充当以外の、自主財源の確保ができてい

るのかとの質問に対し、大型プロジェクト等の財源の考え方については、まず補助金、合併特

例債を充て、その残りについて、基金を充てられるものには充てて、一般財源の支出を少なく

しようという、予算編成をしているとの説明がありました。 
 また、電子市役所構築事業について、財務システム共同化の、負担見込みは今後どうなるの

かとの質問に対し、市単独で入れていくより、共同化で行った方が保守料は３割ほど抑えられ、

今後、他の自治体の参加が増えればもっと安価で済み、共同化が進むとセキュリティ効果も上

がると思われるが、市独自のシステムになるように、手を加えることは大変、難しいとの説明

がありました。 
 消防本部所管では、救急業務受託事業収入である、中日本高速道路株式会社の支弁金につい

ては、年間何件くらいの事故等で、場所はどこの間か。また出動要請は、どこから出るのかと

の質問に対し、平成２１年度の資料で、事故は１９件あり、エリアについては、上りは一宮・

御坂インターから勝沼インター間、下りは一宮・御坂インターから甲府南インターの間であり、

出動要請は携帯電話、中日本高速道路株式会社、警察等であるとの説明がありました。 
 また、消防課の災害対策事務については、今回のような、大規模災害のときに援助に行くた

めの費用なのかとの質問に対し、燃料費および食糧費については、緊急消防援助隊が使うもの

で、今回もポンプ車と後方援助隊の２隊８名編成により、第１次隊が３月１１日に出発し、３月

１５日に帰ってきたが、現在も第２次隊が、災害現場で救援活動等を行っているとの説明があ

りました。 
 市民環境部所管では、住記システム改修委託について、今のシステムを使うから大きな改修

費がかかるのかとの質問に対し、住記システムが容量不足になることによる改修、他の行政シ

ステムとのサービス連携についての改修などにより、多額な費用が必要となってくるが、情報

政策課とも協議する中で、できるだけ縮減を図られるように進めていきたいとの回答がありま

した。 
 また、緊急雇用創出事業の概要はとの質問に対し、現地を歩いて、笛吹市にある防犯灯、カー

ブミラーのすべてに番号を付し、地図に落とす作業をしている。これにより、場所の特定が可

能になること。また、破損状況などの調査もしていることから、修繕を行うときの優先度のラ

ンク付けを行うのに、非常に有効であるとの説明がありました。 
 また、各支所にも委員会への出席を求め、支所費についての審査を行いました。 
 なお、一般会計予算については、反対討論がありました。 
 以上、本委員会に付託を受けました案件に関わる主な質疑・意見等の報告を終わります。 
 それでは、審査結果については次のとおりであります。 
 議案第２１号 「平成２３年度笛吹市一般会計予算のうち、総務常任委員会担当項目につい

て」、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 以上をもちまして、委員長報告と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 ） 
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 質疑を終結いたします。 

 この際、申し上げます。 

 日程第１ 議案第２１号 「平成２３年度笛吹市一般会計予算」につきましては、各常任委

員会に分割付託してありますので、３常任委員長の報告終了後に討論および採決を行います。 
 次に教育厚生常任委員会に付託してあります案件について、教育厚生常任委員長から審査結

果の報告を求めます。 
 教育厚生常任委員会委員長、中川秀哉君。 

〇教育厚生常任委員長（中川秀哉君） 
 それでは、議長より報告を求められましたので、委員長報告をさせていただきます。 
 本委員会に付託されました、平成２３年度一般会計・特別会計当初予算についての議案審査

を、３月１１日、１４日および１５日の３日間にわたりまして、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。 
 審査の過程におきまして出ました、主な質疑等について、報告いたします。 
 はじめに、保健福祉部所管では地域福祉計画策定委託業務について、作ることが目的となっ

てしまい、コンサル任せとなりやすい。地域特性を考慮して策定する必要があるのではとの質

問があり、障がい者・地域福祉計画一体のものを予定しており、ダイジェスト版の全戸配布も

考えている。社会福祉協議会の地域福祉行動計画とリンクする必要もあり、連携して策定し、

市民が身近に感じられ、地域づくり・福祉等に貢献できる計画としたいとの説明がありました。 
 また石和第五保育所建設事業については、建設検討委員会が延期されたままだが、その後の

進捗状況についてはとの質問があり、当初予定した用地交渉が折り合いがつかず、基本設計が

進められなかった。新しい用地のめどが立ち、新年度早々には検討委員会を再開できる見込み

であるとの説明がありました。 
 なお、介護保険特別会計予算について、反対討論がありました。 
 続きまして、市民環境部所管では、バイオディーゼルの製造委託に関して、販売代金収入は

半分程度であるが、環境効果と費用対効果などの検証が必要ではないか。また、今後の事業拡

大についての考えはとの質問があり、経費的には負担があるが、ＣＯ２

 今後は廃食油の回収個所や回数を増やし、収集相手の新規開拓などに努め、公用車、ＳＳや

トラクターなど、使用を進めていきたいとの説明がありました。 

抑制を考えればエコに

十分貢献している。トータル的に金額には換算できないけれども、地球温暖化対策には効果が

あると考えている。 

 なお、国民健康保険特別会計予算について、反対討論がありました。 
 続きまして、教育委員会所管では、石和中学校施設機能向上対策調査について、改修なのか

建て替えなのか、調査内容についての質問があり、学校からの要望を伺いながら調査内容を決

定し、業者委託したい。 
 現時点では、改築の方向で検討していく必要があると考えている。また、通学区域等につい

ても、検討委員会を立ち上げていかなければならないと考えているとの説明がありました。ま

た、体育協会・スポーツ少年団関連予算につきまして、補助基準はあるのかとの質問があり、

具体的な事務はふえふき文化・スポーツ振興財団に移管しているが、体育協会については登録

者数が多く、上限設定をしている。スポーツ少年団については、１団体あたり４万円としてい

る。補助額については横ばい状態だが、子どもの育成、スポーツ振興など考えると、予算の削
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減は考えていないとの説明がありました。 
 なお、一般会計当初予算案につきましては、反対討論がありました。 
 以上、教育厚生常任委員会で審査されました、主な内容についての報告を終わります。 
 それでは、審査結果については、次のとおりでございます。 
 議案第２１号 「平成２３年度笛吹市一般会計予算のうち、教育厚生常任委員会担当項目に

ついて」、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第２２号 「平成２３年度笛吹市国民健康保険特別会計予算について」、賛成多数で原

案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第２３号 「平成２３年度笛吹市介護保険特別会計予算について」、賛成多数で原案の

とおり可決すべきものと決定。 
 議案第２４号 「平成２３年度笛吹市介護サービス特別会計予算について」、賛成多数で原

案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第２５号 「平成２３年度笛吹市後期高齢者医療特別会計予算について」、賛成多数で

原案のとおり可決すべきものと決定。 
 以上をもちまして、委員長報告といたします。 

〇議長（小林始君） 
 以上で、教育厚生常任委員長の報告は終わりました。 

 これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 （ な し ） 

 質疑を終結いたします。 

 これより討論および採決を行いますが、議案第２１号につきましては、各常任委員会に分割

付託してありますので、３常任委員長の報告終了後に討論および採決を行います。 
 それでは議案第２２号を議題とし、討論を行います。 
 反対討論を許します。 
 亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 議案第２２号 「平成２３年度笛吹市国民健康保険特別会計予算」に対する反対討論を行い

ます。 
 この予算のうち歳出を見てみますと、健診事業における国保人間ドックの対象年齢の引き上

げとか、これまでの集団健診に加えて、医療機関での個人健診も実施するなど、前進面も見ら

れるところです。 
 また、さまざまな取り組みの結果、国保税収納率が少しずつ改善していることとか、滞納者

の訪問を実施して、滞納者世帯の生活実態の把握に努めていることも、国保運営における前進

面ともいえるのではないかというふうに考えております。しかし、その一方で、予算で指摘し

たいことをいくつか述べたいと思います。 
 １つは、いつも発言していることではありますけども、市町村国保に対する国庫負担の度重

なる減額です。農家や自営業者、また退職高齢者、最近では失業者などが加入している市町村

国保に対しては、雇用者負担がない分、国庫負担がなければ成り立ちません。 
 制度発足当初から国庫が負担しておりますけども、しかし、度重なる制度の改悪で国庫負担
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は減り続け、当初、医療費の４５％の国庫負担があったものが、現在では給付費の３８％負担

まで減額してしまいました。さらに子どもの医療費、ひとり親家庭医療費、重度医療費の窓口

無料を実施しますと、ペナルティが課せられて、これも容認できるものではありません。予算

審議の中では、このペナルティの額、笛吹市では年間でおよそ６，８００万円ということであ

りました。近年の市町村国保の運営の厳しさ、そして払いきれないほどの高い国保税の原因と

いいますのは、この国庫負担の減額にこそ、大きな原因があるものであります。 
 国庫負担を現行の給付費の３８％負担から、改悪前の医療費の４５％負担に戻し、これを国

保税軽減に充てるなら、１人当たり年間３万円、４人家族では年間１２万円の値下げが可能に

なるものでありまして、国庫負担をもとに戻すことは、大いに要求していくべきではないでしょ

うか。 
 ２つ目は、そのように国に大きな責任があるわけですけども、しかし保険者は笛吹市です。

保険者として、裁量の範囲で市民の立場に立った施策の実施を求めたいと思います。 
 国民健康保険は、市が作成しました笛吹市国民健康保険事業健全化計画にもあるとおり、市

民がいつでも安心して適切な医療が受けられ、そのことによって、市民の健康の保持・増進に

寄与する制度であります。命は平等であり、お金のあるなしによって、医療を受ける権利が奪

われてはなりません。 
 医療費の窓口負担の徴収猶予、軽減策の実施や短期保険証の方への限度額の認定証の発行、

そして申請減免制度のさらなる拡充なども速やかに行うべきではないでしょうか。何かという

と、負担の公平性を理由に挙げて実施しようとしておりませんけども、命の公平性、命の平等

を何より優先すべきであります。また国保の健全運営においても、収納率の向上と、それから

適正な医療費ばかりがいわれますけども、実際、２３年度の市長の施政方針にも、そのように

書かれておりますけども、国保滞納者への配慮とか、医療費を払えないなどの低所得者への施

策など、この計画には欠如していると言わざるを得ません。 
 短期証の方への限度額認定書発行の要求に対して、発行しない理由として、将来の国保広域

化を見据えたものだと答弁しておりましたけども、この国の施策の先取りのような答弁を、大

変、残念に思っております。 
 ご存じのように、国保広域化は全国知事会が強い反対を表明しておりまして、そのこともあっ

て、今期の通常国会にも改正案が出されないでいるような状態です。出されたとしても、広域

化はまだまだ、先のことであります。地方自治体は国の下請け機関ではありません。市が作成

してあります事業健全化計画にもあるとおり、市民がいつでも安心して適切な医療が受けられ

る、そのような国保運営を行うよう求めて、反対討論とします。 
〇議長（小林始君） 

 続いて、賛成討論を許します。 
 大久保俊雄君。 

〇１６番議員（大久保俊雄君） 
 それでは議案第２２号 「平成２３年度笛吹市国民健康保険特別会計予算」につきまして、

この原案に賛成する立場から討論を行います。 
 今回の平成２３年度笛吹市国民健康保険特別会計予算の総額は、歳入歳出それぞれ８０億３，

３４６万８千円の予算額となっております。歳入の主なものについては、国民健康保険税およ

び国・県診療報酬支払い基金からの支出金と交付金から構成されており、歳出の主なものにつ
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いては、医療にかかる保険給付費が５３億１，９９３万円で、歳出額の６６％を占めています。 
 また他の保険制度に対する拠出金等が１３億９，０４８万円で、１７％となっております。

近年の長引く経済不況の中、国保加入者の所得は減少を続けており、反面、医療費は毎年上昇

の一途を辿っております。本来、支出医療費に見合うだけの税を確保しなければならない国民

健康保険にとって、非常に危惧すべき状況であるとは感じております。 
 こうした状況を打開するためには、国保税の収納率向上を図りながら、国・県等の交付金を

いかに多く確保し、日常生活における疾病の予防、健康増進対策を図りつつ、医療費の質を低

く抑えることができるかが、国民皆保険制度を維持する必要条件であると考えております。常

任委員会において説明も受けた中、厳しい経済状況の中、限られた財源の中で、特定健診事業

に見られる医療費の適正化対策や収納率の向上対策など、効果的かつ効率的な配分に努めてい

ただいた当初予算であると感じられるところです。 
 この予算案が市民の健康の維持増進のために効率よく執行できることを強く期待して、平成

２３年度笛吹市国民健康保険特別会計予算案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 ） 
 討論を終結いたします。 
 これより、議案第２２号の採決を行います。 
 本案に対する委員長報告は、可決です。 
 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 多 数 ） 
 起立多数です。 
 よって、議案第２２号は原案のとおり可決されました。 
 次に議案第２３号を議題とし、討論を許します。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結いたします。 
 これより、議案第２３号の採決を行います。 
 本案に対する委員長報告は、可決です。 
 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 多 数 ） 
 起立多数です。 
 よって、議案第２３号は原案のとおり可決されました。 
 次に議案第２４号を議題とし、討論をします。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結します。 
 これより、議案第２４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。 
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 （ 起 立 多 数 ） 
 起立多数です。 
 よって、議案第２４号は原案のとおり可決されました。 
 次に議案第２５号を議題とし、討論を許します。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結いたします。 
 これより、議案第２５号の採決を行います。 
 本案に対する委員長報告は、可決です。 
 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 多 数 ） 
 起立多数です。 
 よって、議案第２５号は原案のとおり可決されました。 
 続いて、建設経済常任委員会に付託してあります案件について、建設経済常任委員長から審

査の結果について、報告を求めます。 

 建設経済常任委員会委員長、内藤武寛君。 

〇建設経済常任委員長（内藤武寛君） 

 それでは、ただいま議長より報告を求められましたので、委員長報告をさせていただきます。 
 本委員会に付託されました平成２３年度一般会計・特別会計、ならびに企業会計当初予算案

と市道廃止・認定案件の審査を、３月１１日、１４日および１５日の３日間にわたり、委員出

席のもと関係当局の出席を求め、審査を行いました。 
 審査にあたり質疑・意見等がありましたので、その主なものを報告いたします。 
 まず、産業観光部所管では、芦川地域活性化推進事業費の交流施設整備事業費の内容につい

て説明を求めたところ、芦川農産物直売所の駐車場の拡幅を計画しており、今ある駐車場西側

に、傾斜を利用して２段階の駐車場とトイレも併せて建設し、平成２３年度には実施設計およ

び用地取得を考えているとの説明を受け、委員からは土地の少ない芦川であるため、用地を有

効活用して直売所活性化につなげてほしいとの意見がありました。 
 バイオマスセンター建設事業については、事業内容および運営方法、剪定枝の収集方法等、

市民の理解を得てから事業を実施すべきではないかと意見があり、それに対し、環境等を考え

ると必要な施設であり、市民の理解を得る中で進めていきたいとの説明がありました。 
 建設部所管では、公共施設クリーンアップ事業について説明を求めたところ、２年目の事業

であり、指定管理されているものを除く公園等の除草、枝打ちなどをシルバー人材センターに

委託して行っているとの説明がありました。 
 土木課にかかる砂原橋架け替え事業についての質問では、現在、河川協議において関東地方

整備局との協議中であり、協議が済み次第、９月ごろに発注、１１月ごろから工事を予定して

おり、工事の段階確認等の検査については、外部委託を考えているとの説明がありました。 
 公営企業部所管では、水道事業会計にかかる集中監視設備工事の内容について説明を求めた

ところ、本庁で一括監視をするために、民間業者のデーターセンターを利用したインターネッ

ト回線によるものであり、業者選定についてはプロポーザルを予定しているとの説明がありま

した。 
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 下水道事業会計については、今後の事業計画について質問があり、現在は１年間の事業量が

減少しているため、事業効率の高い場所、地域の賛同を得られるところから、順次進めていく

との説明がありました。 
 なお、一般会計当初予算案については、反対討論がありました。 
 また、バイオマスセンター建設事業については、付帯意見を付けたらどうかとの意見もあり

ました。 
 以上、本委員会に付託を受けました案件に関わる主な質疑・意見等の報告を終わります。 
 それでは、審査結果については次のとおりです。 
 議案第２１号 「平成２３年度笛吹市一般会計予算のうち、建設経済常任委員会担当項目に

ついて」、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第２６号 「平成２３年度笛吹市公共下水道特別会計予算について」、賛成全員で原案

のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第２７号 「平成２３年度笛吹市農業集落排水特別会計予算について」、賛成全員で原

案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第２８号 「平成２３年度笛吹市簡易水道特別会計予算について」、賛成全員で原案の

とおり可決すべきものと決定。 
 議案第２９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予算に

ついて」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第３０号 「平成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予算

について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第３１号 「平成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予算につ

いて」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第３２号 「平成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予算に

ついて」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第３３号 「平成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予算に

ついて」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第３４号 「平成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予算につ

いて」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第３５号 「平成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予算に

ついて」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第３６号 「平成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予算に

ついて」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第３７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予

算について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第３８号 「平成２３年度笛吹市水道事業会計予算について」、賛成全員で原案のとお

り可決すべきものと決定。 
 議案第３９号 「平成２３年度笛吹市営春日居地区温泉給湯事業会計予算について」、賛成

全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第４１号 「市道廃止について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第４２号 「市道認定について」、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 
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 以上をもちまして、委員長報告といたします。 
〇議長（小林始君） 

 建設経済常任委員長の報告が終わりました。 

 これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 

 お聞きいたします。 

 議案第２１号 平成２３年度笛吹市一般会計予算については、３対３ということで、最終的

に委員長の判断によって、これが可決すべきものであるというふうに決せされたと聞いており

ます。そして、これは委員長に大変、重い判断が迫られたということでございますが、そのこ

とについて、可決すべきものとする理由について質問があり、これについて答えたというふう

に聞いておりますが、その中身は砂原橋の予算が入っているから、これに賛成するということ

が述べられたと聞いております。このような理解でよろしいかどうか、伺いたいと思います。 

〇議長（小林始君） 

 委員長、内藤武寛君。 

〇建設経済常任委員長（内藤武寛君） 

 平成２３年度予算案の建設経済常任委員会に付託されました採決におきまして、賛成３、反

対３、１人の委員が欠席しておりましたので、委員長採決により決定をさせていただいたとこ

ろでございます。私自身、平成２３年度予算について賛成の立場でありましたので、そういっ

た結果を出させていただきました。 

 以上であります。 

〇議長（小林始君） 

 渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 

 質問した中身は、審議の中身について聞いているわけでございまして、そして、その中で質

問に答えて、委員長はその理由について決すべきだという、その理由を述べたと聞いておりま

す。そのことについて、どのような発言をなさったのかと、理由を述べたのかということを聞

いておりますので、そして具体的に、そのことを指摘しておりますので、そうであったか、な

かったかということを聞いておりますので、質問の中身と答えが違っているもので、再度、答

弁をお願いします。 

〇議長（小林始君） 

 内藤武寛君。 

〇建設経済常任委員長（内藤武寛君） 

 委員会の審議、すべて録音、議事録に録ってあります。そこの議事録、記録を見ていただけ

れば、私が発言したこと、すべて分かると思います。 

 以上です。 

〇議長（小林始君） 

 渡辺正秀君。 
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〇７番議員（渡辺正秀君） 

 これは３回目の質問ではございません。 

 録音に録ってあるということならば、今ここで、これから採決する判断として委員長報告を

いただいているわけです。この場で、答弁をお願いします。 

〇議長（小林始君） 

 内藤武寛君。 

〇建設経済常任委員長（内藤武寛君） 

 委員会で、私は一議員として考えている今までの過程の中で、本２３年度の予算案が、私自

身の今まで考えてきたことと本予算案が一致しているというか、そういう予算が盛られていた

ことによって、私も賛成をいたしました。 

 以上です。 

〇議長（小林始君） 

 ほかにありませんか。 

 渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 

 今の答弁で、中身が、私の言ったとおりなのかどうなのかという答弁がなかったわけなんで

すけども、順立てて総合的に判断したということでございますので、その議論の中心というの

はバイオマスセンターのことでありますので、その１件１件について判断したということでは

ないということを承りました。 

 以上で、質問を終わります。 

〇議長（小林始君） 

 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２１号につきましては、先ほど申し上げたと

おりです。 
 それでは、議案第２６号から議案第３９号までを一括議題といたします。 
 お諮りいたします。 
 本１４案件は討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本１４案件についての委員長報告は、可決です。 
 本１４案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第２６号から議案第３９号は原案のとおり可決されました。 
 次に、議案第４１号および議案第４２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、可決です。 
 本２案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第４１号および議案第４２号は原案のとおり可決されました。 
 以上で、各常任委員会に付託いたしました議案の採決が終了いたしました。 
 ここで、暫時休憩いたします。 
 再開は３時５０分といたします。 

休憩  午後 ３時４２分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ３時５０分 
〇議長（小林始君） 

 再開いたします。 
 これより、各常任委員会に分割付託いたしました議案第２１号を議題といたします。 
 議案第２１号 「平成２３年度笛吹市一般会計予算」についての審議に入りますが、本件に

対し、お手元に配布したとおり、野澤今朝幸君および風間好美君からバイオマスセンター建設

事業に関わる修正案が、また亀山和子君および北嶋恒男君から多機能アリーナ建設事業に関わ

る修正案が提出されております。 
 これについては、笛吹市議会会議規則第１６条の規定に基づく修正案でありますので、直ち

に議題といたします。 
 ここで、審議順序について申し上げます。 
 まずはじめに、バイオマスセンターに関わる修正案について上程・質疑を行い、次に多機能

アリーナに関わる修正案について、上程・質疑を行います。 
 その後、バイオマスセンターに関わる修正案、多機能アリーナに関わる修正案、原案の順に

討論を行い、同様の順序で採決と進めてまいります。 
 それでは、これよりバイオマスセンター建設事業に関わる修正案について、提出者より説明

を求めます。 
 野澤今朝幸君。 

〇３番議員（野澤今朝幸君） 
 議案第２１号 「平成２３年度笛吹市一般会計予算」に対する修正動議。 
 上記の動議を地方自治法第１１５条の２および会議規則第１６条の規定により、別紙のとお

り修正案を添えて提出します。 
 提案理由 
 本当初予算については、バイオマスセンター建設事業予算が計上されており、本件について

は搬入路のメインとなる砂原橋架け替えの未着工、それに伴う予定地までの通路未決定、議会

においても、その事業の要否および市民の方々、特に農家の意見集約に至っていない中、予算

計上をすることは時期尚早と考え、予算計上することは容認できない。 



 ２１９ 

 当該予算に関わる歳入歳出それぞれ２億６，９４０万５千円を削除するため、提出するもの

である。 
 平成２３年３月１６日 提出 
 笛吹市議会議長 小林 始殿 

提出者 
笛吹市議会議員 野澤今朝幸 
   〃    風間好美 

 なお、次のページから内容についての詳細が見え消しで載っています。第１表が歳入歳出予

算です。 
 それで、申し訳ありません。数字の間違いがありましたので、訂正いたします。 
 歳出のほうの最後の右下の合計ですけれど、そこには見え消しで３０２億４９５万９千円と

ありますけども、下三桁が５９５になります。９５９を５９５というふうに直してください。

歳出のほうです。歳入のほうは、正しい数字ですけれど。歳出の一番最後の歳出合計が、下三

桁が９５９になっていますけども、５９５です。 
 あと第２表は債務負担行為、そして第３表は地方債となっています。よく数字を見る、この

ような修正案ですので、ぜひ、しっかりしたご審議、よろしくお願いします。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 これより、質疑を許します。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑を終結いたします。 
 それでは次に多機能アリーナ建設事業に関わる修正案について、提出者より説明を求めます。 
 亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 議案第２１号 「平成２３年度笛吹市一般会計予算」に対する修正動議。 
 上記の動議を地方自治法第１１５条の２および会議規則第１６条の規定により、別紙のとお

り修正案を添えて提出します。 
 提案理由 
 本予算については、多機能アリーナ建設事業の予算が計上されております。しかし、本件に

ついては市民の賛否両論の中、事業の要否について市民合意も得られておらず、そのような中

での予算計上は遺憾であり、よって当該予算削除のため、提出するものです。 
 平成２３年３月１６日 提出 
 笛吹市議会議長 小林 始殿 

提出者 
笛吹市議会議員 亀山和子 
   〃    北嶋恒男 

 以上です。 
〇議長（小林始君） 

 これより、質疑を許します。 
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 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑を終結いたします。 
 これより、討論を行います。 
 はじめにバイオマスセンター建設事業に関わる修正案について、討論を行います。 
 まず、反対討論を許します。 
 寳修君。 

〇１４番議員（寳修君） 
 議長の許可をいただきましたので、平成２３年度笛吹市一般会計予算に対する修正案に反対

する立場から討論を行います。 
 ２００２年（平成１４年）、バイオマス日本総合戦略を閣議決定され、循環型社会を目指す

長期戦略ということで、農林業、水産業から畜産、廃棄物、木材、葉、資源作物などの有機物

からエネルギーや生分解性プラスチックなどの生産物を生み出し、食品産業から発生する廃棄

物、副産物の活用を進めているバイオマスタウン構想等があります。 
 ２００３年から２００８年度まで、２１４事業が実施されているけども、効果があると判断

されたのは、全体の１６％の３０事業であります。笛吹市では、平成１９年に策定されたバイ

オマスタウン構想に基づいたバイオマスタウン事業計画の基本方針、生ごみ堆肥化事業、剪定

枝等、木質バイオマス燃料化事業、汚泥肥料化事業、バイオマスディーゼル燃料化事業、これ

らの４事業を推進することを基本としており、具体的な展開策としてバイオマスセンターをバ

イオマスタウンの中核と位置づけるものと理解しております。 
 このことは笛吹市の農業振興の大きな方向として、農薬や化学肥料を減少させる地域と共生

した農業、環境にやさしい農業を目指しているものであり、産業廃棄物の発生を抑制、エネル

ギー自給率の向上など、限りある資源を大切にする循環型社会の形成に役立つことになると思

います。循環型社会の形成に役立つことは、また現在、笛吹市が推進しているごみ減量化推進

事業のうち、ごみ減量５３％を目指す事業においても実現が可能となる施設となると思います。 
 現在、焼却処分されている市内から発生する生ごみについては、例えば年間２００トン強の

生ごみをバイオマスセンターで堆肥化することにより、焼却時のＣＯ２

 この事業を推進していく上で、市民の皆さまの理解とご協力が不可欠でありますが、市民の

皆さまには安心して、市の行政を見守っていただくよう訴えていくことが望まれます。 

は年間で８６０トンの

削減が試算されます。これは２５メートルプールに換算しますと、８６０杯分の体積となりま

す。このような状況から見ると、環境にやさしい永続的なシステムの構築を図っていくことで、

必要不可欠な施設だと思われます。 

 反対討論といたします。 
〇議長（小林始君） 

 次に、賛成討論を許します。 
 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。 
 バイオマスセンター修正案に対し、賛成討論をします。 
 総務省、行政評価局の評価によりますと、バイオマス関連事業について、効果が発現してい
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るものは２１４事業中３５事業、１６．４％で、これらについて国の補助により整備された施

設の稼働が低調なものが多いなど、期待される効果が発現しているものは、皆無であると指摘

しています。 
 バイオマス関連施設について、ＣＯ２

 厳密な検討を行い、事業に着手する必要があります。笛吹市バイオマスセンター建設に関し

てはクリーンセンターの汚泥、剪定枝、生ごみの活用を図り、堆肥を生産する計画ですが、減

量の配分比率が公表されていなく、精製後の製品の利用価値については、類似施設の製品の成

分分析を説明したのみであり、その長所短所がほとんど不透明です。実験室で製品化したもの

を成分分析し、土壌改良剤としての期待が持てるものなのか、広く果樹栽培農家、識見者等で

検討をまず行うべきものであるのに、用地取得が先行しており、事業計画の手順が逆となって

います。 

収支を把握しているものは１３２施設中３施設、２．

３％程度です。学識経験者の知見を得て、総務省が試算した結果、すべての試算項目において

効果が出ているものは７７施設中、わずか８施設、１０．４％。調査結果が出ており、生物資

源の確保や製品の質的価値の低下、また事業目標や効果が過大であったため、予定の稼働率が

得られていないという結果です。 

 施設の経営形態について、公設民営の方法をとるとの説明ですが、民間企業のために建設を

行うものと判断ができます。笛吹市を日本一の桃・ぶどうの大産地に育てあげた農家が、農業

に関しては素人である役所が税金を使って作ったような堆肥など、お金を出してまでほしがる

と思いますか。私は、そうは思いません。企業が優秀な堆肥を販売しています。誰のために行

うものでしょうか。 
 また剪定枝の粉砕機購入の補助金１千万円も出ていますが、耐用年数などは何年でしょうか。

特に農家の意見集約に立っていない中、またバイオマスセンターを造ったからといって、農家

の活性化につながるとは判断できず、時期尚早と考えます。 
 以上、修正案に対する賛成討論です。 

〇議長（小林始君） 
 次に、反対討論を許します。 
 志村直毅君。 

〇２番議員（志村直毅君） 
 提案されました修正案に対して、反対の立場から討論を行います。 
 バイオマスセンター建設事業について、まず現在のごみ処理の仕組みと、それにかかる行政

コストを考えたとき、よりコストを抑え、再生可能な資源は活用し、ごみの減量と併せて、処

理のシステムを変えていくための施設整備であり、ＤＢＯ方式、すなわちデザイン・ビルド・

オペレイトといわれる設計・施工・運営を民間が行うＴＰＰ、官民共同、公民連携により行う

もので、その具体的な内容についてはプロポーザル方式、企画提案の方法により、より効率的

で高品質な事業として進めていくものと理解しております。 
 ごみ処理にかかるコストは、平成２１年度実績で家庭系可燃ごみは、甲府市環境センターに

おいて、処理単価１トン３万１千円で２，３３６トンを、東山梨環境センターにおいて処理単

価、同１万９，３５２円で２６３トンをそれぞれ処理し、７，７５０万円の費用が処理料だけ

でもかかっています。 
 また汚泥の処理にかかるコストは、同じく平成２１年度実績で、下水道汚泥は峡東浄化セン
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ターにおいて、処理単価１トン２万２千円で６，８００トン。浄化槽汚泥は市クリーンセンター

において、処理単価、同２万５千円で４３９トンをそれぞれ処理しており、１億６千万円の処

理費を支出しています。 
 家庭系可燃ごみ量のおよそ半分は生ごみとのデータもあり、バイオマスセンターを整備した

場合の想定試算として、保存料の４０％の生ごみを堆肥化した場合の処理費用はおよそ１千ト

ンで１，９００万円余。さらに、クリーンセンターで処理している浄化槽汚泥を全量肥料化す

ると、処理費用は６００万円余と聞いております。 
 クリーンセンターは指定管理で運営しておりますが、生ごみと汚泥のセンターでの処理によ

る行政コスト削減効果は、約１，９００万円となります。さらに事業系の生ごみをバイオマス

センターで処理することにより、処理料収入と合わせて、処理単価によって、大きく事業者負

担も軽減することとなります。 
 剪定枝については、１ヘクタールで２トンと試算しても４２６ヘクタール分。これは笛吹市

の果樹の栽培面積、約２，８００ヘクタールの１５％として、果樹剪定枝のみの数字として、

このような量であり、また堆肥については１０アール当たり、２トン施用の計算で、約５万ト

ンの消費という数字になります。このことからも、バイオマスセンターで生産される堆肥およ

び肥料が現在、流通している堆肥、肥料等に影響を大きく与えるものではないということは、

確認しておきたいと思います。 
 このようにバイオマスセンターを整備した場合の想定試算と比較しても、本事業は効果的な

ものであり、行政任せで行政コストを上昇させる時代から住民の自助努力や協力によって、ご

み減量や環境保全、循環型社会の実現とともに、圧縮できる行政コストは圧縮していくという

観点からも有益な事業であると考えます。 
 また、バイオマスタウン構想に基づくセンター建設に際し、合併した本市の循環型社会構築

のための基盤整備事業として、合併特例債を活用することが可能な期間にこれを行うために、

平成２３年度当初予算に、すでに先行している砂原橋架け替え事業の推進状況に鑑みても、本

事業の進捗に想定される予算を計上することは、妥当な判断であると考えます。 
 今後、大量生産・大量消費・大量廃棄といった生活スタイルから、持続可能な循環型社会の

構築が私たちと将来世代の重要なテーマの１つであり、必要不可欠な取り組みの１つです。 
 以上の点から、修正案に対しては反対の立場をとるものであり、併せて本事業の推進にあたっ

ては、先行する他の事例等で生じている課題等も研究しながら、地元同意、測量影響調査等を

含め、市民に十分な情報開示を行うとともに、用地購入にあたっては拙速になることなく、万

全の体制を整えて、事業を進めていくよう、市当局にも申し上げながら、議会議員としても市

民の皆さまとともに、本市の循環型社会のシステム構築に一層の理解を深めながら、取り組ん

でいくことを付言しまして、討論を終わります。 
〇議長（小林始君） 

 賛成討論を許します。 
 北嶋恒男君。 

〇４番議員（北嶋恒男君） 
 市民派クラブの北嶋恒男です。 
 議案第２１号 平成２３年度笛吹市一般会計予算に対するバイオマスセンター建設費修正案

への賛成討論をいたします。 
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 バイオマスセンター建設事業は、生ごみや果樹剪定枝、汚泥などの有機質資源を堆肥化し、

環境保全型農業の推進に寄与するという構想であることはご存じのとおりです。荻野市政のオ

ンリーワン都市を目指す目玉商品の１つとして、進められてきております。昨年は適質調査が

行われ、建設場所も決まりました。 
 そのような経過の中で、平成２３年度の建設スケジュールにおいては、いよいよ建設予算も

盛り込まれ、各種関係調査と並行して、用地購入も予定されております。この事業は、どうし

ても合併特例債、有効期限までに間に合わすということですので、決して早くはないし、むし

ろ遅れているかもしれません。しかし、よく考えてみますと、このバイオマスとかという言葉

と内容が分かっている市民はほんの一部であり、一般市民には何をするところなのか、知らな

い人がほとんどではないかと思います。 
 私はかねてから何回か議会を通して、これこそ市民の協力がなければ成り立たない事業だと

思いましたので、私も地域の農家の方々に果樹剪定枝のことを話しましたが、全員からわざわ

ざ運ぶ人はいないよと一蹴されました。また生ごみも、今のような袋詰めが精一杯だといわれ

ました。 
 そのような市民の声を聞いておりましたので、本当に市で考えているような量を安定的に確

保し、経営を成り立たせることができるのかと、専門家ではないので分かりませんが、単純に

考えても、相当の工夫と努力がなければ不可能だろうなと感じました。 
 過日の２月１６日、山梨日日新聞に掲載されました「バイオマス効果ゼロ」という表題で、

総務省行政評価局で実施した過去６年間のバイオマス関連事業について、循環型社会の形成に

つながるだけの効果が出ていないという失敗事例が報告されました。 
 この報告は大変ショックでしたが、一理、分かるような気もいたしました。私はこの問題に

ついては大変関心を持ちましたので、過日の議会では一度に大型施設を持っていくのはリスク

が大きいので、最初は小さく生んで、大きく育てたほうがよいのではと提言もしましたが、駄

目でした。また一番肝心なこととして、市民の理解を十分得られるような収集方法を示すよう

伺いましたが、明快な答弁を聞くことはできませんでした。 
 そのようなことから、現在でも大変、不信を感じていますので、このまま、この事業を進め

るのは時期尚早と考え、この修正案に賛成するものであります。 
 これまでの全国の先進事例がうまくいかなかった要因として想像できることは、バイオマス

タウンの美名のもとに、思いだけで事業を進めようという動きがあったことも否めません。た

しかにバイオマスは名前からしても難しそうだという思いがあるので、バイオマスの専門家な

るコンサルタントの言うがままで事業を行ってきたことが、多くの失敗のもとになっているの

ではなかったのでしょうか。やはり地元笛吹市のことをよく知っているのは市の職員であり、

われわれ市民の目だと思いますので、この目で現実性・妥当性の判断をしなくてはならないと

思います。 
 そこで、現実に目を向けてみたいと思います。 
 まず果樹剪定枝についてですが、農家が直接、持ち込みを基本と考えているようですが、農

家の高齢化、人手不足などで現実は期待できなくて、ほとんどを畑でチップ化し、土壌改良剤

にするか、畑での焼却処理が主流になっています。これらの方法が一番、現実的ではないでしょ

うか。また畑での焼却処理についても期間限定ですし、今までの習慣でどうこうするわけには

いかないでしょう。果樹地帯の風物詩としても受忍の範囲と思われます。 
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 しかし、市側で実際に集める方法として考えていることは、各地に設置した広い集積所まで

運んできてもらうことだと思いますが、これには難しい問題もあります。果たして、各地域に

広い場所が確保できるのか。燃えやすいものを大量に集めれば、火災の恐れもありますし、消

防法から誰かが責任を持って、毎日、管理しなければならないことだし、また近隣の同意も得

なければなりません。そしてまた、そこから業者が収集して、センターまで運搬するわけです

が、採算が合うのかなど課題は多いです。 
 誰しもがある程度、やりやすい形で協力できなければ長く続きませんし、そのようなことを

考えると、果樹剪定枝の収集は現実的には非常に難しいと判断しなければならないと思います。 
 また、一般家庭からの生ごみの収集方法ですが、市のごみ減量化推進事業では、平成１９年

度から試験的に一部集団で集めて、大型ごみ処理機でミニ試験的に実施していますが、市内全

域に広げた場合に、それと同じような方法で一般市民にも協力が得られるかは疑問に思います。 
 今のように焼却処分をするものと分別した生ごみが同じように、袋詰めできるならよいです

が、コストがかかるという問題もあろうかと思います。また、さらに難しい問題は、生ごみ仮

置き集積場所の確保だと思います。市内各地に、行政区単位ぐらいには回収コンテナのような

ものを設置することが必要ですが、周囲の方にとっては迷惑施設にならないか、夏場の収集は

特につらいです。何か、こう考えると、この静かな町がごみ問題で、また新たな悩みを抱え込

まれるようですので、よく、みんなで納得いくまで考えていかなければならないと思います。 
 ぜひ、これから市民アンケートなどを実施して、合意が出た暁に用地取得は考えていただき

たいと思います。どうか議員の皆さんには、誠意ある対応をお願いいたします。 
 以上で、賛成討論といたします。 

〇議長（小林始君） 
 ほかに討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 バイオマスセンター建設事業に関わる修正案について、討論を終結いたします。 
 続いて、多機能アリーナ建設事業に関わる修正案について、討論を行います。 
 まず、反対討論を許します。 
 中村正彦君。 

〇５番議員（中村正彦君） 
 多機能アリーナ建設事業に関する予算を除いた、平成２３年度笛吹市一般会計予算の修正案

に反対する立場で、討論を行います。 
 まずは、３月１１日に発生いたしました東日本大震災により、尊い命を奪われました多くの

方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、今も避難生活を余儀なくされています方々に心

より、お見舞いを申し上げます。 
 今回は、防災面からの必要性の中で討論をさせていただきます。 
 今回の大震災は、福島第１原子力発電所での事故が加わり、現在も体育館などで１次的に避

難されている方々は二重、三重の不安と戦っておられると思われます。 
 本市におきましても、今回の大震災においては、幸いにも人的被害はなかったものの、東海

地震などの発生が心配されており、一昨日も静岡県東部を震源地とする強い地震があり、笛吹

市も震度５弱の強い揺れがあり、本当に驚くとともに他人事ではない思いがしました。 
 本市の発災時の対応につきましては、笛吹市地域防災計画において、一時的に避難する避難
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地を定めるとともに、住居場所を確保できなくなった市民の仮住居を提供するとともに、救護

や復旧の拠点にもなる避難所を開設することとされております。 
 しかしながら、想定されている避難所は小中学校のグラウンドで、大震災においての避難生

活のためには、十分であるとは言えません。私も長い消防団活動の中で、数々の火災・災害の

現場を目の当たりにし、恐ろしさ、悲惨さを痛感いたしました。このようなことから、私は日

ごろから災害に対しては、強い危機感を抱いております。 
 このような観点からも、多機能アリーナは発災時の建物内、設備の活用はもとより、広い駐

車場を利用しての仮設住宅建設など、災害避難所の拠点としても重要な施設でもありますので、

本市には多方面にわたって必要なものだと考えております。 
 平成２３年度一般会計予算においても、多機能アリーナ建設事業に関する予算を計上する中

で、一刻も早い実現を望むところであります。 
 修正案に賛成されております議員各位におかれましても、ぜひ防災面などを含め、多角的な

観点からご理解をいただけますようお願いを申し上げまして、討論を終わらせていただきます。 
〇議長（小林始君） 

 次に、賛成討論を許します。 
 中村善次君。 

〇１１番議員（中村善次君） 
 私、正正会の中村善次が平成２３年度一般会計当初予算にかかる修正案に賛成する立場から

討論を行います。 
 総務管理費、多機能アリーナ建設費にかかる１，９３０万円であります。多機能アリーナは

必要ありません。巨額の建設費のみならず、未来永劫にわたって多額の維持管理費が生ずる。

これらの大型建設に関わる予算は削除して、直ちに計画を中止すべきであります。 
 笛吹市では、２０１１年度当初予算に総額４５億円に上る多機能アリーナを、あと５年で建

設する、そのための経費を計上いたしました。荻野正直市長は、合併特例債を活用した５大事

業を行うことで、市の財政状況が危険水域に達することを明言いたしました。 
 また平成３１年には市の実質公債費比率が１８％に達することも、財政シミュレーションに

は都市計画税を多くの市民から徴収しなければ、基金０円。すなわち、財政破綻とすることも

明記をされております。破綻のリスクを侵してまで、市民合意のない事業を短期間で推進する

ことは、市政の暴走としか表現はできません。市民の生命に直結する緊急性の高い事業を早急

に推進してください。 
 過日、世界最大級規模の震災といわれる東関東巨大地震が発生いたしました。町が一瞬にし

て消え、いまだに１万人以上の住民が消息を絶っております。そして今、国民が放射線の被曝

に怯える毎日を送っております。悲惨な光景を映すテレビ報道の一場面で、被災後に家族と再

会を果たした女性は、こう言っておりました。「何もいらない。ただ生きていられるだけで、

うれしい。」本当に人間らしい表現ではありませんか。今回の惨状を見ると、東海地震が起き

たとき、笛吹市が被災地となるだけではなく、日本の首都機能自体が麻痺していることも容易

に想像できることも事実でございます。市内が１分１秒を争う生死の現場と化すにもかかわら

ず、本市に対する国の支援は遅れることでしょう。 
 平成１６年１０月の合併以降、市と市議会は期限付きで使える合併特例債を新市の基盤整備

のために、有効に生かす議論を怠ってきたことを猛省するともに、残り５年を切った期限内に
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何に使うべきか再考しなければなりません。 
 笛吹市が急がなければならないことは、赤字を出す循環型社会の形成でも、一流の文化・ス

ポーツに触れたり、多くの市民の生命を守れる基盤整備を進めるとともに、災害後、早急な復

興ができる財政的な体力を残しておくべきであります。残念ながら、この２つが今の笛吹市の

施策に欠如しているのは明らかであります。 
 今回の惨状を目の当たりにして、人間が築き上げたものなど一瞬にして無に帰してしまいま

す。とにかく生きることが何よりも優先されることは、市執行部、アリーナおよびバイオマス

建設推進者にも理解できるはずであります。それでも、思いつきなどと揶揄されるような事業

に対して、巨額の投資をするのですか。今回、予算削除を求めた事業推進は、何が誤っている

のか、具体的に説明をいたします。 
 市本庁舎の耐震化など、優先すべき整備を後回しにしたことです。今回と同様規模および、

それに準ずる地震が起きた場合、未耐震の本庁舎は確実に倒壊をいたします。そして市職員の

多くは死にます。本庁舎と市民をサポートする人的資材を失うことは、災害後の復興を著しく

遅らせます。これに対し、計画しているアリーナは収容人数１，５００人から２千人、荻野市

長は最近になり、アリーナを防災拠点として活用したいと述べております。 
 しかし、よく考えてください。笛吹市は２００平方キロメートルの面積を持ち、子どもやお

年寄りを含めた７万２千人が暮らしております。災害によって道路が使えなくなった場合、旧

７町村に暮らす住民はアリーナではなく、まず近くの体育館、その他の会館を目指すはずであ

ります。笛吹川に架かる橋が崩れてしまえば、荻野市長の地元、石和地区の住民はアリーナに

は行けません。どこに向かえばいいのか、教えてください。 
 アリーナ建設は断念して、本庁舎の耐震化、石和地区への体育館の整備、石和地区にある会

館や体育館などの整備を急ぐべきことだと、私は思います。 
 また、市長の残任期間内に用地買収さえ、できないかもしれないアリーナ建設にこだわるの

ではなく、限られた期限内にできる事業を優先することこそ、合理的で特例債の措置に合致す

るのではないでしょうか。バイオマス施設についても、同じ理由が当てはまります。市民の生

命を後回しにして、優先すべき事業ではありません。市議会の使命は、市民の命の大切さにつ

いて、十分な理解ができていない現市政に対してノーを突きつけた上で、残された特例債の活

用を期限内に有効に使うことを、市とともに市民が望む事業の実現に全力を注ぐことだと思い

ます。 
 最後に、荻野市長に言いたい。 
 あなたは６年前、庁舎建て替えの議論が起きたときに、防災面で不安のある現庁舎のある場

所への改築に固持しました。そして、計画は白紙化しました。市民の生命、災害後の復興を優

先すれば、現庁舎と同じ場所という選択肢はなかったはずです。あのとき、あなたが間違った

判断を下したことが今につながっていると、私は考えます。 
 総額４５億円にも上る多機能アリーナは、夢に終わった新庁舎の代わりとしか思えません。

あなたは自分の過ちを反省するともに、現実を見据えて、あとわずか５年と迫る特例債の使用

期間内に市民全員の生命を守る、基盤整備に全力を投じるべきであると思います。 
 市当局がよく言われますように、もう時間はありません。市長が命を賭けるのは多機能アリー

ナ建設ではないはずです。市民のリコールによるノーを突きつけられる前には、自分の理想ば

かりを一方通行で伝えるのではなく、１つの対話を尊重し、笛吹市民の信託を受けたものとし
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ての責任をまっとうするよう、ここにお願い申し上げ、以上で私の修正案に対する賛成討論と

いたします。ありがとうございました。 
〇議長（小林始君） 

 反対討論を許します。 
 網倉正治君。 

〇１番議員（網倉正治君） 
 笛政クラブの網倉です。 
 はじめに、このたびの東日本大震災に見舞われました被災者の方々に心よりお見舞いを申し

上げます。 
 それでは、議長の許可をいただきましたので、平成２３年度笛吹市一般会計予算の修正案に

対して、反対の立場で討論をいたします。 
 市では多機能アリーナ建設について、市民の多くの方々や議会からの要請を受け、市内の７カ

所で市民ミーティングを開催いたしました。私は芦川地区を除き、すべての市民ミーティング

に参加し、市民の皆さんのお答えをお聞きいたしました。ご意見の中には、たしかに他の事業

を優先させてほしいとの意見もございました。しかしながら、市民ミーティングの会を重ねる

ごとに、施設の内容などの建設的な意見が多くなったと感じておりました。 
 また、笛吹市の将来を見据えたときに、今、この機会を失うと建設ができない多機能アリー

ナは必要な施設であり、内容については市民ミーティングでも、るる説明がありました。特に

思うのは、多機能アリーナ基本設計に向けては、公募型プロポーザルによる設計案の構想、説

明を受けて、改めて既存施設との連携により、人づくり、健康づくり、交流づくり、さらには

先ほど両中村議員の防災の対策につながる討論がありましたとおり、防災等の拠点施設になる

と私は信じております。 
 住民投票についての意見もさまざまございますが、市でも市民ミーティングで得られた市民

の声を大切に対応すると思います。私どもといたしましては、市民の皆さまから負託を受けた

議員として、真摯に責務を遂行することが必要と感じております。そのことにおいて、代表民

主制により、場合によってはそれぞれの議論をかみ合わせながら、何よりも市民のためになる

方向を見出すことが、われわれの義務とするところでございます。 
 議会内でよりよい議論をいたすためにも、基礎的な調査は必要であり、そのための多機能ア

リーナ関連の予算は必要でございます。私は、よりよい施設の推進をお願いいたしまして、修

正案に反対をいたします。 
〇議長（小林始君） 

 ここで、申し上げます。 
 本日の会議は議会の都合により、あらかじめ延長いたします。 
 賛成討論を許します。 
 野沢勝利君。 

〇１３番議員（野沢勝利君） 
 私、野沢勝利は平成２３年度一般会計当初予算に関わる修正案に賛成する立場から討論を行

います。 
 当初予算のうち総務管理費、多機能アリーナ建設に関わる１，９３５万９千円であります。

私たち修正案に賛成する同志は、一貫して見直しを訴え、是々非々であって、決して荻野市政



 ２２８ 

に対して、野党的立場で修正案を出しているわけではないことを強く訴えておきます。 
 市長は２期目の当選早々、みずからの公約である市民ホール建設に向けて、世論調査を実施

し、結果は意に反して６０％が反対だったと伺っております。このように大変、大きな事業で

あるため、市民の合意がないまま、この事業を進めることは、大変、事業を進めていくために、

スムーズにいかないという思いで、２２団体、４４名からなる検討委員会を立ち上げ、５回に

わたる検討を重ねたと伺っており、また委員会の中でも真剣に、熱い討論をしたと伺っており

ます。 
 私たちも、この委員会の議事録を拝見させていただきました。大変、厳しい意見だと、どな

たも感じたことは間違いないだろうと思います。そして、私も市長とも何回か直接、話をさせ

ていただきました中で、いろんな提案もさせていただきました。 
 そうした中で、委員会の結論は結果的に進めとも、止めろともという結果でなく、両論併記

という、大変難しい決断を下した中で、市長は議会に、この賛否を委ねたところであります。

私はここまでは市長の手順として、決して間違った手順ではないと思っております。 
 そこで、議会はいかがだったでしょうか。ただ、執行部の説明を受けただけで、反対派、推

進派に分かれてしまったのであって、議会の果たす役割を十分、果たせなかったのではないで

しょうか。そこで皆さん、もう一度、冷静に考えてください。私どもも多機能という名前は別

にして、施設に反対ではありません。ぜひ、事業を進める中においては、市民の合意の中で、

そして議会がどこかで折り合わなければ、この町を二分した騒動は落ち着かないのではないで

しょうか。また、議会の中でもいろんな話も出ましたけども、私どもは一貫して、体育館みた

いなものを造ってほしいという願いで、運動を起こしているのであります。 
 議会がみずからもっと真剣に考え、市民の皆さんの一人でも多くの意見を反映しながら、こ

の事業を進めるべきと思います。決して、今からでも遅くはありません。議会の主催の中で、

一人でも多くの市民の皆さんの声を反映し、意見交換をすることが大事ではないでしょうか。 
 私はこのアリーナの問題、趣旨は異なりますが、バイオマス事業以外は、荻野市長は真摯に

市民の声を反映し、一生懸命、市民のために努力していることは高く評価いたしますし、私も

今まで荻野市長とは町議会議員の時代、町長の時代、市長になっても一生懸命、荻野市政に協

力しようという自負を持っております。しかし、今回のこの多機能の問題について、私は、場

所は成田区でいいにしても、特にメインの出入り口には、もっと異論を唱えたいのです。荻野

市長は、今まで教育にも真剣に取り組み、私も町会議員の時代から今日まで、荻野市政を高く

評価していたのは、そうした教育問題に熱心に取り組んでいる姿を共感したからであります。 
 そうした中で、今回のアリーナの入り口、せっかく荻野市長が青少年育成教育のためにも、

あのような入り口で多機能アリーナ施設を建設するということになれば、青少年の育成には障

害であり、市長がこんなに一生懸命に取り組んできた教育行政も大きく否定されるのだと、私

は本当に心配いたしております。 
 私は、場所はあそこであったにしても、ぜひ入り口は、いろんな知恵を絞った中で、となり

に博物館があるわけですから、博物館と併用した入り口をぜひ模索していただきたいなと、こ

ういうことであります。そうすることが青少年の育成、教育、ましてはその博物館の利用価値

も上がるものと信じておりますし、もっと言いますと、経済効果も大変、大きなものが生まれ

るものと確信をするからであります。 
 荻野市長は、この事業に政治生命を賭けると言っております。当初予算に賛成の皆さん、荻
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野市長に継続を望むのであれば、修正案に賛成していただくことが、荻野市政の継続につなが

るものと思います。 
 多くの同志の皆さんのご賛同をいただけますことを、心からお願い申し上げまして、修正案

に賛成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 ） 
 多機能アリーナ建設事業に関わる修正案について、討論を終結いたします。 
 次に、原案について討論を行います。 
 まず、反対討論を許します。 
 渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 平成２３年度の当初予算に反対する立場から、討論を行いたいと思います。共産党の渡辺正

秀でございます。 
 さて、この２３年度の当初予算については、本当にみんな心配しております。そして、市民

の声を届ける会からも要望書が届いたと思いますが、その中身をまず紹介させていただきます。 
 笛吹市の平成２３年度当初予算には、多機能アリーナをはじめとする市民合意が得られてい

ない、大型施設建設関連予算が計上されています。折しも国家非常事態とも言うべき大震災、

原発事故が起こり、その被害および事故拡大の回避、救援、復興が国民的最優先課題となって

おります。山梨県においても地震の影響を受け、また余震が頻発する中で、市民生活は窮乏と

不安にさらされています。 
 今後の財政については、補助金、地方交付税もますます不透明となっているところでありま

す。このような状況の中で、市政に求められることは、当面、市民生活の安全・安心を図るこ

と。被災者救援に尽くしていくこと。これからの課題としては、市民の安全・安心を保障でき

る基盤の整備でございます。 
 災害が起きたときの中心的施設となるべき市役所、学校、各地区の集会所などの耐震化整備、

さらに消防車、救急車の入れない道路の改修などが最優先課題になるのではないでしょうか。

使う見通しも示されず、市民生活にとって、どれほどの効果があるか。具体的に示すことので

きない、不要不急の施設建設は中止すべきではないでしょうか。多機能アリーナ構想の見直し

を求める市民の声を届ける会も、この非常事態にあって、多機能アリーナ問題に翻弄されるこ

とは本望ではありません。また、この時期に市当局および職員を煩わせたくはありません。 
 つきまして、笛吹市議会におかれましては、笛吹市が今日の事態に適切に対応できるように

当初予算の採決について、適切な判断をしていただくことをお願いするとともに、市執行部に

対して当初予算の再考と、適切かつ勇気ある決断を示すように求めていただくことをお願いし

ますと、こういう文書を議会に寄せております。まったく、このとおりではないでしょうか。 
 私、もう１つ、付け加えたいことは、今、市民の声が多機能アリーナには反対だということ

でございますが、いずれにしても二分されております。こうした中で、住民投票は議会と執行

部の、この二元代表制の原則に反するかのような議論が議会の中、あるいは執行部の中にもご

ざいました。しかし、執行部におかれましては、過日の総務常任委員会の中でも市長は退席し

ておりましたが、決して、この二元代表制と住民投票というものが矛盾するものではないとい
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うことについて、理解をいただいたと思います。 
 その中身は第一に、二元代表は決して執行部や、あるいは議員の権威を保つためにあるわけ

ではございません。住民の意思をよりよく反映させる仕組みとして、二元代表制があるのでご

ざいます。 
 たとえ、特別な反対意見がなかろうとも、執行部、あるいは議会が調査する中で、いったん、

調査費を計上しても、もしそれがまずいということになれば、当然、中止、あるいは見直しと

いうことはあるわけです。それと同様に、市民の意見がさまざまある、二分されている、こう

いうときにあたって、市民の意見をしっかり聞くということは、これは市民の声をよりよく反

映させていくということで、当然のことではないでしょうか。 
 そして、もう１つは今、可決されておる調査費、この点について執行部は提案し、そして可

決したのでありまして、多機能アリーナ建設、最後の最後までを決めたものではございません。

こうした中で、この調査が終わった段階で、しっかり市民の声を聞く、意見を聞く、そして判

断を仰ぐ、こういう意味で、住民投票というのは、決して矛盾するものではないと。むしろ、

この二元代表制を高めるものであると、このように説明したところ、執行部もその点について

は、そのとおりだというふうに理解をいただいたと思います。 
 さて、こういう市民の賛否の判断を仰ぐ前に、さらにまた次の予算を議決する。これは、こ

の間、調査費を計上するときに、市民の意見をしっかり把握しなかったために、こういう事態

が起こったということ、この反省を生かしていないということになるんではないでしょうか。

私は次の段階へ進む、あるいは次の予算を可決するときには、市民の意見をしっかり捉えた上

ですべきだというふうに考えております。 
 また、バイオマス問題についても、先ほどから討論がございました。ＣＯ２削減、地球温暖

化防止、そして循環型社会の構築、これに反対する方はたぶん、誰もいないでしょう。私も大

賛成でございます。しかし、実際にそうなるかどうかということは、また別であります。先ほ

どから出ております総務省行政評価局の評価、まったく適切な評価をしているのではないかと

思います。６兆５，５００億円も、この間、バイオマス施設にお金が全国で投じられておりま

す。しかし、その目的に沿って、効果を発揮した施設はゼロ、まったくないという指摘がされ

ております。同時にＣＯ２

 議会に対しても、言葉ではいろいろいいことは言います。ＣＯ

削減、あるいは経済収支、あるいは物の出入り、こういうことにつ

いて、きっちりした検討を行うべきだということを具体的に提案しておるわけです。果たして、

今、笛吹市が行おうとしている、このバイオマス施設建設、これはこの評価、あるいはこの基

準に適合するものでしょうか。決して、そのことが検討されたとは思われません。 
２

 こうした中で、先ほどから指摘されたような問題点を持った、このバイオマス構想について、

中身もはっきりしないのに用地費だけ取得する予算、こういうものを可決ということは、まっ

たく逆立ちであり、無謀であり、あまりにも焦っていると、こういう印象を持たざるを得ませ

ん。経済収支、ＣＯ

削減とか、あるいは循環型

社会の実現、こういうことは言いましたが、ただの一度として、きちっとした総務省行政評価

局の基準に照らしたような資料というものは、一度として提出されてはおらないのであります。 

２

 次に境川のまちづくりに関して、コンサルを委託するという問題について、述べたいと思い

ます。 

収支、そして物が集められるか、製品は使えるか、ここの指標が出され

ない、現段階での土地取得の予算、これはどうしても認めることはできません。 
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 まちづくりにコンサルを委託して、２００万円でございます。そこからノウハウを得るとい

う提案でございました。境川町、立派な歴史、地域性を持っております。たった１つのコンサ

ルからノウハウを獲得する、これはちょっと間違っていると思います。そうではありません。

この歴史に立脚して、そして同時にさまざまな地域の、さまざまな試みを聞いていく、交流し

ていく、こういう中でこそ、新しいまちづくりができるのではないでしょうか。さらに問題な

のは支所、これが、このまちづくりの中心になっていない、本庁がこれも対応しているという

問題であります。支所は窓口にも事務局にもなっていない。準備にも携わっていない。こうい

う状況でございます。こうしたやり方、まさに支所を軽視し、そして本庁中心主義、この間の

やり方、そのものでございます。今、こうしたやり方というのは、しっかり転換していかなけ

ればならない時期ではないでしょうか。このことを主張いたしまして、反対討論とさせていた

だきます。 
〇議長（小林始君） 

 次に賛成討論を許します。 
 川村惠子君。 

〇２１番議員（川村惠子君） 
 議長の許可をいただきましたので、議案第２１号 「平成２３年度笛吹市一般会計予算」に

つきまして、これを原案のとおり、賛成する立場から討論を行います。 
 ３月１１日、東北沖を震源に発生した大地震は、戦後最大の惨事となりつつあります。被害

の全容はいまだ計り知れず、犠牲者のご冥福と被災者、被災地の一日も早い復興を心より、ご

祈念申し上げるところでございます。 
 さて、政府は平成２３年度予算において、地域主権改革に沿った財源の充実を図るため、地

方交付税５千億円を増額し、総額１７兆３千万円を計上しております。しかしながら、新規国

債発行額は４４兆円に上り、国においても財政健全化は急務な課題であります。また今後、国

においては、今回の災害により被災地の救援や復興に多額の財源を要することから、地方財政

においても、なんらかの影響が出るものと憂慮されるところであります。 
 このような状況の中、本市におきましても、地方交付税の増額こそ見込めるものの、歳入の

根幹であります市税は減額が見込みであり、各種基金からの繰入総額を３億５千万円とするな

ど、大変厳しい財政状況であると考えられます。平成２３年度の一般会計予算を見ますと、総

額３０４億円となっており、前年度と比較し、５．８％、１６億７千万円の大幅な増額となっ

ております。この主な増額要因としまして、１３億２千万円を計上した子ども手当事業が挙げ

られるところであります。 
 さらに従前の乳幼児、医療費助成事業を小学校６年生までに拡充した子どもすこやか医療費

助成事業の実施により、民生費は予算総額の３分の１を占め、福祉施策のさらなる充実が期待

できるところであります。 
 さらに合併特例期間内の事業完了を目指し、砂原橋架け替え事業、バイオマスセンター建設

事業、石和温泉駅周辺整備、八代ふるさと公園整備事業などの大型プロジェクト事業にも積極

的に取り組む予算となっております。また２３年度の当初予算編成にあたっては、初めての試

みとして、総合計画の施策体系と予算編成を連動させた施策別枠配分方式を導入したと伺って

おります。行政経営方針が策定された上で、予算編成が行われておりますので、本市の重点施

策の展開と方向性が予算書を通して、明確に示されていると理解しているところでもあります。 



 ２３２ 

 今後とも優先課題や重要施策の選択を誤ることなく、行政経営を行っていただくとともに、

第２次行政改革大綱に基づき、行財政改革にも積極的に取り組んでいただき、さらなる歳出の

抑制をお願いするところであります。 
 笛吹市のさらなる発展を目指し、みんなで奏でる“にぎわい・やすらぎ・きらめき”のハー

モニーの実現に向けて、マニフェストに掲げる諸施策の実現はもちろんのこと、荻野市長を先

頭に職員一丸となって、予算執行に誠心誠意、当たられることを期待しまして、平成２３年度

笛吹市一般会計予算につきまして、原案のとおり賛成するものであります。 
〇議長（小林始君） 

 反対討論を許します。 
 野澤今朝幸君。 

〇３番議員（野澤今朝幸君） 
 市民派クラブの野澤今朝幸です。 
 議案第２１号 「平成２３年度一般会計予算」に反対する立場から討論をいたします。 
 バイオマスセンター建設事業関係、約２億７千万円。そして多機能アリーナ、約２千万円。

これを削除するという視点から、反対討論をいたします。 
 とりわけ、この反対の討論としては、行政の手法の問題。そして議会の責務の問題、さらに

現下の国難、この３点から反対の討論を行いたいと思います。 
 まず、行政の手法の問題です。これは、わが市民クラブの北嶋議員も言ったように笛吹方式、

こういうものがあるようです。言ってみれば、いきなり事業化主義です。つまり、あらゆる事

業が、最初は思いつきであることもある。ひらめきであることもある。あるいは、先進事例を

参考にすることもある。さらに市民や各種団体からの要望でもある。また、しっかり職員が行

政課題を明確にする中で出てくる、そういうものが事業として、浮き上がってくるわけですけ

れど、そのとき一番重要なのは、市長はそういう事業をやるべきか、やるべきでないか、丸い

土俵の上にのせて、それをしっかり、予見や予断もなく、十分議論する。つまり多様な視点か

ら、あるいは十分な資料を用意し、さらに活発な議論の中で、その議論をする。これがあらゆ

る笛吹市の、今回、問題になっているアリーナ、そしてバイオマスに関して抜け落ちてしまっ

ている。いきなり事業化路線でひた走りに走る。ここにあらゆる笛吹市の行政手法の問題が凝

縮されている。つまり、いきなり事業化主義です。これが。 
 まず、例えば財政の問題を見てみても、当局が言っている言葉でさえ矛盾しているわけです。

３年先を見ながらローリングしなければ、財政がどうなるか分からないと、このようにいつも

言います。皆さんもご承知のように。それで一方、１０年先は健全に保たれている。こんな馬

鹿げた議論が成り立つはずがないと思います。ましてや、一番問題なのは、この５大プロジェ

クトを一気にやるということです。順にやって、様子を見ながらではないです。 
 こんなところで、引き戻すことができない。とりわけ行政というものは、１回、手をつける

と、なかなか戻れない、修正しない、間違いを認めない、そういう体質でありますから、ます

ます危険であることは十分、皆さんにも分かろうかと思います。とりわけ、市長はいつも費用

対効果、これはそういう視点で事業を見ていく、私は素晴らしいなと思っています。ことアリー

ナとバイオマスを抜かせば、非常に市長は、そういう視点で無駄をなくしていると思いますけ

ども、こと、この２つの事業に関しては、まったく、その費用対効果というものに対して、分

析しようともしない。そして、市民ミーティングでも、皆さん、分かるようにつくってしまっ
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てから、みんなで考えましょう。使えば箱物でなく、しっかりした良い施設になると。事業化

をどんどん進めながら、造ってからみんなで考えましょう。これは冒険主義です。今、国・地

方限らず、本当に苦しい状況にあるときに、市民をこの冒険主義で導こうとしている。この２事

業に関しては、私はそのように思います。 
 夢、そして理想論は結構です。それに賛成する人もいるかと思います。しかし、多くの市民

は、今はもっともっと現実を見て、そして先ほどから討論に言われているように、足元の安心・

安全、こういう時代であるというふうな認識から、多くの市民がアリーナ、そしてまたバイオ

マスに関しても、これがもっともっと表に出れば、反対するだろうというふうに思います。こ

れが、まず１点目の行政の手法に関わる、私の反対する理由であります。 
 ２番目は、議会の責務の問題です。 
 まさに今言った、いきなり事業化主義、これに引きずられて、今、議会がきています。そう

いう中で、皆さんもご存じのように、私も市民ミーティング、すべて出ました。議会は何をし

ているのか。議会の存在が問われています。そして一方で、市長は議会制民主主義、これを踏

まえて、今後の住民投票に言及するときも、この議会制民主主義ということを盾にとるような

話をしているわけです。これは市長の立場としては別に、考え方で、間違っているわけでもあ

りません。そう考えるとわれわれ議会、一人ひとりの議員にかけられた責務というものは、非

常に大きいものがあります。そして、市民ミーティングで分かるように、これは市民ミーティ

ングで、ちょっと話がそれますけれど、なぜ、市はみずからが実施したアンケートに対しての

言及がなかったのか。６割の反対があったという。これは市がやったアンケートです。そうい

う都合の悪いことは隠してしまう。こういう体質からも、市民に信頼されない、そういう姿勢

が出るわけです。そういう中で、われわれ、今、議会に求められているのは、市長は議会の決

議を、これを尊重するという立場ですので、そして市民ミーティングで分かったように、これ

だけ市民が割れている。そして、希望を持って、そういうものもいいだろう。あるいは、足元

を見る。これは分かれているわけです。どっちが良い、悪いではないです。そういう中で、こ

れは住民投票に持っていくしかなかろうと思います。これを決めるのは議会であります。別に

議会で決めれば、市長はたぶん、今までの論理、理屈から言えば尊重するはずです。 
 そして、なぜ住民投票かといいますと、１つは再三、出ていますけれど、現総務大臣であり

ます片山総務大臣が大規模な施設、将来に対して、住民に大きな影響を持つものは、これは住

民投票に付すべきだ、そういう方向で法改正を考えるということを明言しているわけです。そ

して、われわれも、この問題があって、何人かの議員とともに、佐久市のほうに視察研修に行っ

てきました。柳田市長といいますけれど、佐久市の市長が言っていたことは、まさにあそこで、

うちと人口比例ですると、ちょうど同じような総合文化会館を造ろうとしていたときに、市長

が考えたのは、認識は市長も議員も将来に対して責任は負えないと。負えるはずがありません。

そういう中で、そういう問題は、市民みずからの意向で決めてもらいたい。そういうことで、

住民投票をしたわけです。ぜひ、このような良識、常識だと思います、そういう視点からも議

員の皆さんは、もう一度、そういう観点から、この予算について、しっかり見直していただき

たい、考え直していただきたいと思います。 
 最後に現下の国難、つまり東北関東大震災、今、ニュース等で発表されている数字で申しま

すと、死亡者がすでに５千人以上、そして安否不明、行方不明が１万５千人以上。さらに原発

の、あのような溶解状況において避難している者が２２万人以上。これは阪神・神戸大震災、



 ２３４ 

死亡者が６，４００人ちょっとだと思います。たぶん１万５千人の不明者は、ほとんどが亡く

なっているというふうに考えざるを得ません。そうすると、関西大震災が３兆３千億円からの

国家予算を注入しているそうです。そういうことから類推するに１０兆円からの、少なくとも

そういう国費をつぎ込んでいかなければ、あの悲惨な状況は回復へと向かわないと思います。 
 われわれが今、ここで議論しているアリーナには４５億円のうち３０億円が国からお金がき

ます。そして、バイオも３０億円からの予算ですので、２０億円、合わせると５０億円からが

国の予算。そして、もし、われわれが先ほどから本当に、天皇も言っていました、これは国民

一人ひとりが心を合わせて、この難局、国難を救わなければならない、そういう観点から、こ

の５０億円、われわれにとって、本当に必要か、不必要か、これだけ議論あるものを、私はこ

こで使う必要はない。これは本当に、今から１０兆円か、何兆円か分かりません。そういうと

ころに使うべきお金であろう、そのように考えるわけです。そういう国難から考えても、今、

われわれが不要不急の、この事業をすべきではない。このような観点からも、また議員の皆さ

んももう一度、今一般会計予算について、判断し直していただきたいというふうに思います。 
 以上で、一般会計の予算に対する反対討論といたします。 

〇議長（小林始君） 
 賛成討論を許します。 
 降矢好文君。 

〇９番議員（降矢好文君） 
 議案第２１号 平成２３年度笛吹市一般会計予算につきまして、賛成の立場から討論を行い

ます。 
 まずもって、このたびの東北関東地方に発生した巨大地震により、被害を受けられました被

災者の方々に同じ日本人として、心よりお見舞いを申し上げます。 
 さて、政府民主党はステップ３として、平成２３年度予算編成により、新成長戦略を強力に

推進体制を整えるとしておりますが、今後、国においては今回の災害への財政措置もあり、本

市財政においても、多少の影響があるものと憂慮されるところであります。 
 しかしながら、本市におきましては、各種大型プロジェクトを積極的に取り組む予算となっ

ており、さらに子どもすこやか医療助成事業の実施など、子育て支援にも配慮した予算となっ

ております。市長は当初予算の基本方針として、生活者起点のまちづくり、協働のまちづくり

に必要不可欠な情報公開の推進、長期的で持続的な市の発展のため、将来のための人づくり等

を重点項目として、行政経営を行うといわれております。 
 今後、笛吹市のさらなる発展を目指し、各種施策の実現に向けて取り組まれることを期待し、

平成２３年度笛吹市一般会計予算につきましては、賛成の立場から原案のとおり賛成するもの

でございます。 
〇議長（小林始君） 

 ほかに討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 原案に対する討論を終結いたします。 
 これより議案第２１号 平成２３年度笛吹市一般会計予算についてに対するバイオマスセン

ター建設事業に関わる修正案についてを採決いたします。 
 本案について、賛成の方の起立を求めます。 



 ２３５ 

 （ 起 立 少 数 ） 
 起立少数です。 
 よって、議案第２１号 平成２３年度笛吹市一般会計予算についてに対するバイオマスセン

ター建設事業に関わる修正案は、否決されました。 
 続いて議案第２１号 平成２３年度笛吹市一般会計予算についてに対する多機能アリーナ建

設事業に関わる修正案についてを採決します。 
 本案について、賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 少 数 ） 
 起立少数です。 
 よって議案第２１号 平成２３年度笛吹市一般会計予算についてに対する多機能アリーナ建

設事業に関わる修正案は、否決されました。 
 これより、原案についてを採決いたします。 
 原案について、賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 多 数 ） 
 起立多数です。 
 よって、議案第２１号 平成２３年度笛吹市一般会計予算については、原案のとおり可決さ

れました。 
 暫時休憩いたします。 
 再開は５時５０分といたします。 

休憩  午後 ５時３５分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ５時５５分 
〇議長（小林始君） 

 再開いたします。 
   日程第２２ 請願第３号および日程第２３ 請願第４号を一括議題といたします。 

 本２案件は、３月８日に建設経済常任委員会に付託いたしました。 
 審査の結果について、建設経済常任委員長から報告を求めます。 
 建設経済常任委員会委員長、内藤武寛君。 

〇建設経済常任委員長（内藤武寛君） 

 ただいま議長より報告を求められましたので、建設経済常任委員会に付託をされました請願

２件について、３月１１日および３月１５日に審査いたしましたので、その結果について報告

いたします。 
 請願第３号 ＴＰＰ（環太平洋経済連携協定）への交渉参加阻止に関する請願書については、

賛成全員で採択すべきものと決定いたしました。 
 請願第４号 ＴＰＰの参加に反対する請願については、賛成全員で採択すべきものと決定い

たしました。 
 以上をもちまして、請願審査の報告といたします。 

〇議長（小林始君） 
 これより、委員長報告に対する質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 



 ２３６ 

 （ な し ） 
 質疑を終結いたします。 
 続いて、討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結いたします。 
 請願第３号の採決を行います。 
 この請願に対する委員長の報告は、採択です。 
 本件は、これを採択することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 全 員 ） 
 起立全員です。 
 よって、請願第３号は委員長報告のとおり採択することに決しました。 
 続いて、請願第４号の採決を行います。 
 この請願に対する委員長の報告は、採択です。 
 本件は、これを採択することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 全 員 ） 
 起立全員です。 
 よって、請願第４号は委員長報告のとおり採択することに決しました。 
 のちほど日程を追加し、意見書の提出について議題とします。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小林始君） 
   次に日程第２４ 神峰山恩賜県有財産保護組合議会議員の選挙を行います。 

 お諮りします。 
 選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推選にしたいと思

います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定しました。 
 お諮りします。 
 指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議長が指名することに決定しました。 
 神峰山恩賜県有財産保護組合議会議員に関武重君を指名いたします。 
 お諮りします。 
 ただいま、議長が指名しました方を神峰山恩賜県有財産保護組合議会議員の当選人と定める

ことにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 



 ２３７ 

 異議なしと認めます。 
 ただいま、指名しました方が神峰山恩賜県有財産保護組合議会議員に当選されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小林始君） 
   日程第２５ 新倉外三字施業区恩賜県有財産保護組合議会議員の選挙を行います。 

 お諮りします。 
 選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推選にしたいと思

います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定いたしました。 
 お諮りします。 
 指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議長が指名することに決定いたしました。 
 新倉外三字施業区恩賜県有財産保護組合議会議員に齊藤智雄君、沼田侊勇君、中澤重徳君、

北野利則君を指名いたします。 
 お諮りいたします。 
 ただいま、議長が指名しました方を新倉外三字施業区恩賜県有財産保護組合議会議員の当選

人と定め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。 
 ただいま、指名しました方が新倉外三字施業区恩賜県有財産保護組合議会議員に当選されま

した。 
 暫時休憩いたします。 
 議員の皆さまは、自席にてお待ちください。 

休憩  午後 ６時０３分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ６時０７分 
〇議長（小林始君） 

 再開いたします。 
 ただいま、市長より議案第４３号および同意第１号から同意第５号が、また建設経済常任委

員会委員長から所定の賛同者とともに、１件の発議が提出されました。 
 お諮りします。 
 これを日程に追加し、直ちに議題にしたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 



 ２３８ 

 異議なしと認めます。 
 よって、お手元に配布の議事日程のとおり、日程を追加いたします。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小林始君） 
   日程第２６ 議案第４３号から日程第３１ 同意第５号までと一括議題とし、提出者からの説明

を求めます。 
 市長、荻野正直君。 

〇市長（荻野正直君） 
 本日、追加提案させていただきます議案および同意案件につきまして、概略をご説明申し上

げます。 
 議案第４３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、一宮中学校改築耐震補強改修工事で、工事請負金額は３億６，５４０万円、

契約の相手方は甲府市東光寺１丁目４番１０号 株式会社早野組であります。 
 次に、恩賜県有財産保護財産区管理会委員の選任についてであります。 
 地方自治法第２９６条の４第１項の規定により、同意第１号の稲山財産区については中村治

氏、石倉和男氏、高野一氏、宮川充氏の４人。 
 同意第２号の牛ヶ額財産区については石田萬法氏、菅原忠男氏、梶原喜久雄氏、石原実氏、

鈴木時雄氏、古屋義和氏の６人。 
 同意第３号の大口山財産区については小林信一氏、橘田紀安氏、末木柾秀氏、輿石稔氏、田

口貞紀氏、石井美貴夫氏、石川元治氏の７人。 

 同意第４号の崩山財産区については丹沢幹男氏、加賀美洋氏、内藤武寛氏、功刀正彦氏、小

野和明氏、山本一也氏の６人。 

 同意第５号の春日山財産区については、角田義一氏、田中芳富氏、今井一次氏、足達晴慶氏、

橘田修一氏の５人について、同意をお願いするものであります。 

 よろしくご審議をお願いいたします。 

〇議長（小林始君） 

 説明が終了しました。 

 これより日程第２６ 議案第４３号を議題とし、質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 （ な し ） 

 質疑を終結します。 

 お諮りします。 

 ただいま議題となっております議案第４３号は、会議規則第３６条第３項の規定により、委

員会付託を省略したいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第４３号は委員会への付託を省略することに決定しました。 



 ２３９ 

 これより、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結します。 

 議案第４３号の採決を行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

 （ 起 立 全 員 ） 

 起立全員です。 

 よって、議案第４３号は原案のとおり可決されました。 

 続いて、日程第２７ 同意第１号から日程第２９ 同意第３号までの３案件を議題とし、質

疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

 （ な し ） 

 質疑を終結します。 

 お諮りします。 

 ただいま議題となっております３案件については、会議規則第３６条第２項の規定により、

委員会付託を省略したいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本３案件は委員会への付託を省略することに決定いたしました。 

 これより１件ずつ、討論・採決を行います。 

 まず、同意第１号の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終わります。 

 同意第１号の採決を行います。 

 本案は、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。 

 （ 起 立 全 員 ） 

 起立全員です。 

 よって、同意第１号は原案のとおり同意することに決しました。 

 次に、同意第２号の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終わります。 

 同意第２号の採決を行います。 

 本案は、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。 

 （ 起 立 全 員 ） 

 起立全員です。 

 よって、同意第２号は原案のとおり同意することに決しました。 



 ２４０ 

 次に、同意第３号の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終わります。 

 同意第３号の採決を行います。 

 本案は、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。 

 （ 起 立 全 員 ） 

 起立全員です。 

 よって、同意第３号は原案のとおり同意することに決しました。 

 続いて、日程第３０ 同意第４号の質疑・討論・採決を行います。 

 ここで、地方自治法第１１７条の規定によって、内藤武寛君の退場を求めます。 

 （ 退 場 ） 

 これから、同意第４号の質疑を行います。 

 （ な し ） 

 質疑を終結します。 

 お諮りします。 

 同意第４号は、会議規則第３６条第３項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。 

 これに異議ありませんか。 

 （「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、同意第４号は委員会への付託を省略することに決定しました。 

 これから、同意第４号の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結します。 

 同意第４号の採決を行います。 

 本案は、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。 

 （ 起 立 全 員 ） 

 起立全員です。 

 よって、同意第４号は原案のとおり同意することに決しました。 

 内藤武寛君の入場を求めます。 

 （ 入 場 ） 

 続いて、日程第３１ 同意第５号の質疑を行います。 

 これから、同意第５号の質疑を行います。 

 （ な し ） 

 質疑を終結します。 

 お諮りします。 

 同意第５号は、会議規則第３６条第３項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。 

 これに異議ありませんか。 

 （「異議なし」の声あり） 



 ２４１ 

 異議なしと認めます。 

 よって、同意第５号は委員会への付託を省略することに決定いたしました。 

 これから、同意第５号の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結します。 

 同意第５号の採決を行います。 

 本案は、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。 

 （ 起 立 全 員 ） 

 起立全員です。 

 よって、同意第５号は原案のとおり同意することに決しました。 

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

〇議長（小林始君） 

   日程第３２ 発議第２号を議題とします。 

 提出者より、提案理由の説明を求めます。 

 内藤武寛君。 

〇１８番議員（内藤武寛君） 

 発議第２号 

 平成２３年３月１７日 提出 

 笛吹市議会議長 小林 始殿 

提出者 

笛吹市議会議員 内藤武寛 

賛同者 

笛吹市議会議員 前島敏彦 

   〃    中川秀哉 

 ＴＰＰ（環太平洋戦略的経済連携協定）交渉への参加に反対する意見書の提出について 

 上記意見書を会議規則第１３条第１項の規定により、別紙のとおり提出します。 

 提案理由 

 ＴＰＰは、関税撤廃の例外措置を認めない完全な貿易自由化を目指した交渉であり、締結し

たならば、日本の農業は壊滅的な打撃を受けるのは明らかであり、本県および本市への影響も

予測できないものがあります。 

 食料自給率向上および食料安全保障と両立できない、ＴＰＰ交渉不参加を国に求める必要が

あるため、本意見書を提出するものであります。 

 なお、意見書（案）については、お手元にお配りしましたとおりでございます。 

 以上でございます。 

〇議長（小林始君） 

 お諮りします。 

 本案については、質疑・討論および会議規則第３６条第３項の規定により、委員会付託を省

略したいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 
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 （「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、発議第２号は質疑・討論・委員会付託を省略することに決定しました。 

 これより、発議第２号の採決を行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

 （ 起 立 全 員 ） 

 起立全員です。 

 よって、発議第２号は原案のとおり可決されました。 

 追って、意見書を関係機関に送付いたします。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小林始君） 
   日程第３３ 「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、議会運営委員長および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。 
 荻野正直君。 

〇市長（荻野正直君） 
 平成２３年第１回定例会の閉会にあたりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 
 まず３月１１日に発生いたしました、三陸沖などを震源とする東北地方太平洋沖地震により、

亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げます。 
 また被災された皆さま、ならびにそのご家族の皆さまに対しまして、心よりお見舞いを申し

上げるとともに、一日も早い復旧・復興に向け、私もできる限りの協力を行ってまいる所存で

ございます。 
 今回の大地震は、マグニチュード９．０という日本の記録にもないもので、発災から６日経っ

た今日においても、多くの方々が体育館などの一時避難を続け、今後の方向も見えない状況で

あります。 
 本市におきましても、震度５弱という大きな揺れに見舞われ、直ちに災害本部を立ち上げる

中で、消防団などと共同し、被害状況の把握や避難が必要な場合の対処の準備等に入ったとこ

ろであります。 
 市内の被害状況につきましては、石和町、八代町、一宮町の地域で住宅屋根の一部損壊など、

一部に物的被害もあったものの、幸いにも人的被害はありませんでした。しかしながら、今回

の大地震の状況から、あらゆる程度の期間、安全で安心して避難でき、宿泊の利便性にも配慮

された避難所は、本市においても必要不可欠であると痛感いたしました。 
 また、甚大な被害を受けました地域への支援といたしまして、消防本部のポンプ隊および支
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援隊の２隊、８名が１１日、午後７時２５分に茨城県に向け出発し、支援活動を展開いたしま

した。 
 今後もどのような支援が行えるか検討し、各方面の要請があった場合には即座に対応でき、

できる体制を整えてまいります。 
 さらに電力不足の中、計画停電が実施され、市民の皆さまにも大変ご迷惑をおかけしており

ますが、このような未曾有の事態でございますので、さらなるご理解とご協力をお願い申し上

げます。 
 さて、今定例会は２月２４日から今日までの２２日間に及ぶ日程で開催されました。本会議

に上程いたしました提出案件のすべてにつきまして、慎重なるご審議をいただき、本日ここに

３０４億７，４００万円の、平成２３年度の一般会計予算が成立いたしました。正副議長さま

をはじめ、議員各位におかれましては、本会議ならびに各委員会を通じ、熱心なご審議に努め

ていただき、誠にありがとうございました。 
 また、継続審査になりました敬老祝金の支給条例の一部改正につきましては、引き続きご審

議のお願いを申し上げます。 
 ご議決いただきました新年度予算につきましては、子ども手当支給事業や子どもすこやか医

療費助成事業に加え、砂原橋架け替え事業、石和温泉駅周辺整備事業などの経費を積極的に取

り入れた編成とさせていただきました。 
 平成２３年度におきましても、ご議決いただいた予算に基づき、市民第一主義の行政経営を

さらに推し進める中で、それぞれの事業を積極果敢に執行してまいる所存であります。 
 さて、多機能アリーナ建設事業をテーマとする市民ミーティングを市内７地域で開催いたし、

７地域で延べ１，６００人の方々のご参加をいただき、改めて市民の皆さまのご意見を伺えた

ことは、大変、有意義であったと受け止めております。 
 市民の皆さまからは運営方法や維持管理費、施設内容等、ご質問やご意見も寄せられており

ます。今後、建設委員会を進める中で、多機能アリーナの全体像が明らかになってまいります

ので、改めて市民の皆さまにお示しし、市民の皆さまのご理解をいただくよう、努力してまい

ります。さらに市民の皆さまのご意見をお伺いする中で、市議会において慎重審議のご議論を

賜りますよう、お願い申し上げます。 
 みんなで奏でる“にぎわい・やすらぎ・きらめき”のハーモニー、オンリーワン都市の実現

に向け、これからも渾身の力を傾注し、まい進してまいりますので、議員各位の絶大なるご協

力をお願いし、閉会のあいさつといたします。 
 大変、ご苦労さまでございました。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２３年笛吹市議会第１回定例会を閉会いたします。 
 大変ご苦労さまでございました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
閉会  午後 ６時３２分 
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