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開会  午後 １時２６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年第２回笛吹市議会定例会を開会いた

します。 
 開会にあたり、一言ごあいさつを申し上げます。 
 甲府地方気象台は先月、５月２７日に関東甲信地方が梅雨入りしたとみられるとの発表があ

りました。昨年の梅雨入りは６月１３日、平年は６月８日ですので、今年は半月も早い入梅と

いうことになります。今後しばらくの間はうっとうしい時期を迎えますが、議員各位には体調

管理に十分留意されますよう、お願いをいたします。また、この早い梅雨入りは桃・ブドウ生

産日本一を掲げる本市につきましては、今後の日照不足、低温、降雨量などの水位が大変心配

されるところです。 
 なお、冷房を使用していないため、上着を脱いで結構です。 
 本日、傍聴および撮影の申請があり、これを許可しましたので報告いたします。 
 傍聴人に申し上げます。 
 傍聴人は議事について可否を表明し、または騒ぎ立てることは禁止されておりますので、静

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

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

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

 会議規則第７９条の規定により 
 ３番 野澤今朝幸君 
 ４番 北嶋恒男君 
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６月１４日までの１２日間としたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、本定例会の会期は、本日から１４日までの１２日間と決定しました。 
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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、農業委員会長 荻野勇夫君から欠席の届が提出されておりますので、ご報告いたしま

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

に付託いたしますので、報告いたします。 
 次に監査委員から、平成２３年２月分から平成２３年４月分の例月出納検査の結果について、

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

ろ、お手元の名簿のとおり説明員の出席の通知がありました。 
 なお、議会関係の出席状況等については、お手元に配布したとおりです。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小林始君） 
   日程第４ 「事件撤回について」を議題といたします。 

 議案第６号 「笛吹市敬老祝金支給条例の一部改正」については、３月定例会に上程され、

教育厚生常任委員会において継続審査となっていましたが、今回、お手元の事件撤回請求書の

とおり、事件撤回の申し出がありました。 
 市長より、撤回の理由説明を求めます。 
 市長、荻野正直君。 

〇市長（荻野正直君） 
 平成２３年３月の第１回定例議会において提出させていただき、継続審査となっておりまし

た議案第６号 「笛吹市敬老祝金支給条例の一部改正」につきましては、将来にわたって高齢

社会の中で、祝金支給の見直しについては、長期的な高齢者の福祉策と併せ、再度検討する時

間を要することから、去る５月１７日に小林議会議長に事件撤回の請求書を出させていただき

ました。ご理解いただきますよう、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。 
 事件撤回についての件は、了承することにご異議ございませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第６号 「笛吹市敬老祝金支給条例の一部改正についての撤回の件」は承認さ

れました。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小林始君） 
   日程第５ 市長より行政報告ならびに日程第６ 報告第１号から日程第３２ 議案第６１号まで

を一括議題とし、提出議案に対する要旨説明を求めます。 
 市長、荻野正直君。 
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〇市長（荻野正直君） 
 本日ここに、平成２３年笛吹市議会第２回定例会の開会にあたり、提出いたしました案件に

つきまして、その概要をご説明申し上げますとともに、私の行政経営の現状を申し述べ、議員

各位ならびに市民の皆さまのご理解を賜りたいと存じます。 
 はじめに、３月１１日に発生いたしました東日本大震災は、東北地方から関東地方の広範囲

にかけて発生した巨大地震や直後に沿岸部を襲った大津波により、１万５千人を超える死者や

いまだに約８千人の行方不明者、約１０万人に及ぶ避難者を出すなど、未曾有の大災害となり

ました。 
 また、東京電力福島第一原子力発電所で発生した放射性物質の漏えい事故により、わが国で

初めて緊急事態宣言が発せられ、避難指示や自主避難要請等により、多数の人々が福島県外へ

避難する事態となっております。さらに、原子力発電所等が被災したことによる電力供給不足

は、わが国の社会経済活動に深刻な影響を与えており、これから電力需要が増大する夏場とな

ることから、使用制限等による経済活動の停滞が強く懸念されるところであります。 
 市では、市議会議長とともに、山梨県知事および東京電力に対し、市民生活に極力影響の少

ない総量規制等の方法を要望したところでもあります。 
 また、政府で示されました目標とする需要抑制率１５％に向け、公共施設における緑のカー

テンの設置、施設内照明の間引き点灯、空調機器の室温設定の徹底、クールビズの前倒しなど

を実施することといたしました。 
 電力危機回避に向け、市民の皆さまにおかれましてもご理解とご協力をお願い申し上げます。 
 本市の災害支援対策について、ご説明申し上げます。 
 まず本市消防本部派遣職員は、山梨県緊急消防援助隊の一員として、発災３時間後には宮城

県岩沼市に向けて出発いたしました。その後、活動拠点を気仙沼市に移す中、発災から４月２日

までの２３日間、延べ４４名の職員を派遣いたしました。 
 派遣職員は被災地での行方不明者の捜索や消火活動のほか、地元消防本部に協力して傷病者

の救急搬送にも従事いたしました。 
 本市におきましては、３月２２日に災害支援対策本部を設置し、全庁的な体制による連絡調

整機能を整え、避難者の受付と避難者登録カードの交付、全国避難者情報システムによる避難

者情報の提供など、笛吹市に避難されている方々の受け入れ支援を行っております。 
 市内には６月２日現在、５８世帯１８２人が避難しておられますが、公営住宅、民間住宅の

ほか、宿泊施設受け入れ事業を利用して、旅館・ホテルに宿泊していらっしゃる方もおります。

また、そのほとんどが福島県からの避難者であり、原発事故による警戒区域や緊急時準備区域

にお住まいであった方も多く、また、これ以外の地域の方も放射性物質への不安から先行きが

見えない状況に困惑されていると伺っております。 
 ５月３０日には、宿泊施設受け入れ事業の一環として、避難されている方々とも協働し、市

議会から小林議長をはじめ、３常任委員会の代表にもご参加いただく中で、１１５名の被災者

の方々をお迎えいたしました。 
 今後も一時的な宿泊支援が被災地の皆さまの心身を癒し、復興のエネルギーを蓄えていただ

く機会となるよう、継続してまいりたいと考えます。 
 市民の皆さまから、被災地への応援を目的に寄せられる災害義援金につきましては、５月末

現在で延べ８６０万円となり、日本赤十字社等を通じ被災地に送らせていただきました。また、
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市内の避難者支援に役立たせるための支援金につきましては、５月末現在で延べ２２３万円に

のぼり、うち６９万円を４月下旬に４５世帯１３８人の方に第１次分配いたしました。さらに

本市の友好都市でありますドイツのバート・メルゲントハイム市より、義援金として約８０万

円が送金され、本日、日本赤十字社を通じ、被災地へ送らせていただく予定であります。 
 今後も市民の皆さまから寄せられました浄財を活用する中で、善意を避難された方々にお伝

えしていきたいと考えております。 
 また、市内避難者や現地被災者に必要な物資を提供することを目的に、笛吹市社会福祉協議

会、ならびに市民ボランティアの皆さまと連携して、４月５日に笛吹市救援物資支援センター

を開設いたしました。物資を受け取った避難者の方々からは大変感謝されており、現在、展開

中の米一合運動など、多くの物資をご提供いただいた市民の皆さまに感謝を申し上げますとと

もに、連日、支援センターにおいてご対応いただいているボランティアの皆さまにお礼を申し

上げます。 
 本市には、県内市町村で最も多くの方が避難しておられます。その一因として、市民ボラン

ティアの皆さまの主体的な運営による救援物資支援センターの存在や市民の皆さまの善意が、

避難者支援、被災地支援だけでなく、｢がんばろう！日本｣という国民の一体感となって、笛吹

市を頼りにされているのではないかと考えております。 
 このたびの大震災を通じて、日頃からの地域コミュニティづくりの大切さや正確で迅速な情

報発信など、本市の災害対策に生かすべき、いくつかの教訓を享受いたしました。 
 また、津波などにより対策本部自体が機能できなくなってしまった自治体も見受けられ、本

市の対策本部となります本庁舎の耐震化につきましても、あらためて整備を急ぐ必要性を痛感

したところであります。 
 このため、本年度、耐震改修のための基礎調査を行い、９月議会におきまして、基本・実施

設計の補正予算措置を検討しており、３年計画で耐震工事を進めてまいりたいと考えておりま

すので、よろしくお願い申し上げます。 
 今後、被災地の一日も早い復旧と復興を祈念するとともに、避難者の皆さまがご健康で、一

日も早く平穏な生活を取り戻せるよう支援を行ってまいりたいと考えております。 
 続きまして、現在、本市で進めております大型施設整備事業につきまして、現在の状況をご

報告申し上げます。 
 はじめに、石和温泉駅周辺整備事業についてであります。 
 現在、駅舎に関しましては、ＪＲとの基本協定を締結し、南北自由通路も含めた基本設計に

取り組んでおります。また、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

確保に努めているところであります。 
 次に、バイオマスセンター建設事業についてであります。 
 平成２７年度の供用開始に向け、今年度は生活環境影響調査の実施および生ごみをはじめと

する原料の性状分析等を行うとともに、施設整備予定地の測量や地質調査など用地取得に向け

た取り組みを進めてまいります。 
 次に、砂原橋架け替えおよび周辺道路整備事業についてであります。 
 現在、国土交通省の河川事務所などと、河川の水理分析や橋梁の位置につきまして、最終協

議を重ねている状況であり、今年の渇水期には橋梁の下部工などに着手できるよう取り組んで

おります。 
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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。 
 基本設計業務につきまして本年２月に業務発注を行い、建設委員会などのご意見をいただき

ながら、現在、基本設計業務を進めているところであります。施設概要につきましては、運営

方針と併せ、基本設計業務が完了いたします。その後、市民の皆さまにお示ししてまいります。 
 次に、ふるさと公園拡張整備事業についてであります。 
 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、事業の早期

着工に向けて、取り組んでおります。 
 続きまして、第一次笛吹市総合計画の施策体系に沿って、主要な事業のご説明をさせていた

だきます。 
 はじめに、リニア中央新幹線駅誘致の取り組みについてであります。 
 県内においても、中間駅設置場所の決定が間近に迫る中、５月２１日、境川総合会館におい

て、ふえふきリニアまつり「がんばろう日本」を開催いたしました。当日は、衆議院議員の国

土交通委員長であります古賀一成様をはじめ、多くのご来賓の皆さまにご臨席を賜るとともに、

大勢の市民のご参加をいただき、境川町地内への駅誘致の願いを込め、参加者全員で未来への

メッセージを発信いたしました。また、東日本大震災チャリティー募金も併せて実施し、ご来

場者の皆さまより、総額で１０万１１３円の尊い浄財をお寄せいただきました。 
 イベント開催にあたり、ご協力いただきました実行委員会の皆さま、ならびに関係者各位に

深く感謝を申し上げます。 
 次に、観光関係イベントについてであります。 
 今春、実施する予定でありました川中島合戦戦国絵巻をはじめとする桃の花まつり各種イベ

ントにつきましては、東日本大震災の影響、世論の動向などを勘案し、中止するなど自粛して

まいりました。しかしながら、長期的な事業自粛は、地元の活力の衰退や地域経済へ多大な影

響をもたらすものとなるため、５月１日より積極的な産業活動や観光ＰＲ活動の推進へと移行

することといたしました。 
 また、本市の夏の風物詩であります石和温泉花火大会を中心とする笛吹市夏まつりも実施す

ることに決定したところであります。 
 次に、災害対策資金貸付事業の現状についてであります。 
 この制度は、今回の災害で経営に影響を受けた市内の事業者が、市内金融機関から必要な事

業資金の融資を受けることにより、商工業事業の円滑な経営と被雇用者の生活の安定に寄与す

ることを目的としております。 
 市内事業者の業績の悪化は、多くの職種にその影響を及ぼし、現段階における融資申し込み

件数は、すでに想定している融資枠を超えてしまうほどの状況下にあります。 
 次に、笛吹市ハザードマップについてであります。 
 平成１８年作成のマップに、芦川町、日川および境川の浸水想定区域を含めるとともに、土

砂災害防止法の施行に伴う土砂災害警戒区域等も新たに掲載した中で作成し、全戸配布を行い

ました。 
 市民の皆さまの災害時における速やかな避難を促し、人的被害を最小限に抑えるために有効

活用していただけるよう期待しているところであります。 
 次に、緑化推進事業についてであります。 
 ４月２８日、青空が広がる好天のもと、境川町前間田の民有林を会場に第５回笛吹市植樹祭
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を開催し、市内全域から緑化団体や緑の少年少女隊など約２００人の参加をいただき、参加者

全員により、クヌギ・ナラ等の苗木２千本を植樹いたしました。森、緑や森林に対する関心が

高まる中、緑をつくり・緑を育て・緑を守る意識の啓発に寄与していきたいと考えております。 
 次に、環境への取り組みについてであります。 
 平成２２年度に策定いたしました笛吹市環境基本計画により、環境の保全や創造に取り組む

ため、笛吹市が目指す環境像を「清流と緑の大地 桃源郷 未来につなぐ笛吹市」と定め、環

境分野ごとに環境目標と基本施策事業による環境指標を設定し、環境にやさしいまちづくりの

取り組みを進めております。 
 次に、子どもすこやか医療費助成事業についてであります。 
 本年４月１日から、乳幼児医療費の助成対象年齢を、これまでの小学校入学前の６歳から小

学校６年生までの１２歳に拡大し、名称も子どもすこやか医療費助成事業として、子どもの健

康増進と子育て家庭の経済的負担の軽減を図ることを目的に実施いたしております。 
 医療費の助成を受けるためには、新たに受給者証が必要となるため、受給者証交付のため申

請書の受付を行っております。５月末現在で、年齢拡大による対象者３，２８０人のうち、す

でに約９６％にあたる３，１５３人の保護者の方が申請済みの状況であります。 
 次に、食育推進についてであります。 
 平成２０年に食育実施計画を策定し、市民がすこやかで生き生きと暮らせるまちを目指し、

食を通じた健康づくりを推進しているところであります。今年度は、食を通じた健康づくりを

地産地消を通して考えていこうと、健康づくり課と農林振興課が連携し、市内で採れる食材を

使った料理コンテストを実施する予定であり、８月から作品の募集を開始いたします。 
 優秀作品を普及していくことで、市の食材をＰＲしながら、健康な市民を増やし、元気な笛

吹市をつくっていきたいと考えております。 
 次に、保育所事業についてであります。 
 移転建て替えを計画しております石和第五保育所につきましては、駅に隣接する立地条件を

生かし、電車通勤をされる保護者なども含めた、幅広いニーズに対応するための子育て支援を

行ってまいります。 
 一時預かり保育や延長保育、体調不良児保育などの特別保育に対応できる機能や子育て支援

センターを備えた保育所として、年内の工事着手を目指し、基本設計ならびに実施設計などの

準備を進めております。 
 また、石和第二保育所の改修工事や御坂北保育所の耐震改修工事など、保育施設の整備を進

めるとともに、市内私立保育園の施設建て替えのための支援対策など、安心・安全な保育所の

環境整備を図ってまいります。 
 次に、高齢者福祉についてであります。 
 本市の高齢者人口は、本年３月末には１万７千人を超え、高齢化率は２３．９％となってお

ります。今年度は元気度チェック笛吹・生活機能調査として、要支援・要介護の認定を受けて

いない約１万４千人の高齢者の皆さまを対象に、健康度のチェックと生活実態を把握するため

のアンケート調査を実施しているところであります。 
 調査結果をお返しする中で健康意識を高めていただくほか、高齢者の生活実態等を把握し、

二次予防事業などにつなげてまいります。 
 また、集計結果等につきましては、今後の高齢者福祉に反映させていくだけでなく、広く市
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民の皆さまにも公表してまいります。 
 次に、国民健康保険についてであります。 
 平成２２年度の医療費総額は、前年度に比べ、ほぼ横ばいの状況でありますが、１人当たり

の医療費を見ますと、２．６％の増加となっております。また、国保税につきましては、低迷

する経済状況の影響などから、依然として収納率の低下が続いており、国保財政を圧迫してい

る状況であります。 
 こうした現状を改善するため、２２年度より特定健診の受診率アップのための個別健診の導

入とともに、国民健康保険事業健全化計画を策定する中で、医療費の削減対策の実施と国保状

況の啓発および収納強化による税収の確保対策など、収支両面における国保財政の安定化に向

けた取り組みを行っているところであります。 
 次に、教育施設の整備についてであります。 
 教育施設整備に関する１５事業につきまして、地域経済の活性化の趣旨に鑑み、早期の着工・

完成を目指して取り組みを進めているところであります。 
 ５月末現在で１１事業に着手し、９事業が完成しており、石和北小学校外壁改修、八代給食

センター空調設備改修など、学校の授業に影響する事業につきましては、夏季休暇中の施工に

向けて準備を進めているところであります。 
 次に一宮中学校改築耐震補強改修事業についてでありますが、現在建設中の仮設校舎がまも

なく完成する予定であり、６月１５日から１７日にかけて引っ越し作業を行い、６月２０日か

ら仮設校舎での授業を開始いたします。 
 中学校本体の改築・改修工事につきましては、６月２０日から管理棟の解体工事に着手し、

来年２月末の完成に向けて作業を進めてまいります。 
 次に一宮学校給食共同調理施設設置事業についてでありますが、すでに給食センター本体は

完成しており、今後、学校の夏季休暇を利用して、一宮西小、南小および北小学校の給食室の

改修工事を実施いたします。また、安全・安心な給食を提供するため、新給食センターの職員

に対する研修を徹底し、２学期からの業務開始に向け準備を進めてまいります。 
 次に、学校教育についてであります。 
 学校教育ビジョンの具現化に向け、講師１８名と学校サポーター１２名、計３０名の市費負

担職員を配置し、各学校の実情に合った、より柔軟な指導支援に取り組んでおります。今年度

は、学習意欲の向上や学習習慣の定着を目指すため、すべての小中学生にパンフレットを配布

し、家庭学習の大切さを呼びかけています。また、教育環境の充実を図るため、夏季休暇中に

市内５中学校の生徒用パソコン２０５台およびプリンター等を整備する予定であります。 
 なお、市内の学校には、東日本大震災により被災した児童生徒が２０名転入しており、教材

や修学旅行費、給食費等の補助を行うことで、安心して義務教育が受けられるよう配慮してお

ります。 
 次に、生涯学習関係についてであります。 
 ５月２１日、平成２３年度市民講座、スコレー大学の開学式をスコレーセンターにおいて開

校いたしました。今年度は、各学期を通じ地域からの発信と平和へのメッセージの２つをテー

マに講座を設けてまいります。 
 なお、５月２５日から始まっておりますスコレー大学および１学期市民講座は、２９講座に

約８１０名の申し込みがありました。また、このほかにも、各地区の特性を踏まえた地域講座
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や行政区と協働しながら実施するスコニティー講座など、地域色のある講座の提供を行ってま

いります。 
 次に、図書館の充実についてであります。 
 今年度につきましては、公共図書館情報システムを更新することに併せ、住基カードも図書

館利用カードとして活用できる新システムを９月末導入に向け、準備を進めてまいります。学

校の図書館についても同じシステムとなりますので、学校とも連携する中で、利用者の皆さま

の利便性向上や子どもたちの読書活動の推進にも資するものと期待しております。 
 次に、文化財事業についてであります。 
 国指定史跡の甲斐国分寺跡につきましては、平成２２年度の講堂跡の発掘調査で、正面の階

段と東側の階段が見つかり、講堂には３個の階段があったことが分かりました。今年度はさら

に講堂跡・回廊跡・中門跡等を調査し、市民の皆さまにも現地を公開してまいります。 
 次に、市民協働の取り組みについてであります。 
 この４月に、市民活動団体の専用打ち合せスペースとして、御坂農村センター内に市民活動

サロン よっちゃばる広場を設置し、市民団体やボランティアの皆さまにご利用をいただいて

おります。 
 また、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法

人助成事業につきましても、すでに４件の助成金交付を行いました。 
 次に、男女共同参画についてであります。 
 笛吹市男女共同参画推進委員会のご協力により、平成２３年度から５年間の推進目標を定め

た第２次男女共同参画プラン「輝け男女 笛吹プラン」を策定し、４月にプランのダイジェス

ト版を全戸配布いたしました。 
 次に、住基カード普及促進事業についてであります。 
 住基カードにつきましては、５月末現在、１万７，９７３枚を交付し、自動交付機による利

用者につきましても４割に近づいており、普及が進んでいるところであります。 
 本市を含む、５市１町が取り組んでおりますコンビニ交付推進支援事業により、３月１日か

ら、住基カードを活用した住民票と印鑑証明書のコンビニでの交付がスタートし、この５月末

までに５５２枚を交付いたしました。 
 今後も、市民の皆さまに住基カードの利便性を周知し、普及促進に努めてまいります。 
 次に、市税の収納率についてであります。 
 市税の収納率向上につきましては、法に基づく早期の対応を心がけ、財産調査や差し押さえ

の実施強化に努めてまいりました。平成２２年度の現年分収納率は、５月末現在で９５．８％

であります。また、過年度分は３月３１日現在で１５．４％であり、前年と比較いたしまして

現年分収納率は１．２ポイント、過年度分は４．３ポイント上回ることができました。しかし、

収納率はいまだ県内の下位に低迷している状況にありますので、滞納整理をさらに強化し、収

納率の向上と自主財源確保に努めていきたいと考えております。 
 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専決処分の承認案件８件、条例案２件、補正予算案１０件、そ

の他の案件７件、合わせて２７件でありますが、主なるものにつきまして概略をご説明申し上

げます。 
 はじめに専決処分についてでありますが、条例１件、補正予算７件について、地方自治法第
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１７９条第１項の規定により専決処分させていただきましたので、ご報告とご承認のお願いを

申し上げるものであります。 
 条例につきましては、笛吹市国民健康保険条例について、健康保険法施行令等の一部を改正

する政令が平成２３年３月３０日に公布、４月１日から施行されることに伴い、一部改正を行

なう必要が生じたものであります。 
 補正予算７件につきましては、平成２２年度の事務事業の終了などに伴う、一般会計および

特別会計の歳入歳出予算額の補正であります。 
 平成２２年度笛吹市一般会計補正予算（第９号）でありますが、歳入歳出それぞれ１億１４４万

円を追加し、総額を３２７億７千万円とさせていただきました。 
 次に特別会計の補正予算でありますが、国民健康保険特別会計、老人保健特別会計、介護保

険特別会計、後期高齢者医療特別会計、公共下水道特別会計、簡易水道特別会計の６会計で総

額５，３１２万円の減額と財源更正を行ったものであります。 
 いずれも緊急的な対応を必要としたものであり、議会を招集する時間的余裕がありませんで

したので、専決処分をさせていただきました。どうかご承認をよろしくお願い申し上げます。 
 続きまして、条例案について概略をご説明申し上げます。 
 まず、笛吹市税条例の一部改正についてであります。 
 地方税法の一部を改正する法律が平成２３年４月２７日に公布されたことに伴い、所要の改

正を行うものであります。 
 次に、笛吹市学校給食センター条例の一部改正についてであります。 
 笛吹市一宮学校給食センターが供用開始となることに伴い、所要の改正を行うものでありま

す。 
 続きまして、補正予算案について概略をご説明申し上げます。 
 平成２３年度笛吹市一般会計補正予算（第１号）でありますが、歳入歳出それぞれ２億９，

０８０万円を追加し、総額を３０７億６千万円とさせていただくものであります。 
 歳入の主なものといたしましては、県支出金につきましては、私立保育所の施設建設に伴い

ます県補助金を主に、１億１，２００万円を増額するものであります。 
 また、合併特例債など市債として４，５９０万円、平成２２年度の収支を見込んだ中で繰越

金として、１億２，４００万円の追加を計上するものであります。 
 次に、歳出の主なものといたしましては、地方議会議員年金制度の廃止に伴います議員共済

会給付費負担金７，４６０万円、私立保育所の建設補助として１億３，５００万円、東日本大

震災被災者支援経費９２０万円、笛吹市商工振興災害対策資金貸付制度における山梨県信用保

証協会寄託金１，２５０万円、木造個人住宅耐震改修補助金８００万円などの追加をお願いす

るものであります。 
 次に特別会計の補正予算案でありますが、国民健康保険特別会計、介護保険特別会計、介護

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

別会計、簡易水道事業特別会計の７会計で、総額８１７万円の追加と財源更正をお願いするも

のであります。 
 次に、公営企業会計の補正予算案であります。 
 笛吹市水道事業会計補正予算（第１号）につきましては、収益的支出において、予算の組み

替え、資本的支出につきましては１９万５千円を減額するものであります。 
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 また、笛吹市営春日居地区温泉給湯事業会計補正予算（第１号）では、収益的収入及び支出

につきましては３００万円を増額し、資本的支出につきましては、２７７万円の追加をお願い

するものであります。 
 その他の案件につきましては、その末尾に提案理由を付記しておりますので、それによりま

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

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

ただきます。 
〇議長（小林始君） 

 市長の説明が終わりました。 
 日程第６ 報告第１号から日程第１０ 報告第５号を一括議題とします。 
 本件につきましては、議案書にありますとおり、地方自治法施行令に基づく繰越明許費繰越

計算書等の報告ですので、了承を願います。 
 次に日程第１１ 承認第１号から日程第３２ 議案第６１号までを一括議題といたします。 
 この際、申し上げます。 
 ただいま市長より要旨の説明がありました案件については、承認案件８案件を除き所管の常

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

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 ） 
 以上で、質疑を終結いたします。 
 ただいま、議題になっております議案第４８号から議案第６１号までの１４案件については、

お手元に配布してあります議案付託表のとおり、所管の常任委員会に付託いたします。 
 続いて日程第１１ 承認第１号から日程第１８ 承認第８号までを一括議題といたします。 
 本件については、会議規則第３６条第３項の規定により、委員会付託を省略し、直ちに討論・

採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 これより承認第１号について、討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 承認第１号について、採決します。 
 本件は、原案のとおり承認することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 全 員 ） 
 起立全員です。 
 よって、本件は承認することと決しました。 
 次に、承認第２号の討論を行います。 
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 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 承認第２号について、採決します。 
 本件は、原案のとおり承認することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 全 員 ） 
 起立全員です。 
 よって、本件は承認することと決しました。 
 続いて、承認第３号の討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 承認第３号について、採決します。 
 本件は、原案のとおり承認することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 全 員 ） 
 起立全員です。 
 よって、本件は承認することに決しました。 
 続いて、承認第４号の討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 承認第４号について、採決します。 
 本件は、原案のとおり承認することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 全 員 ） 
 起立全員です。 
 よって、本件は承認することと決しました。 
 続いて、承認第５号の討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 承認第５号について、採決します。 
 本件は、原案のとおり承認することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 全 員 ） 
 起立全員です。 
 よって、本件は承認することと決しました。 
 続いて、承認第６号の討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 承認第６号について、採決します。 
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 本件は、原案のとおり承認することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 多 数 ） 
 起立多数です。 
 よって、本件は承認することと決しました。 
 続いて、承認第７号の討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 承認第７号について、採決します。 
 本件は、原案のとおり承認することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 全 員 ） 
 起立全員です。 
 よって、本件は承認することと決しました。 
 続いて、承認第８号の討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 承認第８号について、採決します。 
 本件は、原案のとおり承認することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 全 員 ） 
 起立全員です。 
 よって、本件は承認することと決しました。 
 以上で、本日の議事はすべて終了いたしました。 
 本日は、これにて散会いたします。 
 次の本会議は６日、午前１０時から再開いたします。 
 大変、ご苦労さまでした。 

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

散会  午後 ２時１５分 
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再開  午前 ９時５９分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小林始君） 

 おはようございます。 
 ただいまの出席議員は２３名であります。 
 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 
 本日も上着を脱いで結構です。 
 本日、傍聴と撮影の申請があり、これを許可しましたので、報告いたします。 
 傍聴人に申し上げます。 
 傍聴人は議事について可否を表明し、または騒ぎ立てることは禁止されておりますので、静

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

め申し添えます。 
 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりです。 
 報告事項を申し上げます。 
 本日、１３番議員 野沢勝利君より遅刻の届が、また農業委員会長 荻野勇夫君から早退の

届が提出され、これを受理しましたので、報告をいたします。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小林始君） 
   日程第１ 「一般質問」を行います。 

 今議会へは、１０名から１８問の通告がありました。 
 質問は、通告順に行います。 
 なお、関連質問については、申し合わせのとおり同一会派のみ５分とし、通告者の質問終了

後となりますので、ご了承を願います。 
 それでは８番、亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 通告に基づきまして、まず市の災害対策について伺います。 
 国難ともいうべき、戦後最大の大災害となった東日本大震災から３カ月が経とうとしており

ます。亡くなった方は１万５千人を超え、行方不明の方を合わせますと２万４千人近くにもなっ

ております。いまだに１０万人を超える人たちが避難生活を送り、加えて原発事故はいまだに

予断を許さない、危険な状態から抜け出しておりません。 
 この大災害の復興に国の総力をあげて、生活再建、地域社会の再建を土台にして取り組むこ

とを望むものです。 
 さて、この未曾有の大災害から市として学ぶべき教訓・課題は、たくさんあったはずです。

どのようなものだったのか、まず伺います。 
 また平成１８年につくられました市の地域防災計画ですけども、今回のような大災害に対応

するような計画になっているのでしょうか。見直しが迫られているのではないかと考えますけ

ども、見解を伺います。 
 次に市役所本庁舎の耐震化について、伺います。 
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 市役所本庁舎の旧舘は昭和４２年の建設でありまして、建設から４４年が経過しており、耐

震化もされておりません。本庁舎は災害時には、災害対策活動拠点に位置づけられている建物

であります。加えて、防災計画においても活動拠点となる建物については、耐震化を進めてい

くということを明確にしております。早急に耐震化を行うべきではないでしょうか、見解を求

めます。 
 次に水道施設について、伺います。 
 被災した場合において、水・電気・ガスなどを早急に確保することは、何よりも大事であり

ますけども、水の確保は市の重要な仕事であります。水道施設の耐震化が急がれますけども、

例えば忍野村では、この震災を受けて水道管の耐震化等に６億３千万円が予算化されたという

ことです。市の現状と今後の計画について、伺います。 
 次に震災当日、３月１１日の市の対応について伺います。 
 防災計画によりますと、当日の震度５弱の場合は第２配備ということになりますけども、特

に時間外における市長や各部局長や支所、地区の消防団の対応について伺います。 
 最後に市内の公共施設や一般建造物の被害状況の把握は、速やかに行われたのか。把握後の

対応について、伺います。 
〇議長（小林始君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、山下総務部長。 

〇総務部長（山下真弥君） 

 亀山和子議員の一般質問、市の災害対策についてにお答えいたします。 

 最初に、東日本大震災から市として学ぶべき教訓・課題は何か。市の防災計画は、東日本大

震災のような大災害を想定したものになっているか。見直しはあるかについてであります。 

 東日本大震災における被害につきましては、津波によるものと福島第１原発の放射性物質に

よるものが大きく報道されておりますが、災害への備えや災害時の対応等につきまして、学ぶ

べき教訓が多くあると考えております。被災地の現場からしっかりと学び、今後の本市の災害

対策に備えてまいります。 

 さて、本市においては地震による災害対応を第一に考え、地域防災計画の地震編において、

特に東海地震のマグニチュードを８．０、本市を襲う揺れを震度５強から６強と想定し、平素

からの備えと災害時の対応について、策定しております。 

 地域防災計画の見直しにつきましては、国や県の計画の見直しばかりでなく、被災地の情報

も参考にしながら、必要な見直しを行ってまいります。 

 次に災害対策活動拠点の市役所の耐震化は、整備計画に基づき早急に行うべきではについて

であります。 

 地域防災計画の中で市役所本庁舎は、災害が発生した場合、災害対策本部を設置し、活動拠

点となる建物と定められておりますが、北側部分が昭和５６年の新耐震基準以前の設計で建築

されているため、平成２１年度耐震診断業務を行い、耐震補強により目標耐震指標が得られる

との診断結果の報告を受けました。この結果を踏まえ、本年度耐震改修のための基礎調査を終

え、９月議会におきまして実施設計の補正予算措置もお願いしながら、平成２５年度完成を目

指したいと考えております。 

 また、現場指揮本部となる耐震化の未実施の支所については、今後、支所機能と併せ、耐震
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診断結果を踏まえ、検討していきたいと思います。 

 続きまして、水道施設の配・送水管の耐震の現状と今後の計画はについてであります。 

 市内の基幹的な水道管のうち、平成２０年に改正された水道施設の技術的基準を定める省令

による震度６強相当の地震に耐えられる耐震適合性を持つ水道管は、平成２２年度末時点で３．

５％であり、耐震化が進んでいないのが現状であります。 

 心配される東海地震に対しても、広い範囲で震度６以上の地震が起きると想定されており、

耐震化は重要な課題でありますが、市内には石綿管等の老朽管も多く、それらの敷設替えも合

わせて進めていかなければなりません。水道管の敷設替えには多額の事業費がかかるため、耐

震化計画等を策定して、効率的な観点から水道事業の経営に努める中で、工事方法等も工夫し

て進めてまいります。 

 現在、進めております境川浄水場や御坂浄水場からの送配水管等、新規の主要水道管につき

ましては、すべて耐震管で敷設しておりますが、敷設替え工事については工事費を抑えるため、

道路整備や下水道整備と合わせて実施していく予定です。 

 次に震災当日の市の対応は、適正・適切に行われたかについてであります。 

 ３月１１日、午後２時４６分ごろに発生しました東北地方太平洋沖地震では、市内でも震度

５弱を記録する非常に大きく、かつ長い揺れに見舞われました。 

 庁舎内にいらっしゃいましたお客さまにつきましては、それぞれの部局で職員が付き添って

避難誘導するなどの対応をしました。また、地震直後に災害対策本部員を本庁会議室に招集す

るとともに、職員は第２配備体制をとり、各部・各支所とも職員および消防団員による、地域

の被災状況の情報収集と、その対応にあたりました。 

 市内の被害状況についてですが、人的な被害はなく、家屋等の建物の一部損壊などの被害状

況でありました。その後、午後６時３０分ごろに職員体制を第１配備として、余震等に備えま

した。地震発生直後から出動いただきました消防団員や各地域の方々のご協力に感謝申し上げ

ます。 

 続きまして、市内の公共施設等や一般建造物等の被害状況の把握は迅速に行われたか。把握

後の対応は速やかに行われたかについてであります。 

 市内の被害状況の把握については、震災当日の対応でも述べましたが、災害対策本部の指示

により職員はもとより各地区の消防団員が速やかに出動し、情報の収集と現地対応にあたって

いただきました。 

 以上で、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） 

 防災計画の見直しについて、伺います。 

 今、部長のほうから見直しを迫られている、見直しを行っていくという答弁がありました。

そこで伺いますけども、ぜひ、それは必要なことだと考えております。この計画策定からおよ

そ５年が、１８年策定ですので、５年が経過しております。そこで進捗状況を少し伺いたいと

思います。災害から、この防災計画というのは、この災害から市民の命や財産を守る、自治体

としては大変重要な計画なわけですから、常に進捗状況がどうなっているのか、確認されてい

ることと考えております。特に計画の中で遅れている面はなんなのか、進んでいない面はなん
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なのか、遅れている面をどう早急に進めていくのか、お答えをお願いします。 

〇議長（小林始君） 

 山下総務部長。 

〇総務部長（山下真弥君） 

 防災計画の見直しにつきましては、議員もご指摘のとおり、非常に重要なことだと思ってお

ります。現在のところ、具体的な数字として進捗状況を把握しているわけではございませんけ

ども、特に前進しているところにつきましては、各支所に備蓄倉庫がございますが、備蓄。そ

れから各自主防災組織の機材等の整備、それから市役所内における各防災の班のマニュアルづ

くり、これらが全体の中で特に進んでいるというふうに考えております。 

 遅れている点でございますけども、今回の大地震の被害状況を考えますと、求められる水準

からして、特に自主防の意識の遅れがあるかと思います。これにつきましては、一宮地区の上

矢作区で行われた各隣組の班をつくっての避難誘導、安否確認、これらの非常に先進的な例が

ございますので、これらをほかの行政区等に、自主防災組織に普及できたらなと考えておりま

す。今後、区長会、連合区長会を通じて、この普及に努め、自主防災組織の意識のさらなる高

揚を考えていきたいと思います。 

 それから、もう１点。防災ボランティアの育成について、全体としてボランティアの雰囲気、

意識というのは非常に高まっております。本市においてもＮＰＯをはじめとして、さまざまな

ボランティアが立ち上がってきております。今回の被災地への支援につきましても、民間のボ

ランティアの活動が力を発揮していると思っておりますが、防災ボランティアに限っての育成

というのが、まだできておりません。これにつきましては、現在、その芽が出てきております

ので、これについて、市のほうとしても育成・援助しながら、全体の防災ボランティア活動の

中心的役割を担っていただければいいかなというふうに考えております。 

 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 

 亀山和子君。 
〇８番議員（亀山和子君） 

 今、進捗状況のところについて、特に遅れている面、進んでいる面、答えていただきました

が、この防災計画そのものについて、５年が経過するわけですけども、大変、重要な計画に位

置づけられているわけですから、毎年、進捗状況が市として確認されているんでしょうか、そ

の点を伺います。 

〇議長（小林始君） 

 山下総務部長。 

〇総務部長（山下真弥君） 

 先ほども申し上げましたとおり、備蓄とか自主防災組織の機材の整備、これについては年次

計画で整備されておりますので、きちっと把握されております。ただ、何項目か数値化されて

いないところについての検証等について、今後、検証をしっかりやっていく必要があるかなと

思っております。 

 以上です。 

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） 
 やはりきちっと計画をつくったのちには、その計画がどのように進捗しているのかというこ

とが、きちっと検証されていくということは大事なことだと思いますので、その点、これから

もしっかりやっていただきたいと思います。 

 先ほど耐震化計画のところで、各支所の耐震化についても検討していきたいという答弁があ

りました。各支所、やっぱり現地対策の活動拠点になっていたりとか、物資の集積拠点となっ

ております。しかし、耐震化がまだ進んでいないところもあるわけですけども、もう少し具体

的に、本所のほうは２５年完成を目指したいというような答弁がありました。支所のところに

ついて、もう少し具体的な計画があれば、答弁を願います。 

〇議長（小林始君） 

 山下総務部長。 

〇総務部長（山下真弥君） 

 亀山議員もご存じだと思いますけども、支所につきましては、境川、春日居、芦川、ここに

一部も含めて耐震化が済んでいないところがございます。芦川につきましては、耐震診断が平

成９年に済んでおります。それから春日居につきましても、平成１６年に耐震化が済んでおり

ます。境川につきましては、耐震化が済んでおりません。境川につきましては、今後の建物の

活用を十分に検証しながら、耐震診断も含めて検討をさせていただきたいと思います。 

 それから春日居、芦川につきましては、耐震診断が済んでおりますので、今後、どのような

建物の活用ができるか十分に検討した中で、今後の方針を決定していきたいと思います。 

 以上です。 

〇議長（小林始君） 

 亀山和子君。 
〇８番議員（亀山和子君） 

 早急に、耐震化について進めていただきたいと思います。 

 震災当日の市の対応について、伺います。 

 支所を何カ所かまわりましたけども、各支所では大体４人の職員が午後１０時ごろまで支所

で待機しておりまして、本所の指示で支所待機が自宅待機になったというのが午後１０時ごろ

だったということでありました。また各地区の消防団は、先ほど部長も答弁しておりましたけ

ども、担当地域をまわって被害状況を確認して、最も遅くまで活動していた消防団の見回りが

終わったのが午後１１時ということでありました。この間の対策本部長や副本部長の行動とし

て、どんな行動をとるのが適切なのか。適切な行動をとっていたのか、お願いします。 

〇議長（小林始君） 

 山下総務部長。 

〇総務部長（山下真弥君） 

 対策本部の活動につきましては、ご指摘のとおり配備基準が決められておりまして、その配

備基準に基づきまして、行動をとっております。対策本部員全員がすぐに対応したわけでござ

いますけども、一定のめどがついた段階で、配備体制を第１段階に下げまして、そこで余震等

に備えた経過でございます。 

 具体的に本部員はどうなのかということのご指摘でございますけども、これにつきましては、

すぐに連絡体制が取れて、その対応ができる状態にしておくということで徹底をさせていただ
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いております。 

 以上です。 

〇議長（小林始君） 

 亀山和子君。 
〇８番議員（亀山和子君） 

 そうしますと、連絡体制が取れるような状態にあれば、どこで何をしていてもいいというこ

となんでしょうか。 

〇議長（小林始君） 

 山下総務部長。 

〇総務部長（山下真弥君） 

 先ほど申し上げましたとおり、連絡体制がとれて、そこで適切な対応がとれれば、必要なこ

とが、必要な待機だというように考えております。 

 以上です。 

〇議長（小林始君） 

 亀山和子君。 
〇８番議員（亀山和子君） 

 今後のこともありますので、しっかりと確認しておきたいと思いますが、このことの指摘を

受けて、前総務部長は全員協議会の場だったと思いますけども、自分の行動は適切ではなかっ

たということで謝罪したところです。やっぱり、総務部長というのは第３順位ですよね。何か、

本部長にことが起こったときの第３順位の本部長に位置づけられておりますよね。その前総務

部長が自分の行動は適切ではなかったということで謝罪しましたけども、その謝罪を受けて、

どういうふうに考えたらよろしいんでしょうか。今の総務部長の答弁は。 

〇議長（小林始君） 

 山下総務部長。 

〇総務部長（山下真弥君） 

 前総務部長がどういう状態だったかというのは僕には分かりませんが、僕としましては、待

機する場合には、少なくとも自宅等で、すぐに飛んでいけるような待機をしたいというふうに

考えております。 

 以上です。 

〇議長（小林始君） 

 亀山和子君。 
〇８番議員（亀山和子君） 

 今の総務部長の答弁は自宅等で待機して、連絡がとれるようにしていくということで、確認

できますね。分かりました。 

 では、次の質問に移ります。 

 市の平和事業と平和教育について、伺います。 

 平成１６年６月の議会で、当笛吹市は核兵器廃絶平和都市宣言が採択されまして、それから

６年が経過しました。この間の市の平和事業とか、平和教育の取り組み状況について、まず１点、

伺います。 

 次に県外の自治体とか、隣接県の自治体の取り組み状況を見ますと、原爆写真を購入して写
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真展を開いたりとか、広島市で行われる平和記念式典に中学生や親子を派遣したりとか、戦没

画学生美術館の無言館の絵画の展示を行ったりとか、さまざま工夫をして取り組みが行われて

いるところです。市としても平和都市宣言にふさわしい積極的な取り組みを望みまして、２問

目の質問を終わります。 

〇議長（小林始君） 

 山下総務部長。 

〇総務部長（山下真弥君） 

 亀山和子議員の一般質問にお答えいたします。 

 まず平和事業の取り組みについてでありますが、本市は平成１７年に核兵器廃絶平和都市宣

言を行い、啓発看板等の設置を行いました。平成２０年３月には、平和市長会議にも加盟して

国際的な核兵器廃絶に取り組むことといたしました。反核平和の火リレー等、平和行動への積

極的な支援をはじめ、毎年継続的に開催されます「わがまちの８月１５日展」は戦争の悲惨さ

を過去のものとしないためにも、未来に語り継いでいく特徴的な取り組みと考えております。 

 次に、平和教育の取り組みについてであります。 

 平和教育は、平和の尊さを教える大切な教育活動であります。平和な社会を築くことは、た

だ単に戦争を起こさないということではなく、思いやりの心を育てたり、国や地域を大切にし

たりすることでもあります。これは、笛吹市教育ビジョンの基本目標の１つである家族や人を

愛し、自然や郷土を大切にする子どもの育成を図ることにもつながります。 

 笛吹の地区においては、戦後、教育協議会の活動の１つとして、平和教育を推進してまいり

ました。現在は、笛吹市教育協議会の特別委員会として、平和教育推進委員会において積極的

に推進しているところであります。主な活動といたしましては、平和教育に関する研究授業を

年１回、行っております。これについては、各学校の平和教育推進委員が参加し、活発な意見

交換が行われています。 

 次に、秋に行われる山梨県教育研究全体集会において、笛吹市からは毎年２例の実践発表を

行っております。また、市内の小中学校の学級担当を中心に一人一実践の授業研究を行い、そ

れを平和教育実践事例集として冊子にまとめ、各学校に配付しているところであります。平成

２２年度で第２７集を数えるに至りました。 

 今後も平和の重要性を伝えることはもとより、世界の恒久平和に向けた意識啓発に一層取り

組んでいきたいと考えております。 

 以上で、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 

 亀山和子君。 
〇８番議員（亀山和子君） 

 すみません、私の聞き落としかと思いますが、今の部長の答弁の中で平和市長会議に加盟し

ているというふうな答弁がありましたが、それは何年からでしょうか。 

〇議長（小林始君） 

 山下総務部長。 

〇総務部長（山下真弥君） 

 平成２０年３月になります。 
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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） 

 分かりました。ホームページを見ますと、笛吹市は載っていなかったんですけども、それは

ホームページの誤りだったということですね。 

〇議長（小林始君） 

 山下総務部長。 

〇総務部長（山下真弥君） 

 ホームページのほうは確認をしておりません。また、確認をさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 

 亀山和子君。 
〇８番議員（亀山和子君） 

 私がホームページを調べましたら、平和市長会議の加盟は、山梨県内は笛吹市は載っていな

かったので、ぜひ、その平和市長会議、また全国では１，５３０の自治体が平和都市宣言をし

ておりまして、日本非核宣言自治体協議会という組織もあるのですが、両方とも笛吹市は加盟

しておりませんでした。そのホームページでは。ぜひともそういう、今、平和市長会議の自治

体の加盟率というのは大体５５．７％になっておりまして、その中に笛吹市が載っていなかっ

たので、ぜひ日本非核宣言自治体協議会、あるいはまた平和市長会議にぜひ加盟する意思があ

るのかどうかということも１点、伺います。平和市長会議のほうは、また調べてみます。非核

宣言自治体協議会の加盟の意思はあるでしょうか。 

〇議長（小林始君） 

 山下総務部長。 

〇総務部長（山下真弥君） 

 今、ご指摘されましたので、よく調査をしまして検討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） 

 宣言自治体協議会の活動もぜひとも理解を深めながら、加盟のことについて検討していただ

きたいと思います。 

 最後に提案でありますけども、今、部長のほうから、るる平和教育の取り組み状況、また平

和事業の取り組み状況についてもお話がありました。提案ですけども、今、いろんな自治体が、

８月６日、広島市で行われる平和記念式典に中学生を派遣して、派遣したあと報告会を行うと

か、親子の派遣をするとかということなんかも行っております。こういう事業もぜひ、笛吹市

で取り組んでいただきたいということと、あとそれから、外国の姉妹都市が笛吹市ではいくつ

かあります。その笛吹市の外国の姉妹都市に対して、原爆写真のパネルの送付・贈呈などもぜ

ひ考えていただきたいというふうに思いますけども、答弁をお願いします。 

〇議長（小林始君） 

 山下総務部長。 

〇総務部長（山下真弥君） 

 平和式典への参加、それから姉妹都市とパネル等の交換、これにつきましても、特に姉妹都
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市につきましては、相手の都市の意向もございますので、調査・研究をして検討させていただ

きます。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 終わります。 

〇議長（小林始君） 

 以上で、亀山和子君の一般質問を終了いたします。 

 関連質問を許します。 

 渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 

 災害対策についてですけども、また下水道の話かと言われるかもしれないですけども、東日

本大震災においても水道管は復旧しても下水が通らないということで、水道も使えないという

ような状況が各地で起こったわけなんです。この点については、以前にも、私も指摘している

ことがあるわけなんですけども、そういう点では液状化等によってマンホールが浮いてしまう

とか、あるいは管の勾配が変わってしまうとか、１カ所、そういうことがあると、広範囲に下

水が使えないということになると思うわけですね。また水道も使えないということになる。夏

なんかの場合では、そういうことになると衛生上も大変な問題になるというふうに思うわけな

んです。 

 こういう点で、私、かねてから個別に設置する合併処理浄化槽というのは、壊れたという話

もあまり聞かないわけなんですが、万が一、壊れた場合もその１つで済むというようなことで、

非常に有利ではないかと思いますが、その点について、どのように考えているかということを

伺いたいと思います。 

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） 

 渡辺議員の関連質問について、お答えをいたします。 

 ３月１１日の地震の際には、本市では水道、下水等の被害はありませんでしたが、東日本震

災当時、現地では、非常に断水状態であったことに加えまして、下水道処理場にも被害は及ん

でいるため、たとえ近くに水があっても下水があふれてしまうということで、使えない状態だっ

たそうです。 

 本市の下水道の地震対策でございますけども、平成９年以降、下水道の工事に対しては地震

対策を考慮した施工を行っております。管渠についてですけども。それから本年度から、マン

ホールの浮上防止の工事を、市役所と石和南小学校付近の避難所になると予想される場所につ

きましては、順次、工事を行う予定でございます。 

 また近隣の市では学校等が避難所になったときの対策として、校庭に汚水枡を設置して、下

水を一時的に溜めることができるマンホールを設置してあるところもありますので、それらを

参考にして、今後、対応を考えていきたいと思っております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 

 渡辺正秀君。 
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〇７番議員（渡辺正秀君） 

 耐震の問題については、非常に広範囲にわたるものでございますので、それで万全になると

いう考えかどうかということが１点。 

 それから先ほど聞きましたのは、現実的に下水道、それから合併処理浄化槽の設置を推進す

ること、どちらが耐震の面では有利だというふうに比較・検討されているか。あるいは、もし、

そういう調査や考え方があったら紹介していただきたいと思います。 

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） 

 合併浄化槽のお話も分かりますけども、現在、市では下水道の工事を進めておりますので、

ここで下水道の工事をやめて、浄化槽に切り替えるという考えは、今のところございません。 

〇議長（小林始君） 

 渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 

 決めてあるからということで、具体的な検討を進めないというのは、これは財政に対して、

そしてまた防災に関して、大変、無責任な話ではないかと思うんです。財政的な問題にしてみ

ては、この前、すでに明らかになったように、合併処理浄化槽のほうがずっと有利だというこ

とは確認されていると思うわけなんですが、さらに防災の面でもこういう事態を受けて、比較・

検討するということがされないで、もうやっているからやめられない、これはまったく、今の

事態では許されない対応だと思うんですが、いかがでしょうか。 

〇議長（小林始君） 

 竹越公営企業部長。 

〇公営企業部長（竹越富男君） 

 先ほど申し上げましたように、下水道事業については、非常に費用がかかるということは分

かりますけども、ここで浄化槽に切り替えるという考えはありません。 

 以上です。 

〇議長（小林始君） 

 渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 

 考えがないのではなくて、現在、そちらのほうもやるということになっているわけですね。

そういう中で、全然、そちらのほうの積極的な推進がなかなか見られない。どこにネックがあ

るのか。抵抗がどこにあるかということ、なぜ、できないのか、市長に伺いたいと思います。 

〇議長（小林始君） 

 荻野市長。 

〇市長（荻野正直君） 

 下水道の問題につきましては、今、議員ご指摘のとおり、災害については大変、今回、特に

液状化現象が起きたような場所におきましては、大変な状況であるということも認識をいたし

ております。これは浦安の市長さんとも直接、お話をして、あそこの場合は同じ震度であって、

同じ液状化の現象があるというふうにいわれている地域とは、まったく違う状況で、あそこは

ひどい災害になったと。これは埋め立てであるというふうなことが大きな要因ではないかと思
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いますけども、このへんもやっぱり、これからの下水道のあり方、以前にも基本的には合併浄

化槽のほうが低コストで済むということも実証がされております。 

 ただ、合併浄化槽の１つの大きな課題は、持っている個人個人のご家庭でしっかりと維持管

理をしていただくと。こういうことができないと、つい最近も、石和町地内でありますけども、

まだ下水に入っていないところで、合併浄化槽を入れているところからのご近所から大変、ク

レームをいただいて、そのときに分かりましたのが、合併浄化槽の指導は市でもできるわけで

すけども、具体的に中へ入っていって、検査とかなんとかということが、なかなか市ではでき

ないんだそうです。私が聞きましたところ。 

 そんなふうなところも含めながら、どういう形が一番、下水道にとっていい方法なのか。さ

らにこれだけの大きな災害が起きて、大きな被害が出ているわけでありますから、まったく私

どもが今まで抱いていたイメージと違う部分もありますから、そういった部分も含めて、検討

をさせていただきたいと思います。 

〇議長（小林始君） 

 渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 

 ぜひ積極的な検討をお願いするということと、もう１点は市町村設置型の事業を進めること

によって、きちんと管理もされるということも指摘したいと思います。 

 そして、もう１点。やはり今までのやり方で進めていたならば、下水道屋さんは下水道屋さ

んという、こういう誇りと意識があると思うわけなんですけども、その点を打ち破って何がい

いかということで考えるならば、やはり市長の指導力ということが必要になってくると思いま

すので、そういう点でもよろしくお願いしたいと思います。 

 続いて２つ目ですけども、防災の対策本部の責任、総務部長はそういう行動をして、それか

ら謝罪をしたということですが、本部長はどのような行動を、その６時以降、とっていらっしゃっ

たのかと。いろいろな噂がございますので、はっきりさせて、やはり笛吹市は当初から緊張し

て、全体がことにあたっていたと。そして、今の時点ではただ緊張、あるいは萎縮だけでは駄

目だからということで、積極的な展開も必要かと思いますけども、その際、どうしていたかと

いうことを伺いたいと思います。 

〇議長（小林始君） 

 荻野市長。 

〇市長（荻野正直君） 

 先ほど、総務部長からの説明もありましたとおり、当日はいち早く災害対策本部をつくりま

して、そして各担当部署、あるいは消防団等に被害調査等々の依頼をいたしました。その後、

情勢が安定いたしまして、夕刻になりますけども、第１配備に落としたというふうなことで、

一部は自宅待機、あるいは連絡のつく範囲内にという形で幹部は解散し、担当職員は残ってお

りました。 

 私は、そのときにちょうど市内に文部科学大臣賞の受賞記念式典がありまして、そちらのほ

うに出席をさせていただきました。ただし、いついかなるときも私の行動の範囲内というのは

常に連絡がとれるように、あるいは何か起きた場合には、一朝有事の際は常に行動がとれる、

そういう心づもりで、いろんな行動に対して動いております。このことをお話ししておきます。 

 以上です。 



 ３４ 

〇議長（小林始君） 

 よろしいですか。 
 （はい。の声） 
 一般質問を続けます。 
 ２番、志村直毅君。 

〇２番議員（志村直毅君） 

 笛政クラブの志村直毅でございます。 

 議長の許可をいただきましたので、これより一般質問を行います。 

 まず３月１１日に発生しました東日本大震災から、まもなく３カ月が経とうとしていますが、

改めて、この未曾有の激甚災害、そして東京電力、福島第１原子力発電所の、わが国史上最大

の危機を招来した複合災害によって、尊い生命を失った方々に深い哀悼の意を表し、被災され

た方々、ならびにいまだ避難生活を余儀なくされている方々に心からお見舞いを申し上げます。 

 東日本大震災は、本市に直接的に甚大な災害をもたらすことはなかったものの、震災以後の

状況は被災地での救助、捜索活動への協力にはじまり、義援金や救援物資の送付、避難者の受

け入れ、市民をあげての復旧・復興のボランティア等への対応が続きました。さらには市民生

活にも計画停電、節電、経済の低迷、これに対する資金等の緊急融資対策などで、さまざまな

影響が生じてきております。そして改めて足元の、私たち市民生活に直ちに影響する防災とい

うことについて、見つめ直す機会となりました。 

 こうした経過を鑑みながら、１問目として、本市の防災対応について質問をいたします。 

 まず、今般の東日本大震災による本市の被災の状況、および避難者等の状況について、現在

の状況を伺います。 

 次に原子力発電所災害に対する防災について、お聞きします。 

 この震災は大津波による被害、原子力発電所災害による大規模被害とあわせた複合災害を招

いた事態であり、特に原発については、今も収束の見込みが明確にならない状況です。 

 私は、原発と本市ならびに山梨県という観点から、３月２９日の全員協議会でも東京電力の

計画停電から総量規制策への転換とともに中部電力、浜岡原子力発電所の現状と、万が一の場

合の放射性物質拡散による深刻な影響を受ける危険性を挙げ、６号機建設とプルサーマルの無

期限延期を一刻も早く要望することを提案いたしました。そして本市においても、東京電力と

関係省庁に適切な対応を求める旨の要望を提出していただいております。 
 政府は、ちょうど１カ月前に浜岡原発の運転停止を要請し、中部電力はこれを受け入れ、５月

１４日にすべての原子炉の運転を停止しました。原発は運転を停止しても、廃炉にするのに１５年

程度かかるとされ、その間のコストも莫大。浜岡については、再開も念頭にあること。発電を

原子力から火力等に代替させることによる化石燃料の高騰など、もはや原発の稼働停止は私た

ちの生活の多方面に影響を及ぼす存在となっています。 
 山梨県でも防災計画を見直し、原子力防災も盛り込んだ改訂案を年内にまとめるため、県防

災会議での作業が始まりました。本市においても笛吹市地域防災計画を見直し、原子力発電所

災害を想定した場合の対応を盛り込む考えがあるか、お聞かせください。 
 なお、防災計画には特殊災害予防対策計画の項目に火薬類、高圧ガス、危険物、毒劇物、放

射性物質の爆発漏洩等による災害の発生を未然に防止するため、予防対策を推進とありますが、

これは原子力発電所災害を想定したものとまでは考えられないと思いますが、それについても
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お答えができましたら、お願いいたします。 
 そして防災計画には、具体的な実施のためのマニュアル等の作成について定め、庁内での周

知・推進を掲げていますが、作成状況および内容について、お聞かせください。 
 次に災害時の防災対応という点では、災害対策に関わる体制内での連絡手段の確保とともに、

市民への正確で迅速な情報伝達が重要、かつ不可欠です。東日本大震災では、津波被害のため

に広範囲で防災行政無線が使えないという状態に陥り、実際に家庭電話や携帯電話の不通など、

何が起き、どんな状況でどんな対応をすればよいのかといったことが伝わらない事態となりま

した。こうした状況を回避するためにも、衛星電話の常備やコミュニティＦＭ局の開局など、

複線での対策を講じておく必要があると思います。 
 本市においては、現在、デジタル防災行政無線の整備が進行していますが、衛星電話の導入

を検討する考えがあるか、お尋ねします。 
 次に市内小中学校や保育所等に通学・通園する子どもたちへの防災対応という点から、お聞

きします。 
 学校ごとの防災訓練、引き渡し訓練が行われており、保育所には消防計画というものもある

と伺っていますが、統一的な部分で、学校、保育所の災害時の対応を定めた指針等の整備を行

うことも必要ではないかと思います。これについて、ご見解を伺います。 
 防災対応について、最後に内水・浸水問題が想定される河川、ならびに地域の洪水被害時の

対策強化を改めてお願いしたいわけですが、大坪地域の浸水対策や小河川、用水路等の改修な

どにも取り組まれており、現在までの状況とともに、防災上の観点からどのような対策が必要

と考えているか、お聞かせください。 
 また洪水被害対策として、県事業による平等川、梅ノ木橋付近に逆流防止水門が整備されま

したが、これにより石和、富士見地域の河川の水は、最終的にほとんど渋川に流れ込むことと

なり、取水口や樋門等の管理により、流量を制限する必要があるとともに、従前より地域から

の要望も強い渋川の排水機の早期更新についても、引き続き実現に向けてご尽力をお願いした

いと考えております。 
 そういう中で、富士見地域を流れる宮川の取水口が現在、使用が困難な状態となっています

が、今後これを改修し、水量の調節も含め、機能を回復する手立てを講じることも必要と考え

ますが、ご所見を伺います。 
〇議長（小林始君） 

 当局の答弁を求めます。 

 山下総務部長。 

〇総務部長（山下真弥君） 

 志村直毅議員の一般質問、本市防災対応についてにお答えいたします。 

 最初に、本市の被災状況および避難者等の状況はについてであります。 

 ３月１１日、午後２時４６分ごろに発生しました東北地方太平洋沖地震は、市内でも震度５弱

を記録し、家屋の一部損壊３件、外塀損壊２件、寺社の施設一部損壊２件、墓石・灯篭倒壊２件、

倉庫等の荷崩れ２件の被害となりましたが、幸い人的な被害はありませんでした。 

 また３月１５日、午後１０時３１分ごろ、笛吹市で震度４を記録しました静岡東部を震源と

する地震では、住宅の土壁崩落１件、墓石の倒壊２件の被害がありました。 

 避難についてでありますが、最寄りの公民館へ数時間の自主避難をされた方が１名おりまし
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たが、指定避難所等への避難者はありませんでした。 

 次に本市に避難されている被災者等の数につきましては、平成２３年６月３日現在、１７６名

となっており、内訳としましては福島県１６８名、宮城県６名、東京都が１名、茨城県が１名

となっておりまして、その多くが福島県南相馬市からの避難者であります。 

 また、避難者の方々は宿泊施設受け入れ事業を利用しまして、旅館・ホテルで避難生活を送っ

ている方のほか、縁故者宅に身を寄せている方、市営住宅や民間の空き家等に入居されている

方など生活形態はさまざまでありますが、お話を聞きますと、一様にわが家に戻ることを望ん

でおられます。 

 本市といたしましては、避難者の皆さまの避難生活について、できる限りの支援をいたしま

して、笛吹市での生活が今後の生活復興の礎となられるよう、応援をさせていただきたいと考

えております。 

 次に防災計画を見直し、原子力発電所災害を想定した場合の対応を盛り込む考えはあるかに

ついてであります。 

 原子力発電所の災害としては放射性物質に関わる災害と考えますが、その特徴の１つとしま

しては、広域にわたる災害ということになります。県の防災計画の見直しが行われております

ので、県の防災計画との整合性も考えながら、原子力発電所災害への対応をしていきたいと考

えております。 

 次に、防災計画の具体的な実施のためのマニュアル等の作成状況および内容はについてであ

ります。 

 災害が発生したときの職員の行動については、災害時職員初動体制マニュアルで定めており

ますが、消防署員以外の笛吹市全職員が対策本部ほか災害応急活動に的確に当たるため、２４班

に分かれて活動することになっております。また、より詳細な班行動を記載したマニュアルを

作成して訓練を行うとともに、常に役割を確認しながら、災害時の備えとしております。 

 続きまして、デジタル防災行政無線の整備が進行しているが、衛星電話の導入を検討する考

えはあるかについてであります。 

 現在進めております防災行政無線整備により、市内全域に携帯型無線機５３台、車載型無線

機３５台も同時に整備を行う予定であります。衛星携帯電話は、消防本部および芦川の４地区

に配備してありますが、本庁舎には衛星固定電話回線が２本、設置されております。これらの

装備をもって、災害時の通信手段に対応をしたいと考えております。 

 次に学校、保育所の災害時の対応を定めた指針等の整備をについてであります。 

 このたびの東日本大震災では、大変、大きく長い揺れを体験しました。市内各地区の震度は

石和・一宮・春日居で震度５弱、御坂・八代・境川・芦川では震度４でありました。 

 学校の安全に関する法律、学校保健安全法第２６条では、学校設置者の責務として児童生徒

の安全の確保を図るために管理運営体制の整備充実を図ることが定められ、第２７条では各学

校で安全計画を策定することが定められており、第２９条では危険等発生時の対処要領を各学

校で作成することなどが定められております。さらに、笛吹市地域防災計画の第２１節の応急

教育対策計画では、もっと具体的に「校長は災害の状況に応じ、市教育委員会と連絡の上、臨

時休校等の適切な措置をとる」「校長は災害の状況により、児童生徒を下校させることが危険で

あると認めた場合は校内に保護し、保護者への連絡を行う」などが定められています。 

 これらに基づき各学校では、学校の実情に合った消防計画や地震防災応急計画、危機管理行
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動マニュアル等が整備されており、毎年度、教育委員会に提出されております。 

 今回の地震発生時教育委員会では、直ちに児童生徒の安否確認と安全確保、施設設備の被害

確認等を行うと同時に、学校の防災マニュアル等に則った適切な措置をとるよう市内小中学校

に指示いたしました。電話がつながりにくい中ではありましたが、ＦＡＸや学校ネットワーク

のコンピューターを利用することにより、児童生徒が安全に下校したことが確認できました。 

 今後、国や県の防災計画の見直しに合わせた本市の地域防災計画の変更を踏まえ、学校現場

と相談しながら、対応してまいります。また、保育所におきましても、大規模地震対策特別措

置法に基づく社会福祉施設における地震防災応急計画の作成により、保育所における地震防災

対策などの必要事項を定めました地震防災応急計画、ならびに消防計画を各保育所ごとに作成

済みとなっております。 

 各保育所では、地震防災応急計画に基づきまして、防災対策委員会を定期的に開催し、施設・

設備等の点検や食料・飲料水・医薬品等の備蓄をはじめ、毎月の避難訓練、紙芝居やビデオを

活用しての防災教育、また保護者への緊急通報訓練などを実施し、災害時における入所児童、

職員等の生命の安全、被害の軽減と防止に取り組んでいるところであります。 

 続きまして内水・浸水問題が想定される河川、ならびに地域の洪水被害時の対策強化をにつ

いてであります。 

 昨年度、水防対策のため、市内１３カ所に設置いたしました雨量計による気象情報監視シス

テムを活用して、地域ごとのデータをリアルタイムで確認できることにより、速やかに対応が

できるものと考えております。また広報６月号の配布とともに、改訂しました笛吹市ハザード

マップを各戸に配布しましたので、家庭内や地域における対策の資料としていただきたいと考

えております。 

 現在の状況ですが、大坪浸水対策事業につきましては、平成２１年度に浸水原因および対策

について基本設計を発注し調査したところ、大坪地内を流れる一級河川の鎌田川と普通河川の

大坪尻川の流入先である笛吹川のバックウォーターによる影響で、浸水していることが分かり

ました。その対策として、バックウォーターを遮断するための堤防の整備と地区内水の一時的

な貯水用の調整池とバックウォーターを遮断するフラップゲートおよび、調整池の排水用ポン

プの整備による対策を基本計画とし、現在、詳細設計を実施し、年内を目途に計画をまとめ、

地域のご理解を得た上で用地買収に入り、平成２５年度の完成を目指して、取り組んでまいり

ます。 

 また小河川、用水路等の改修につきましては、各地域からの要望をいただく中、随時整備を

進めていきたいと考えております。 

 なお、ご要望の渋川の排水機の早期更新につきましても、河川管理者と協議して早期実現に

向けて取り組んでいるところであります。 

 次に農業用水路についてですが、降雨時の大雨洪水注意報と併せ、市内に設置してある雨量

計による雨量状況により危険と思われる取水口の各樋門の閉鎖を直ちに行うとともに、地域消

防および土地改良区等との連携を図りながら、対応してまいります。 

 また、本年３月、県事業により完成した平等川逆流防止樋門により平等川からの流入はなく

なるものの内水対策として、富士見地域を流れる宮川等の取水口については、地域の複雑な状

況もあるようですので、ご意見等をいただきながら点検整備を進めてまいりたいと考えており

ます。 
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 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 

 志村直毅君。 

〇２番議員（志村直毅君） 

 ただいま、答弁をいただきました内容で、かなり防災の対応についても充実が図られている

のかなという印象を持ちました。特に防災計画の見直しは、県の見直しにも並行してというこ

とでありますけども、５月８日にいわき市を訪問した際、いわき市の市議会議長から人生観を

変えさせられた、変えざるを得ないというような事態であるというお話も拝聴いたしました。

ぜひ見直しの行程スケジュール等をできるだけ、早めに進めていただきたいということをお願

いしておきます。 
 そしてハザードマップも配布されたわけですけども、市民が避難をする一時避難段階から指

定避難所へ、あるいは洪水時の避難路の想定も含めて、なかなか一時避難も集合地、避難地と

いうような分類もあるようですが、このへんが分かりにくいと。このへん、もう少し十分に理

解を進めていただく対策も併せてお願いしたいわけですが、１点、学校等にディーゼル発電機

等を置いておくことも必要ではないかと思いますが、この点についてはどのようなお考えでしょ

うか。 
〇議長（小林始君） 

 山下総務部長。 

〇総務部長（山下真弥君） 

 学校につきましては、笛吹市内にあります指定避難所３５カ所あるんですが、その多くが学

校になっております。学校につきましては、非常に重要な指定避難場所になりますので、電源

等の確保につきましても総合的に検討する中で、ディーゼル発電の設置が必要であれば、今後、

検討してまいりたいと思います。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 

 志村直毅君。 

〇２番議員（志村直毅君） 

 ２問目の質問に移ります。 
 公共施設の整備、運営の考え方について、お伺いします。 
 本市は合併から７年目に入り、旧町村単位で整備された施設の将来的な活用方針や公共的な

施設等の利用についての議論は、総合計画に掲げた本市の将来像を実現していくために避けて

通ることはできないものであり、市民の理解を得ながら、検討を進めていく必要があると考え

ます。 
 これまでに一般質問でも公共施設白書の作成を提案し、本市も公共施設の利用にかかる検討

を進めているものと理解していますが、公共施設のライフサイクルコストを見極めながら、早

期に方向性を定めていくことを念頭にし、今後の公共施設等の整備運営の考え方について伺い

ます。 
 まず耐震化が完了していない施設の整備や改修等の現状と今後の対応の予定について、お聞

かせください。 
 次に本市の支所等および笛吹市商工会支所の土地、建物等の有効活用により全市的な公共施
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設の整備運営につなげていくことが可能ではないかと考えますが、これについて検討されてい

るか、お尋ねいたします。 
 最後に合併特例債を活用した施設整備について、多機能アリーナの建設事業について、基本

設計の作業が進行していますが、進捗状況を見極めながら、中長期的な視点で活用財源も含め、

今後の対応を検討していく考えがあるか、お伺いいたします。 
〇議長（小林始君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、池田経営政策部長。 

〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 志村直毅議員の一般質問、公共施設の整備、運営の考え方について、お答えいたします。 

 まず、耐震化が完了していない施設の整備や改修等の現状と今後の対応の予定はについてで

すが、市役所庁舎につきましては、安心・安全な建物として適正に維持管理しなければならな

いことはもちろんですが、今回の東日本大震災により、災害発生時の災害対策拠点となる市庁

舎の重要性を痛感いたしました。現在、本庁、境川支所、春日居支所、芦川支所には、昭和５６年

新耐震基準以前の建築部分がありますが、これらは耐震診断が必要な建物です。本庁舎におい

ては、耐震化対象の北側部分で平成２１年度に耐震診断業務を行い、耐震補強で目標耐震指標

が得られる結果報告を受けました。今後、この診断結果を踏まえ、本年度耐震改修のための基

礎調査を終え、９月議会で実施設計の補正予算措置をお願いし、平成２５年度を目標に耐震工

事を完成したいと考えております。春日居・芦川支所においては、耐震診断の結果、耐震補強

が必要との指摘を受けています。 

 今後、これらの耐震化につきましても、支所行政機能と併せて検討を重ねていきたいと思い

ます。 

 一宮福祉センターについても、耐震診断の結果、耐震化の必要のある施設として指摘されて

おりますが、福祉センターとして社会福祉協議会に指定管理委託している施設であることから、

社会福祉協議会が利用を行っている地域活動支援センター作業所や、入居利用しております子

育て支援センターきっずいちのみやとの利用協議のほか、地域の集会施設としての利用状況も

鑑みながら、今年度中に方針を出していきたいと考えております。 

 また学校・保育所施設については御坂北保育所、一宮中学校校舎、旧芦川中学校校舎および

芦川小学校屋内運動場の耐震化が完了しておりません。今後の対応については、御坂北保育所

と一宮中学校校舎は今年度の工事実施、旧芦川中学校校舎は解体を予定しており、芦川小学校

屋内運動場は、県が実施する裏山の工事との兼ね合いで実施時期を検討中であります。 

 次に本市の支所等および笛吹市商工会支所の土地、建物の有効活用の検討はについてですが、

合併後、各支所において行政機能の再編・統合により利用しなくなった事務スペースが増えま

した。空きスペースについては、笛吹市公有財産管理規則に基づき使用内容を検討し、賃貸契

約を結び貸し付けしています。 

 現在、一宮支所１階を笛吹シルバー人材センター、３階を笛吹きらめきテレビ、八代支所を

社会福祉協議会、境川支所を甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合で使用しています。 

 今後も空きスペースが発生した場合は、申請者の使用目的を検討し、貸し付けを進めていき

たいと考えております。また、笛吹市商工会には市有地の石和町市部、御坂町栗合、八代町南

の３カ所を事務所敷地および駐車場として、平成２７年３月まで貸し付けを行っています。 
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 次に合併特例債を活用した施設整備について、お答えをいたします。 

 本市建設計画、その後、策定した総合計画に基づき、本市の将来構想の実現に向けて、将来

的な財政の健全化に留意しつつ、施設整備事業を進めているところです。しかし、３月１１日

に発生いたしました東日本大震災と、その後の福島第１原発における放射性物質の飛散問題は、

これまでに培ったわが国の経済を根底から覆す事態であるといわざるを得ません。こうした中

で、国における交付金等の財源については、まず復興のための貴重な財源となることも考えら

れることから、今後の国の対応を注視しているところであります。 

 また被災地の復興により、建築資材等の不足による事業の遅延が予想されるため、合併特例

期間中の各自治体においては、合併特例債発行の期間延長を、市長会を通じて国に強く要請し

ているところであります。 

 今後、国の動向や経済状況等の変化など見極めつつ、場合によっては建設年度の見直しも含

め慎重な対応を図ってまいります。また、仮に特例期間終了後においても事業未完了の場合、

公共施設整備基金等の取り崩しも含め、財源の確保に努めてまいります。 

 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） 

 公共施設の関係については、本当にいろいろな考え方があるわけですけども、特に最後の部

分は、建設は一大事業でありますので、しっかりといいものを高品質でニーズを充足するよう

なものをというのが市民の皆さまの思いでもあり、震災を受け、防災や耐震、より迅速な対策・

対応を求められていると同時に、拙速にならないように対応の検討をお願いしたいと思います。 
 また、本庁の耐震化もございますので、一宮福祉センターについても十分、検討していただ

いて、いい方向性が出していけるようにというふうに願っております。 
 合併特例債を活用して、そのほかの事業も進めているわけですけども、石和中給食センター

の整備を教室棟の新築とともに、４階、５階程度の高層で特別教室なども含めた更新も検討し

てはどうかと。平成２４年から２６年の３カ年で、着工までに十分、時間は取れるのではない

かとも思いますが、この点についての見解を教育委員会のほうでお願いしたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 仲澤教育部長。 

〇教育部長（仲澤和朗君） 

 石和中学校の耐震化につきましては、前回の議会でも答弁させていただきましたように、今

年度、調査費がおりまして、給食棟も含めまして検討を進めております。これから給食棟、そ

れから北校舎棟を併せて改修、また改築につきまして、検討していきたいと思っています。 
 以上でございます。 

〇議長（小林始君） 

 志村直毅君。 

〇２番議員（志村直毅君） 

 同じことを、もしお聞きできれば、市長にもご答弁いただきたいわけですけども、いかがで

しょうか。石和中学校の問題。 
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〇議長（小林始君） 

 荻野市長。 

〇市長（荻野正直君） 

 石和中学校の給食棟の改築につきましては、もうこれは、あれだけ老朽化し、なおかつウエッ

ト方式というようなことで、ずいぶん前から課題になっていることですから、これは早急にや

らなければならないというような形で、準備を進めております。 
 なおかつ、今の普通教室でありますけども、全国でもまれのバッテリー校舎という方式が取

り入れてありまして、非常に授業がやりにくいというようなことを前から、私がＰＴＡの役員

をしていることから言われている話でありまして、ただし、途中で耐震化をすべて済ませてあ

りますから、それが何年経ってどうかということも今、調査中でありまして、国にも働きかけ

て、国の補助金もたっぷりいただきながら、この事業ができればいいなという形で、今年、調

査をさせていただいております。 
〇議長（小林始君） 

 志村直毅君。 

〇２番議員（志村直毅君） 

 ぜひ、全市的な視点で、公共施設の整備も進めていっていただきますように求めまして、一

般質問を終わりといたします。 
〇議長（小林始君） 

 以上で、志村直毅君の一般質問を終了いたします。 
 関連質問を許します。 
 網倉正治君。 

〇１番議員（網倉正治君） 
 亀山議員、また志村議員も質問がございました本市の防災計画の見直しについて、ちょっと

伺いたいんですけども、先ほどの答弁の中でも触れられておりましたが、いずれも大震災前に

作成された震度５、あるいは６弱の想定の中のマニュアルで実施されたと、私は感じておると

ころでございます。 
 そこで、今、一般的には全国、震度７以上の想定でさまざまな防災に対応する計画を見直し

ているんではないかと感じております。特に避難所として重要視されている学校施設での緊急

避難者や子どもたちの対応が今回の東日本大震災においても大変、問題になりました。 
 そこで市でも各学校や公共施設に、先ほども言ったように震度を上げた防災計画見直しを取

り組んだ新たな対応マニュアルをつくり、検討をする必要があると思っておりますが、このへ

んを１つ、お聞きしたいと思います。 
 そして、もう１つは、今年も東海地震を想定しての防災訓練を実施すると思いますが、先ほ

ど、総務部長が東日本大震災で学ぶことが多かったと、そうおっしゃっておりましたが、そこ

で本市での、今年の防災訓練で例年どおりでなく、新たな見直しを含めての防災訓練を実行す

る事案があったら、お伺いをいたします。 
〇議長（小林始君） 

 山下総務部長。 

〇総務部長（山下真弥君） 

 お答えします。 
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 ご指摘のとおり、現在の防災計画につきましては震度６弱以上ということで、想定をした計

画となっております。これにつきましては、県の防災計画に基づきまして、想定をされており

ますので、今後、県がどのような形で想定をするのか、そのへんも見極めながら、必要な想定

に基づく対応を考えていきたいと思います。 
 ２点目、訓練でございますけども、今年の防災訓練につきましては、ご指摘のとおり大震災

のあとということでございます。市民の皆さんもいろいろな意味で、注目をしている訓練かな

と思います。そういう意味では、非常に中身の濃い訓練ができる状況でございますので、その

へんも検討しながら、新たにどのような訓練ができるのか、早急に詰めて提案をしていきたい

と思います。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 網倉正治君。 

〇１番議員（網倉正治君） 
 今、総務部長が先ほどの志村議員の答弁にもありましたけども、何かというと県でとかとい

う、県で指示がなければできないという、そういうものではなくて、私はあくまで市としての

対応のできる部分もあるけども、そのへんをちょっと深く聞きたいと、そういうことですが、

あったらお願いします。 
〇議長（小林始君） 

 山下総務部長。 

〇総務部長（山下真弥君） 

 私が申し上げたのは、県の指示待ちということではなくて、県の防災計画というのは、当然、

専門家が入り、さまざまな観点から研究をし、想定を出すものだというふうに思います。です

から、それを参考にしながら、私たちの計画はどんな計画が必要なのかというところで、見直

しを行ってまいりたいというふうに思います。 
 以上です。 

〇１番議員（網倉正治君） 
 分かりました。ありがとうございました。 

〇議長（小林始君） 
 関連質問を続けます。 
 龍澤敦君。 

〇１２番議員（龍澤敦君） 
 ただいまの志村議員の浸水問題でございますけども、大坪の浸水問題を１点、お聞きしたい

と思います。 
 先ほどの内容ですと、バックウォーターが来たら、それを遮断して、その後、ため池をつくっ

て、そこへ溜まった水を鎌田川へ流すというお話ですけども、私ども素人考えでも、当然バッ

クウォーターになるときには、鎌田川もいっぱいになって水が流れてくるという中で、それを

遮断して、ため池へ溜まった水をまたポンプアップして鎌田川へ流すという、ちょっと解せな

いような感じがするわけですけども、私どもとすれば、笛吹川のほうへ流していただきたい。

その点をちょっと、お伺いをしたいと思います。 
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〇議長（小林始君） 
 佐藤建設部長。 

〇建設部長（佐藤貞雄君） 
 ただいまの龍澤議員のご質問でありますけども、当然、今言ったような心配等もあるわけで

ございますけども、特に道路付きの盛り土等を行って、さらに約１万９千トンの確保できる調

整池等も検討して進めております。特に今回の境川の大坪の浸水対策の基準となるものにつき

ましては、過去の降雨量の実績等がありますので、そういったものをもとにした中で、１時間

の降雨量等を想定した中で、今現在、詳細設計を進めているところであります。 
 こういった中で、当然、ポンプ等の設置も考えておりまして、２４時間以内にすべての排水

が可能になるような、そういった詳細設計で、今現在、詰めているところであります。 
 なお、今、龍澤議員のおっしゃるとおり、その笛吹川への排水ということも十分、検討する

中で、今後、詳細設計を詰めてまいりたいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 龍澤敦君。 

〇１２番議員（龍澤敦君） 
 ありがとうございました。 
 この問題は境川としますと、明治の時代からの問題でございまして、ここへ来て、いよいよ

市のほうで腰をあげていただいたと。また、何度か建設省のほうへも陳情に行ったわけですけ

ども、なかなか、この問題は解決しなかったと、こういう経緯があるわけでございまして、こ

の問題がいよいよ解決ができるかなと思っています。どうか、これで駄目だったから、次の策

をまたということではなくて、十分検討をしていただいて、ここで一気に解決をしていただけ

るよう、よろしくお願いをしたいと思います。ありがとうございました。 
〇議長（小林始君） 

 佐藤建設部長。 
〇建設部長（佐藤貞雄君） 

 今現在も十分そういったことを、地元の皆さんの今までの過去の経緯等も踏まえた中で、詳

細設計を組ませていただいているところであります。それ以上に今、申されたとおり、またそ

れらも十分、考慮した中で、今後、早急に浸水対策、工事、着工、実現、完成という、そういっ

た流れの中で取り組んでまいりたいと思います。ぜひまた、地元の皆さんの絶大なるご理解と

ご協力をいただければ、ありがたく思います。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 龍澤敦君。 

〇１２番議員（龍澤敦君） 
 ありがとうございます。ぜひ、よろしくお願いをしたいと思います。 

〇議長（小林始君） 
 関連質問は、ほかにありますか。 
 （ な し ） 
 関連質問を終わります。 
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 一般質問を続けます。 
 １６番議員、大久保俊雄君。 

〇１６番議員（大久保俊雄君） 

 笛政クラブ、大久保俊雄でございます。 

 東日本大震災の被災者の一刻も早い復興と亡くなられた方々のご冥福をお祈りし、質問いた

します。 

 大震災後、私どもに何を求められるか、大切にしたいのは歴史から学ぶ姿勢であります。リー

マンショックのような人災や今回の天災に遭遇した今、自治体も企業もそのあり方、どこへ向

かうのかを徹底して見つめ直そうという機運が盛り上がっております。こういうときこそ、対

症療法のみ陥ることのないよう本質を見据え、視野を広く取るべきでありましょう。 

 わが笛吹市も東日本大震災の余震が、観光立市ふえふきの足元をいまだに揺るがしており、

不要不急といわれるレジャー、旅行、外食、衣料品等での消費は極めて深刻であります。私も

市内中小企業、個人商店、約１００社の聞き取り調査をしましても、震災後９０％強が売り上

げ減、その減少幅は平均３０％弱に及び、一方、石和温泉宿泊客も震災後、３月は９０％減、

４月は５割減、ゴールデンウィークは２、３日持ち直したものの、それ以降は３割減と、自己

努力をはるかに超えた危機的状況が続き、より一層、資金調達や雇用確保が困難になり、将来

不安と事業継承不安とで夜も眠れぬ状況が続いているばかりでなく、今後さらに多くの職種や

市民生活全般への悪影響も予想されるところであります。 

 笛吹市でも先般の臨時議会を得て、被災者の宿泊受け入れ事業や市内事業者の災害対策資金

貸付事業等、速やかに策定をいただいているところでありますが、さらなる救済枠の拡大、よ

り一層の支援が望まれます。加えて本格的な観光シーズンの到来、日本一の果実の収穫期を控

え、各種イベントや学校行事の自粛は地域活力の衰退や地域経済へ多大な負の影響をもたらす

ことから、自粛を見直し、その趣旨を徹底させ、また県内外に向けて、各種イベントをＰＲし、

「がんばろう日本」「がんばれ笛吹」を元気に発信する必要性を痛感するものであります。 
 そこで伺いますが、果実と温泉を融合させた今後の観光イベント、とりわけ今年は石和温泉

湧出５０周年の記念すべき年、震災前の盛り上がった機運を取り戻し、官民あげて、この不況

を乗り越えるためにも、今後のイベント、祭り等の開催方針および脱自粛の具体策、さらなる

救済策についてお聞かせください。 
 一方、政府は夏の電力不足解消のため、７月から大口需要家にはピーク時の電力使用料を

１５％削減する電力使用制限例が発表されました。企業家庭の節電目標値も一律１５％とされ、

計画停電は回避されそうですが、国民総意での省エネ、節電対策が必要になりましょう。大口

需要家である市もどのような対策をお考えか。また市民への働きかけの具体策と節電支援策に

ついて、伺います。 
 続きまして、放射性物質、ヨウ素、プルトニウム、セシウム等、農産物、水、土壌等で、あ

る地域では基準を超えたとの報道がありました。放射性物質の問題は消費者が意識する部分で

あり、あえて触れないほうが安心との見方がありますが、市民生活や地域産業への不安が増幅

する中で、市としてその点、どのように軽減していくか、お聞かせください。 
 さらに被災し、笛吹市に避難されている方々に対し、支援センター、ＮＰＯ団体、市民ボラ

ンティアの皆さまには連日ご尽力いただいており、厚く感謝を申し上げる一方で、今後、官民

をあげた取り組みおよび支援策についてお伺いし、１問目の質問といたします。 
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〇議長（小林始君） 

 当局の答弁を求めます。 

 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。 

 最初に脱自粛の具体策はについてですが、３月１１日に発生しました東日本大震災後は、日

本の悲しみは全土的に広がり、各自治体をはじめ多くの機関・団体等で計画しておりましたお

祭り等のイベントは、全国的に自粛が行われてまいりました。笛吹市も当時の状況や世論を勘

案し、関係者と協議を行いながら、笛吹市桃の花まつりの自粛を行ったところであります。 

 しかしながら、長期的な事業自粛は市内においても経済の悪化という大きな影を落とし、地

域経済ならびに観光産業に多大な影響をもたらしております。このため市では、特別融資制度

を制定し、商工業事業の円滑な経営と安定を図ることを目的に、事業資金の融資事業を始めて

おります。 

 また５月からは、積極的経済活動の推進と観光ＰＲ活動を実施することを柱に、関係諸団体

に周知するとともに、県内外に対し積極的な観光宣伝活動やプレス発表を行い、活気あふれる

夏祭りの開催を決定し、すでにその準備に入っているところでもございます。また、秋以降に

つきましては、例年の取り組みに加え、新たなイベント等、多くの観光客の誘客につながる事

業実施の検討に入っているところであります。 

 次に夏の電力不足が懸念される中、官民での節電対策および支援策の具体的取り組みはにつ

いてですが、東日本大震災に伴い、東京電力の発電所も被災し、一時計画停電が行われました。

現在では電力使用者の節電努力や気温の上昇により、電力需給のバランスが取れ、計画停電の

実施が見送られていますが、政府は今夏の電力需要期に向かい、東京電力管内の目標需要抑制

率を１５％とし、国民、産業界が一丸となり節電の取り組みを進めております。 

 これを受けまして、市役所では市民、事業所に節電をお願いするため、５月に電力使用量を

昨年同月比１５％減の目標を立て、率先して取り組んでいるところでございます。 

 市施設における具体的取り組み内容としては、施設内照明の取り外しや間引点灯、空調機器

の２８度での室温設定、緑のカーテン設置、ＯＡ機器の利用制限、５月から１０月にかけての

クールビズ実施、道路照明の消灯、社会教育・体育施設の利用時間短縮などを行っております。 

 広報等により市民の皆さまに節電の協力をお願いするとともに、公共施設等のご利用につき

ましては一定のご不便をおかけいたしますが、ご理解をお願いいたします。 

 続きまして、放射性セシウムによる農産物等への不安、市民生活・地域産業への不安を軽減・

払拭する具体策についてですが、福島原発で起きた放射性物質による汚染の影響ですが、近隣

の神奈川県のお茶から放射性物質が検出され出荷停止となるなど、本県の果物にも影響が心配

されているところであります。 

 県におきましても国の要請でお茶の検査を行いましたが、基準値を大きく下回る結果でござ

いました。また、県では大気や水についても定期的に検査を行っておりますが、特に心配され

るような測定値ではなく、桃やブドウなどの果物について影響はないとの判断をしております。 

 これから桃やブドウの本格的な出荷時期となりますが、節電などの影響や風評被害が懸念さ

れます。県やＪＡと連携を図りながら、風評被害を防ぐため本市の果物は安心・安全であると

いうＰＲをさらに行い、例年どおりの出荷・販売ができるよう迅速な対応をしていきたいと考
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えております。 

 今後、本市においても放射線測定器を購入し、学校・保育所等における大気中の放射線量を

継続的に測定することにより、市民生活への不安を払拭していきたいと考えております。 

 次に、被災し笛吹市に避難されている方々への官民をあげた今後の取り組み、支援策はにつ

いてですが、本市に避難されている被災者等の数につきましては、平成２３年６月３日現在、

１７６名でありますが、その多くが福島県からの避難者であります。また避難者の方々は、宿

泊施設を利用している方のほか、市営住宅や民間の空き家等に入居されている方など、生活形

態はさまざまでありますが、一様にわが家に戻ることを望んでいるようであります。 

 本市といたしましては市営住宅の提供、水道料の減免のほか、支援対策本部を設置しての支

援体制づくりに取り組み、市社会福祉協議会、市民ボランティアの皆さまと協働して救援物資

支援センターを設置するなどの支援を行ってまいりました。加えて、今議会におきまして生活

支援事業についての補正予算をお願いし、避難者の皆さまの避難生活について支援をしていく

考えであります。 

 そうしたことによりまして、笛吹市での生活が、今後の生活復興の礎となられるよう応援さ

せていただきたいと考えております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 大久保俊雄君。 

〇１６番議員（大久保俊雄君） 

 ただいまの各種イベントも、これから自粛せずに今までどおり、していただけるということ

で、まず一安心するわけですけども、その中で実施形態、例えばすずらん祭りですと、すずら

ん祭り実行委員会というのがありまして、各観光協会、地域の観光連盟、例えばすずらん祭り

なんかも、私とすれば、やはり例年以上に遊歩道も整備しましたり、テントなんかを設ける中

でやってほしかったんですが、５月以前の実行委員会の決定で自粛ということになったわけで

すけども、これからも各実行委員会に任せますと、ともすれば人手がないからとか、そういっ

た部分で自粛という可能性もあるわけです。大文字焼きとか夏祭りも。そこらへん、自粛、市

の判断と違った場合にはどのように指導されるのか。せっかく市長が、元気を出してお客さん

来ていただくという部分がありますので、そこらへんの判断を今後、どう調整されるのかとい

うのが１点と、夏のイベント等、これからも春の川中島合戦等で使わなかった予算というのが

あるわけですが、当然、その流用とかではなくて、またその部分をさらに５０周年ですとか、

農産物のＰＲにしていただきたいという中で、春に残ったその予算を今後、どのようにプラス

アルファで利用されるのかというのが１点。 
 もう１点。各種イベントなんかもいろいろ、露天商とか、物を売るのもいいんですが、やは

り地域の商工業者、また農産物の生産者と連携して、積極的にそういったブースを設けていた

だく必要があるのかなという部分がありますけども、そこらへん１点と、あと節電に関しまし

て、当然、地方自治体の削減目標はゼロということですけども、逆にノー残業デイだとか、総

合的にリンクさせて、人件費削減に結びつける方策はないのかなというのがもう１点と、あと

被災者の金銭的な物品の支援もいいんですが、やはり労働を提供する、そういった部分の簡単

な労働からあるわけですけども、そこらへんはいかがでしょうか。その点をお答えいただきた

いんですけども。 
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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） 

 まず１点目のすずらん祭りでございますが、先だってのすずらん祭り、たくさんのお客さま

にお見えにいただいたわけなんですが、例年、用意してありますすずらんの祭り会場でのテン

トといいますか、ちょっと休憩ができる店については、先ほど申されたとおり、実行委員会で

の取り決めということで、今年度については店の出店が取り止められました。笛吹では５月１日

をもって、夏祭り以降、イベントについても祭り等の自粛については取り止め、例年どおり、

また例年以上の活気を持った中で進めていくという、こういったところが認識されておりまし

たが、その旨も伝えてはございましたが、実行委員会とするとということで、今回の経緯に至っ

たところです。 
 今後になりますが、それぞれのイベント等については実行委員会で最終的な決定をみており

ますが、実行委員会に向けても、市の基本的な考え方、これ等々を説明する中で、ぜひ市の考

えに沿った方向で進めてもらえるよう努力してまいりたいと、このように思っております。 
 それから春祭り等々が自粛により取り止めたということで、この予算関係になりますが、夏

祭り以降への予算の配分ということになりますが、基本的には笛吹市では使い切り予算を取り

止めております。必要でないものについては当然ながらもとの財源に返し、必要なものについ

ては、その部分については当然ながら予算要求をするという、これが基本的な考えであります。 
 ただ１つの観光イベント、祭り等のイベントということになりますので、そのへんの内容は

検討する中で、有効な使い方の中で予算については執行していきたい、こんなふうに考えてお

ります。 
 それから、その次がイベント等の地域の商店、あるいは商工業者を使った中でのブースの設

置ですが、通常ですと、一番大きい夏のイベントは花火大会であります。この部分についても

露天商の方が延々と長く、例年どおりの格好になりますが、今年度について、特に震災に伴う

地域経済の悪化、これも１つの理由になろうかと思いますが、商工会を通して、商工会でのブー

スづくり、これについて、今、協議を進めております。そんなことで、地元の地域の商工業の

方についても、そういったブースについて、ご要望があれば、そういったものについても積極

的な取り組みを進めてまいりたいと思っております。 
 それからノー残業デイについては、ちょっと別の部署からお願いしたいと思いますが、それ

から、もう１つは労働力の提供になります。避難されている方については、災害対策本部から

就労についてのアンケート調査を全員行っております。当然ながら、地元に帰りたいというも

のが本質にございます。そういった中で数は少ないわけですが、労働力についての提供を求め

る方も当然おります。私どものほうで、その旨を地元の企業、事業者に打診する中で、それぞ

れ労働力の受給をお願いする事業所もすでに出ておりますが、残念なことにそこに行くまでの

車ですとか、そういったものが若干、ネックになっているような気配がみえます。特に今から

農協等の共撰所等についても快いＪＡからの返事をもらう中で打診はしておりますが、実際、

そこまでの行動に至っているという報告は受けておりませんが、就労については適切な場所の

提供をする中で、被災者の方に意向に沿った対応を考えていきたいと考えております。 
 以上になります。 
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〇議長（小林始君） 
 ４点目を、山下総務部長。 

〇総務部長（山下真弥君） 

 それでは、ご質問にお答えします。 
 節電を人件費の削減に結び付けられないかというご質問ですが、まず笛吹市の今回の取り組

みにつきましては１５％を削減目標としまして、毎月、集計をしながら、この夏、どう乗り切

れるかということで、部局長会議等で検討しながら取り組んでおります。 
 ４月時の節電の結果ですが、前年度比、同時期で７９．７％という結果が出ております。マ

イナスの２０％以上ということになります。これは計画停電が入っておりますので、今後さら

に取り組みが必要かなと考えておりますけども、毎月の検証の中でノー残業デイの取り組みが

もっと必要なのかと。今、週１回、木曜日に実施をしておりまして、実施率８０％前後、いい

ときには９０％を超えるような取り組みを行っておりますけども、場合によっては週２日にす

る必要があるのかということも含めて、検討をしてまいりたいというふうに考えております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 大久保俊雄君。 

〇１６番議員（大久保俊雄君） 

 あと売り上げ減に対する、さらなる支援策ということで、緊急貸付枠の拡大ですとか、例え

ば県と協議する中で、時限的な温泉下水の減免とか、そういった要望も出ている中で、今後、

市としてさらに一歩進んだ救済策をお考えなのかということと、あとＰＲ方法で、例えばポス

ターなんかもキャッチコピーといいまして、１０文字、１５文字で行きたくなる、買いたくな

るということで、例えば夏以降も花火なんかも「天まで届け 追悼レクイエム」とか、そういっ

たものを付ける中で、今までと違ったＰＲの仕方というものについて、お伺いしたいんですけ

ども。 
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） 

 １点目の経済対策になろうかと思います。３月の臨時議会でご議決いただきました笛吹市の

商工振興災害対策資金貸付事業になりますが、これ等については、今議会においても補正予算

で計上する予定ですが、３月の臨時会におきまして、１５億円の融資枠ということで、今現在

になりますが、５月２７日現在になりますが、受付件数がすでに１１５件ということで、日々、

受付についても増えております。 
 それから金融機関での協議済み件数がうち８６件ということで、すでに申し込み金額になり

ますが、６億２千万円をこの時点で超えているということで、それから手持ちの部分を入れま

すと、当然ながら融資枠の１０億円ということで、これについては、その災害により営業的に

前年、あるいは同月期、これが２０％以上の減少ということでの融資制度になりますが、これ

が非常に多いということについては、もとの企業がある程度の悪影響を受けたとなりますと、

ここに付随する他の小売業者までが同じ流れになるという、こういうことで非常に件数的なも

のが増えております。 
 ただ、この中には当然ながら公共資金の貸し付けということになりますので、一定のルール、
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お約束があって、これに該当する方ということになります。そういったことで、この制度につ

いての、今の状況からいいますと、各個人の小売業をはじめ、それから旅館、ホテル業、それ

から運送業、それから印刷業、それから飲食店等々についても、多くの方がこの制度をご利用

なさっているということで、その部分については一定の対策・対応は図られていると、こうい

う見解でおります。 
 もう１点については、すみません、ちょっと聞き逃したものですから。申し訳ございません。

１点のみ、先に答弁いたします。 
〇議長（小林始君） 

 大久保俊雄君。 

〇１６番議員（大久保俊雄君） 

 温泉下水の一時減免とか、さらにまた、そういった部分の一歩踏み出したいろいろな要望が

出ている中での支援策をお願いします。 
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） 

 それぞれ減免、税等についての減免になりますと、ちょっと関係部署が別になりますが、そ

の部分については、私どものほうで明確な答弁ができないわけですが、いずれにせよ未曾有の

大震災ということがありますので、また担当の部署での協議になろうかと思います。 
 以上になります。 

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） 

 すみません、もう１点。 
 もう１点が新たなキャッチコピーなんですが、今現在、国をあげての「がんばろう日本」と

いうことで、観光についても同じキャッチフレーズを使っております。私どもについても、石

和温泉については湧出５０周年ということがありますが、やはり土台にあります「がんばろう

日本」「がんばろう笛吹」ということで、キャッチコピーについては、これを使った中で大々

的にイベントセールスは展開していきたいと考えております。 
 以上になります。 

〇議長（小林始君） 
 大久保俊雄君。 

〇１６番議員（大久保俊雄君） 

 また、ぜひ頑張っていただきたいということで、続きまして２問目の質問に移らせていただ

きます。 
 ＣＡＴＶによる市内一元化された行政放送の実現について、伺います。 
 簡単に行政放送の取り組み経緯を振り返りますと、合併翌年の平成１７年、行政事業の一元

化と地デジへの移行を目標として、笛吹きらめきテレビが設立されました。旧一宮・御坂有線

テレビの営業譲渡により、一宮、御坂および芦川に配信され、日本ネットワークサービス Ｎ

ＮＳはその他地域１万６千世帯に送信されています。その後、きらめきテレビが指定管理者と

なり、きらめきテレビで行政情報番組をつくり、ＮＮＳと相互乗り入れにより市内ケーブルテ
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レビ全加入世帯に放送する予定で、平成２０年までに協議を済ませる予定でありました。 
 ところがＮＮＳの経営方針の転換、デジタル化に伴う技術的な問題、使えるチャンネル数の

減少と１千万円以上の余分の投資をしても、デジタル化後は一部しか使えない点。クリアする

には１台２万５千円するセットトップボックスを計１万６千世帯、総額４億円を市で負担すべ

しとの提案のあと、この問題は棚上げになっており、平成２０年９月の全員協議会でも副市長

の締めのあいさつで、この問題は市民が共通の情報を得るための情報提供をどうするかという

大きな問題が根幹にある。電波管理著作権、公序良俗の問題など法的な規制があるようで、市

としては無知な部分もあり、きらめきテレビに頼った中で遅れた部分もあり、お詫びしなけれ

ばならない。今後はきらめきテレビのＮＮＳとの交渉に付帯して、市民すべてが情報を共有で

きるシステムを構築し、継続されるこの問題につき、情報を折あるごとに提供すると発言され

ておりますが、その後はご覧の状況です。 
 合併後７年を迎え、暮らしやすさ向上のため、行政課題は山積みしております。市長の言わ

れるところのより多くの手段で市民への情報発信、情報開示の重要性は行政、議会ともに求め

られるところであります。ＣＡＴＶにより一元化された行政放送の実現に向けて、本計画を今

後実施する予定があるのかも含め、遅々として進まない原因。きらめきテレビとＮＮＳ相互乗

り入れにかかる問題点。両者の業務提携が前提となる中で、棚上げされた現状において民法上

の債務不履行等、法的欠缺は生じていないか。今後の考えおよびＣＡＴＶ以外での積極的な情

報発信の具体策について、お聞かせください。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、池田経営政策部長。 

〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 大久保俊雄議員の一般質問にお答えいたします。 

 はじめにＣＡＴＶによる行政放送実現、きらめきＴＶとＮＮＳ相互乗り入れにかかる問題点

はについてですが、現在、笛吹きらめきテレビが一宮町、御坂町と芦川町に再送信しており、

日本ネットワークサービス ＮＮＳがその他の地域に再送信しております。 

 また、きらめきテレビおよびＮＮＳの双方とも自主制作番組を放送しておりますが、笛吹市

の行政情報につきましては、指定管理者であるきらめきテレビのみで放送しているところであ

ります。 

 これまで、双方の自主制作番組の相互乗り入れについては、行政放送の全市への展開の観点

から、平成１９年度から平成２０年度にかけて、市全域への行政放送の実現に向けての検討と

協議を重ねてまいりましたが、地上デジタル化への移行に伴う機械器具整備の問題およびＮＮ

Ｓときらめきテレビとの相互乗り入れの考えの違いから、進んでいない状況であります。 

 次に両者の業務提携が前提となっており、棚上げの現状において債務不履行等、法的な問題

は生じないのかについてですが、この件につきましては、行政がどこまで介入できるのか難し

い問題であると捉えております。事実、ＮＮＳときらめきテレビの間で具体的に協定書の取り

交わしがなされていないということでありますから、債務不履行等を含め法的な問題が発生す

るかどうかは難しいものと考えています。 

 次に、行政放送の一元化に向けた本市の考えおよびＣＡＴＶ以外での積極的な情報発信の具
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体策はについてですが、行政放送の一元化につきましては、きらめきテレビの指定管理が平成

２４年３月までとなっており、ＣＡＴＶを通じた広報や行政放送についての検討が課題となっ

ておりますので、さらに調査・研究を進めてまいります。 

 次にＣＡＴＶ以外の情報発信手段でありますが、市のホームページの充実を図り、インター

ネットによるストリーミング配信により対応してまいりたいと考えております。 

 今後も検討を進める中で問題を整理し、最終的には住民サービスの向上と費用対効果を検討

する中で方向づけをしていきたいと考えております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 大久保俊雄君。 

〇１６番議員（大久保俊雄君） 

 今、その協定書自体がないから違法性がない、問題性がない、それ以前に協定書自体がなかっ

たのは、市の指導の不足ではないかという部分があるわけですけども、いずれにしても今後、

ぜひ、今、高齢者が３人に１人使っている、３３％が見ているのか、３３％しか見ていないの

か、これは判断が分かれると思うわけですけども、南アルプスとか、例えばＮＮＳの枠を買っ

ている中で、早急な導入、例えば広報誌の予算を少し減らす、議会だより等も減らす中で、そ

ういった部分の買い取りという方策も考えられるわけですけども、今後の具体的なスケジュー

ルと今後の費用対効果、具体的なスケジュールがあれば、ぜひお伺いしたいんですけども、再

度お話を伺いたいと思います。 
 以上です。 

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） 

 ただいま他地域、他市の状況でＮＮＳエリアの各自治体につきましては、時間貸しというよ

うな枠の買い取りによりまして、それぞれの行政放送を流している自治体もございます。ただ

し、私ども、そのへんにも突っ込みまして、どのくらい費用が発生するのかということも検討

しておりますけども、少なくとも数千万円かかると。毎年。という状況でありますので、その

へんも含めて、これからも検討を進めていきたいと考えております。 
 スケジュール的には先ほど答弁いたしましたように、きらめきテレビの指定管理が今年度末

をもって終わります。その中でその後のＣＡＴＶのあり方、いわゆるＣＡＴＶを通した行政情

報の発信のあり方等をさらに研究をしてまいりたいと考えております。よろしくお願いします。 
〇議長（小林始君） 

 よろしいですか。 
 （「結構です。ありがとうございました。」の声） 
 以上で、大久保俊雄君の一般質問を終了いたします。 
 関連質問を許します。 
 前島敏彦君。 

〇２３番議員（前島敏彦君） 
 大久保議員の先ほどの質問の中で、観光に対する部長の答弁の中で、今年度は電気のほうも

節電を１５％ぐらいするというようなことでございますけども、夏の風物詩と申しましょうか、
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笈形焼きですとか、大文字焼きなども電気を使うという中でありまして、このへんをどういう

形の中でやるのか。また、あと１点、皆さんご存じのように、笛吹川を使いまして、夏の花火

大会、８月２１日だと思うんですけども、これはどっちかと言いましたら、私自身は地元還元

型の花火大会なのかなというような感じもするわけなんです。本来であれば、観光でやるであ

れば１週間だとか、やっぱりそういう中でやっていただいたほうが観光にはずいぶん有利では

ないかなという感がするわけですけども、このへんの問題等なんかも、できましたら部長のほ

うで答弁をお願いできればと思います。 
〇議長（小林始君） 

 豊角産業観光部長。 

〇産業観光部長（豊角英人君） 

 夏のイベントになりますと、節電を考える中で、これから例年どおり計画されております春

日居の笈形焼き、それから一宮の大文字焼き等々についてになりますが、特に笈形焼きについ

えは完全に電気ということになります。今まではお盆の期間中、それぞれ大文字焼き、笈形と

協力する中でやっていたわけなんですが、笈形は春のイベントですので、この部分については

例年どおり行うということ。それから大文字についても、お盆の入りから電気での大文字の点

灯、それから送り火の１６日にはたいまつで直に火を燃すという方法なんですが、今年度につ

いてはやはり実行委員会の決定をみてになりますが、基本的には１６日の本番のたいまつでの

火付け等のみになるということをちょっと伺っておりますが、まだ正式に聞いているわけでは

ありませんが、そんなことも節電の影響がちょっと懸念される材料にもなっております。 
 それから、もう１点の花火大会になりますが、これは夏の風物詩、笛吹が大々的に行う花火

大会になります。今までがやはり１日のみということで、地元還元ということもたしかにあろ

うかと思いますが、市外はじめ県外からもたくさんのお客さまが見えられております。これを

観光と位置づける中で、ある程度の一定の期間、長い期間を花火大会の期間にするということ

も、当然ながら意見としてはすでに出ておりますが、また、これについてもそれぞれの関係機

関と協議をする中で、最終的な方向づけについては、今年度はちょっと時間的に無理があろう

かと思いますが、今後の課題として協議してまいりたいと、こんなふうに考えております。 
 以上になります。 

〇議長（小林始君） 
 関連質問を続けます。 
 志村直毅君。 

〇２番議員（志村直毅君） 
 大久保議員の一般質問に対して関連質問を、１問目について２点、２問目について１点させ

ていただきます。 
 まず１点目ですけども、観光関係で本年、石和温泉湧出５０周年ということでありますけど

も、同時に当時の石和駅に特急あずさが停車して３０周年という記念の年でもあります。これ

は秋ですので、また、こんなことも念頭に入れながら、今後のイベント等にも活用していくこ

とをぜひ検討していきたいと。 
 それから２点目として、中小企業、商工自営業への資金貸付、利子補給の増強、強化がされ

たわけですけども、本市の主幹産業でもあります農業についても、これは特に施設関係を中心

に価格の低迷、経費増で苦境に立たされている状況でもあります。ぜひ、この点についても念
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頭において支援策を検討していただきたいと。１問目については、この２点をお伺いします。 
 ２問目についての関連質問として、情報発信等についてですけども、防災上も今般の東日本

大震災でラジオの重要性が再認識されました。ラジオを送ろうというような取り組みも市内の

グループを中心にされたことと思いますが、コストの課題等もあるわけですけども、コミュニ

ティＦＭ、この開局の検討も併せて進めてはいかがかと思いますけども、この点について、こ

の関連でお聞かせいただければと思います。 
 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） 

 まず観光、イベント関係になりますが、本年が石和温泉の湧出５０年ということになります。

そのほかのそれぞれの記念すべき年にあたるときについては、ぜひ笛吹の観光イベント等に積

極的に取り組み、またあの中に提携することで、なお一層の観光イベントの宣伝のほうに生か

していきたい、こういうふうに考えています。 
 それから２点目になりますが、貸付事業についてになります。先ほどの、ちょっと業種も申

し上げましたが、実際、農業者については今現在、申請はゼロになっています。農業について

ということで、特に枠組みの中から除外はされておりませんが、震災で影響が出るものについ

ては、この対象になります。ただこのへんが、基幹産業はやはり果物、桃、ブドウ、それから

秋の柿になりますので、実質的にその等々の価格が震災に伴っての価格低迷を招くようなこと

があれば、当然ながらこの貸付対象になるという、こういう判断であります。 
 以上、答弁とします。 

〇議長（小林始君） 

 ３点目を、山下総務部長。 

〇総務部長（山下真弥君） 

 ３点目のコミュニティＦＭの件にお答えをします。 
 ご存じのとおり総務省ではコミュニティＦＭの開局について、２つの方式で許可を出してお

ります。１つは今回、東北地方で２０カ所、立ち上がりました臨時の防災コミュニティ放送、

これにつきましては、被災直後すぐに開局したところもありますし、１カ月ぐらい経ってから

開局したところもございますけども、防災・減災の観点から非常に有効だというふうに取り扱

われております。 
 もう１点は、志村議員もご指摘のとおり、常時、コミュニティ番組を流していくという通常

のコミュニティ放送ですが、ＦＭ甲府のような形だと考えておりますが、これにつきましては、

総務省のほうも規制緩和等を検討しているようでございますので、できる限り早く検討して、

速やかに笛吹市内に新しい局を開設するのか。あるいは、ＦＭ甲府の協力をいただいてできる

のか、具体的に検討してまいりたいと考えております。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 関連質問を続けます。 
 （ な し ） 
 関連質問を終わります。 
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 ここで、暫時休憩いたします。 
 再開は午後１時３０分。 

休憩  午後１２時０４分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 １時２５分 
〇議長（小林始君） 

 再開いたします。 
 一般質問を続けます。 
 ６番、風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 正正会の風間好美です。 
 通告に従い、一般質問を行います。 
 ３月１１日の東日本大震災から約３カ月目が過ぎようとし、多数の犠牲者および不明者なら

びに福島原発の避難者、多くの方々を心から追悼し、またお見舞い申し上げます。被災地の復

興と再生が全国民の支援によって実現するよう、願うものであります。 
 笛吹市社会福祉協議会主催の支援ボランティアに２６名が参加、うち議員が３名出席して、

５月３１日および６月１日に宮城県東松島市大曲地区の津波による水害被害地区での泥出し、

片付け作業に参加してきました。車中、協議会の宮島次長の案内で、ここからが災害のあった

ところとの説明。車中で黙祷を行い、まさに天と地との差が目の前に広がり、地獄絵に化して

見えました。 
 それでは、質問に移ります。 
 本市の災害時における災害ボランティアの取り組みはについて。 
 （１）として、災害ボランティアの育成強化の具体策を示していただき、本市のお考えをお

伺いいたします。 
 （２）としまして、東日本大震災で本市へ５月１７日現在で６３世帯、２００名の被災者が

避難してきました。この件について、本市として何を教訓として得たのか。また今後の本市の

防災対策にどのように生かしていくのか、市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、中川保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（中川啓次君） 

 風間好美議員の一般質問にお答えいたします。 

 はじめに、防災ボランティアの育成強化の具体策をについてでありますが、このたびの大震

災による被災地、被災者への多種多様なボランティア活動は、被災地の皆さんばかりでなく全

国の人々が力強く感じているところであり、防災ボランティアにつきましては、効果的な地震

防災対策を推進する上で、大きな役割を果たすことが期待されております。 

 本市におきましては、社会福祉協議会との連携により福祉避難所の設置、災害時ボランティ

アセンターの立ち上げについて毎年協議を行っており、発災時においては社会福祉協議会が中

心となってボランティアの受け入れを行う体制となっております。 

 今回の震災では、被災者や避難者に対する市民の皆さまの「支援したい」「役立ちたい」と
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いう思いを具現化するために、市が場所や経費について応援する中で立ち上げ、運営をされて

おります笛吹市救援物資支援センターがあります。こうした市民の主体的なボランティアの力

を社会福祉協議会の調整をいただきながら、行政との協働により実現できたものと考えており

ます。 

 また、社会福祉協議会において計画された東松島市へのボランティア派遣は多くの市民が参

加し、２回にわたり実施されたところであり、今後は南相馬市への派遣も検討しており、市職

員も積極的に参加していく予定であります。 

 災害時ボランティアの育成につきましては、災害時にボランティアがどのような役割を果た

すのかという点では学習機会が重要であり、地域振興基金を有効に活用して、市民ボランティ

ア団体やＮＰＯ法人が自発的に取り組むことができるよう促進してまいります。 

 市といたしましても、福祉避難所の設置訓練等を市民ボランティアとともに企画、実施でき

ますよう社会福祉協議会とも協議し、取り組んでまいりたいと思います。 

 また、防災対策としましては、行政区における防災意識の啓発や防災体制整備の支援を行っ

てきました。さらに、社会福祉協議会主催の笛吹市ボランティア大会等において、防災や災害

をテーマとした講演会やグループワーク、救急研修などを実施してきました。 

 今後も災害対応訓練を継続的に行うなど、災害ボランティア育成とその資質向上に努めてい

きたいと考えております。 

 次に今回の震災で避難された方の受け入れに対し、市として何を教訓として得たのかについ

てでありますが、すでにご案内のとおり、本市への避難者は３月１６日より福島県を中心に来

られており、山梨県内に避難されている方の約２５％に当たる方が本市におられます。 

 この背景につきましては、集団で避難された方々を窓口的な役割にして、多くの方に笛吹市

をご紹介いただいていることもありますが、福島県県人会の方からは、市営住宅の受け入れや

市民との協働による救援物資支援センターの設置など、発災後の受け入れ対応や姿勢が避難者

の耳に伝わっていることが一因として考えられ、笛吹市と市民の皆さんの対応を評価されてお

ります。 

 今回の震災では、山梨県内や笛吹市においても震度５弱という、近年経験したことのない揺

れを経験したところでありますが、幸い大きな被害はありませんでした。しかし、避難されて

きた方々の支援や体験を聞く中で、被災を想定した市民の地域との連携や行政と市民の役割、

協働の取り組みの必要性を再認識することとなりました。 

 また、発災時から復興への過程では自助・共助・公助のそれぞれが重要であり、災害時にお

ける行政の柔軟性や被災者対応の優先順位、市民の主体性と守られるべき財産や人権について、

行政だけではなく、市民全体で認識する必要があると改めて考えさせられました。 

 被災者支援への課題としましては、被災者への対応は、その心理や心情を汲みつつ、行政が

できること、市民ボランティアやＮＰＯにできること、被災者自身にお願いしなければならな

いことがあり、共に取り組まなければならないということであります。 

 日ごろの市民ボランティアの活動が共助の行動につながり、行政との協働の経験が有事の際

に市民が被災者を支える体制づくりにつながることから、平時における市民と行政の取り組み

を積み重ね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。 
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〇議長（小林始君） 

 風間好美君。 
〇６番議員（風間好美君） 

 ありがとうございました。 

 先ほどの答弁の中に、この防災計画にも、マニュアルにも載っておりますけども、被災地で

の被災状況を把握の上、本市社会福祉協議会会長が市災害対策本部と協議して、市社会福祉協

議会を事務局とする笛吹市社協福祉救援対策本部（笛吹市ボランティアセンター）を設置する

と書いてあります。また、そんなふうに答弁でも言っておりますけども、年に１回の協議だけ

ではなく、今回のこういう被災を見まして、数回となく本市、ならびに社会福祉協議会との連

携、勉強会、いろいろな打ち合わせを強固にしていただきたいなと思っております。 

 またこの福祉協議会には、この災害に対するマニュアル本というのはあるんでしょうか、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） 

 ただいまの風間議員の再質問でございますが、社会福祉協議会のほうでは、基本的には災害

緊急対応マニュアルというのをつくっておりまして、これは私の手元にございますが、こういっ

たマニュアルをつくっておりまして、その中で災害ボランティアセンターの設置の訓練であり

ますとか、あるいは福祉避難所の関係の運営マニュアル等も行う中で運営をする中で、年１回

程度ではございますが、訓練を行っているということでございます。 

〇議長（小林始君） 

 風間好美君。 
〇６番議員（風間好美君） 

 ありがとうございます。 

 われわれも過日行ったときにも、福祉協議会の方々が窓口になりまして、適切にいろいろボ

ランティアの指図をしていたという印象もありましたので、一朝有事のときに間に合うように、

なお一層の勉強会をお願いしたいと思います。 

 以下、取り組みについて、お伺いいたします。 

 ①としまして、災害時要援護者に対する福祉的援護の中で、（１）として災害時要援護者等

のニーズ把握、安否確認はどのように考えているのか、お聞きします。 

 （２）として、福祉避難所の設置運営はどのように行うのでしょうか。とりあえず、この２点

について、お聞きします。 

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） 

 災害時の要援護者等のニーズの把握、それから安否確認というようなことでございますが、

災害時の要援護者の台帳につきましては、発災後の要援護者の把握の取り組みとしまして、平

成２０年の年度に区長さん、それから民生委員さん等のご理解とご協力をいただく中で、区内

の対象者に声をかけさせていただきまして、その対象者の同意を得る中で台帳を作成させてい

ただいております。 
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 この要援護者台帳につきましては、こういった災害の一朝有事の際の安否確認に使用させて

いただくことを目的とさせていただいておりまして、災害対策本部、総務部にございますが、

総務部の事務局とそれから福祉班、福祉班につきましては、保健福祉部の福祉総務課が福祉班

の事務局になっております。それから各支所の地域課、さらに各区長さん、それぞれがこの台

帳の管理をしていただいております。これは対象者の同意によって整備されておりますことか

ら、今回の震災を教訓にして改めて今回、地域の住民の皆さんのご理解とご協力をお願いして、

再確認をしていきたいというふうに考えております。 

 それから福祉避難所の設置運営でございますが、福祉避難所につきましては、災害発生時に

一時的には指定の避難場所の手近なところへ避難していただくわけでございますが、その後の

避難生活が困難な高齢者でありますとか、それから障害者等、あるいは妊婦さんなどの災害時

の要援護者の受け入れを行う場所としまして、福祉避難所を設置させていただいておりますが、

基本的には平成２１年度より、市内９町村単位で８カ所の福祉避難所を指定させていただいて

おります。 

 具体的には八代の福祉センター、石和なごみの湯、それから笛吹市の清流公園の清流館、そ

れから御坂の福祉センター、一宮の児童館保健センター、さらに境川の坊ヶ峰ふれあいセンター、

春日居の福祉会館、それから芦川のふれあいプラザのやすらぎの家の８カ所を福祉避難所とい

うことで指定をさせていただいております。 

 先ほどマニュアルのところでもお話をさせていただきましたように、この福祉避難所につき

ましては、マニュアルを作成する中で避難訓練を行っておりまして、年によっては障害者団体

等の仮想の避難者の設定をする中で、協力をいただきながら訓練も行っております。 

 もし、仮に福祉避難所を設置した場合につきましては、福祉避難所の担当職員を張り付ける

ような形で、これには市の職員と社会福祉協議会の職員を派遣して、その福祉避難所の管理運

営にあたらせるということで、対応することになっております。 

 以上でございます。 

〇議長（小林始君） 

 風間好美君。 
〇６番議員（風間好美君） 

 ありがとうございました。 

 ただいまの答弁の中で、要援護者という形の中で、過日、私もこの防災に対する一般質問の

中で、防災マニュアルですね、各家庭の個人の名前が入っているものというようなことで要望

したわけなんですけど、それは福祉協議会でつくるというような形になっているんですけど、

そこらへんの話の進み具合というのは、どのようになっているんでしょうか。各小さく、行政

区別というか地区単位の防災マニュアル、地図ですね、それはどんなようになっているんでしょ

うか、お聞きします。 

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） 

 地区単位の防災マニュアル、防災マップですか、ここのお宅にどういう障害者がいてとか、

そういう感じのものでしょうか。それにつきましては、それぞれの地区単位で、ちょっと統一

性はないわけですが、地区によって民生委員さん等が中心になりまして、その地域の要援護者
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のマップづくりをしていただいておりまして、これは全部の地域ではございませんが、各地区

にそれぞれ自主的な形で作成をしていただいているというような状況は把握しておりますが、

細かい内容につきましては、ちょっと手元に資料がございませんので。 

 以上です。 

〇議長（小林始君） 

 風間好美君。 
〇６番議員（風間好美君） 

 ありがとうございます。 

 ②としまして、社会救援ボランティア活動に対する支援の中で、（１）として被災地外から

のボランティア（個人、グループ）と受け入れ窓口の設置運営はどのように考えているのか、

お聞きします。 

 （２）としまして、救援にあたるボランティア団体、企業、労組、ＮＰＯ等とのネットワー

クづくりはどのように考えているのか、お聞きします。 

〇議長（小林始君） 

 中川保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（中川啓次君） 

 まず被災地外のボランティア、個人、グループの受け入れ窓口の設置運営はというご質問で

ございますが、阪神・淡路大震災の教訓から災害時の被災者支援や復興支援を考えるときに、

ボランティアによるマンパワーは不可欠な存在となっております。中越・新潟、あるいは岩手、

福島内陸地震などでは、被災地でのボランティアの受け入れは、現地のボランティアセンター

が機能して、大変な力を発揮したというふうなことを伺っております。そうした教訓を、今回

の東日本大震災では範囲が非常に広範囲にわたっているというふうなことで、特に原発の二次

的な災害等もありまして、この機能が十分発揮されていないような状況になっております。 

 本市におきましても、被災地としてのボランティアの受け入れにつきましては、その想定を

いたしまして、準備を行う必要がございますので、社会福祉協議会を主体とした災害時のボラ

ンティアセンターの設置を行うというようなことで計画をしているところでございますが、そ

うした中で今回、救援物資支援センターの設置運営をしておりますので、この設置運営が１つ

の教訓になるかと考えておりますので、この教訓を生かしながら、ボランティアパワーを有効

に活用できるように備えて、計画をしていきたいというふうに考えております。 

 また救援にあたるボランティア団体、企業、労組、ＮＰＯ等のネットワークづくりでござい

ますが、笛吹市におきましては、笛吹市社会福祉協議会が福祉ボランティアを中心にネットワー

クづくりを行っておりまして、ボランティア連絡会によりまして、年に一度はボランティアま

つりが開催されております。また市民活動支援課ではよっちゃばるネット、よっちゃばる広場

が設置され、市民協働フォーラムを開催されております。 

 こうした普段の市民活動の中で、今回の震災に際しましても、市民レベルでの連携となって

被災者や支援グループの活動、それから救援物資支援センターというような形で実を結んだも

のというふうに考えております。 

 今後は市民のボランティア意識が地域や組織を越えて、結び付けていけるような市民主体の

中で、市としてはその調整役を育成していきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 
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〇議長（小林始君） 

 風間好美君。 
〇６番議員（風間好美君） 

 このボランティア団体とかいろいろの諸団体、またいろいろの今回、これを機会にいろいろ

なボランティアの方々がおおぜい参加するんではないかなという気がいたします。そのように、

市内にボランティア活動の誘発というか、皆さんにお願いするという、そういう形の中の広報、

要するに市民の皆さんにお知らせするには、どのような形でお知らせするんでしょうか、お聞

きします。 

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） 

 今回も災害支援を広報の号外で、１０日に一度ぐらいのペースで出させていただいておりま

すが、そういった形で市民へはある程度、広報等を頻繁に使う中で、もし災害等が起きました

ら、逐次お知らせをしていくということで、情報の提供を頻繁に行っていくということで、そ

れぞれの地域にこういった活動ができるように、広報活動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） 

 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。 

 では③としまして、地域のコミュニティ再生のうち（１）として地区での自治会、町内会等

による避難生活、助け合いへの支援、特に災害時要援護者への生活支援等について、どのよう

に考えているのか、当局のお考えをお聞きしたいと思います。 

〇議長（小林始君） 

 中川保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（中川啓次君） 

 地域での助け合いというか生活の援助、それから災害時の要援護者への生活支援等につきま

しては、今回の災害支援にあたっても多くの市民の皆さまには、企業団体からの義援金、支援

金だけではなくて、救援物資や避難者への日用品の提供等、有形・無形の支援をお寄せいただ

いているところでございます。こうした有事の際に行動ができるためには、日常平時からの市

民の自主的・自発的な活動が重要でございまして、自助・共助・公助による地域社会づくりが

重要であるというふうに考えております。地域づくりにつきましては、地域の一体感や自主組

織の役割とともに、自助・共助・公助のすみ分けを共有しつつ協働での取り組み、経験を積む

ことが重要かと考えております。 

 市民活動支援課において、市民活動の支援を行う地域振興促進助成事業を実施しております

が、この事業実績の中では地区がみずから地域での防災意識啓発と具体的な防災マップ等を作

成した事例もございます。 

 一例を申し上げますと、春日居町の１地区ではモデル事業としまして、防災シミュレーショ

ンの学校へ泊まろうというふうな、避難所となる体育館に宿泊して避難所生活を擬似体験する

などの取り組みが実際に行われております。こうした事例が今年度も新たな地域で取り組みが
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波及して計画されているというふうなことも伺っております。これらの取り組みが地域力を高

め、自助・共助・公助による支援のあり方、課題を明確にするものと期待をさせていただいて

おります。 

 生活支援につきましては、今回の震災を見てみますと、単に市町村や地域という枠を超えた

支援が寄せられていることが分かります。市といたしましても、必要な支援が必要な方に十分、

提供できるように心がけながら、この対応に取り組んでいきたいというふうに考えているとこ

ろでございます。 

〇議長（小林始君） 

 風間好美君。 
〇６番議員（風間好美君） 

 ありがとうございました。 

 先ほどの答弁で、支援活動等々を行っているという形の中で、春日居町でも実際、行ってい

るということなんですけど、まだまだ、そういう実際の例を知らない各地区もあるでしょう。

ですから、そういういいものは取り入れて、各自治体、区ですか、そういうところへ、こうい

うものをやっているんだよという、しっかりした教訓、また指導もやってもらいたいなと思っ

ております。 

 ４としまして、災害発生時に緊急時における消防団員１，７７０名の連絡手段および連絡網

について、市当局の考えをお聞きしたいと思います。これには、消防団が今までは初期消火と

いう形の訓練してきたことは事実です。防災の日。しかし、消火も大事なんですけど、今、こ

うやって災害が起きたという形の中で何か考えも、先ほどの一般質問にもありましたけども、

考えが変わってきたんではないかなという考えがありますので、その点についてお聞きしたい

なと思っております。 

〇議長（小林始君） 

 芦澤総務課長。 

〇総務課長（芦澤栄君） 

 風間好美議員の再質問にお答えいたします。 

 消防団員の有事の際の活動連絡網ということでございます。 

 まず原則といたしまして、大きな地震災害、震度４を記録した、それ以上のときには約束事

として消防団員は詰め所へ集合いたします。そういうお約束がございます。そのあと、当然、

今回の地震が大きな教訓なんですが、まず携帯の通話ができなくなりました。続いて携帯メー

ルもやはり遅延状態。それと今回は、いわゆる置き電、家に備えつけてあります通常の回線電

話、これはつながっておったんですが、基本的にそういうものも駄目だという部分のことも想

定されます。たまたま、私どもの消防団には１２７台の団波無線が配備されてございます。で

すから、私ども９０部ぐらいありますから、おおよそ１個ないし２個がその部にそれぞれ配備

されておりますが、そちらのほうで今回の被害情報等々を集約していただいたという経緯がご

ざいます。 

 それと、もう１つ。消防団、今までは火災、それから水害、水防等々がメジャーな訓練とい

うことになっておりましたが、これは当然、教訓の中でいわゆるガレキの中からの人の救出で

あるとか、そういうような特殊技術というのも研鑽の課題として取り組んでいかなければなら

ないと思います。 
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 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。 

 私の言いたいことは、各団員が一朝有事のそういう自然災害が発生した場合に、自分の家の

家族の安否、もちろんそれを第一に考えまして、いち早く団員の方々が１軒１軒、自分の持ち

前の範囲を団員の方々がこの家は大丈夫ですか、誰々さんの家は大丈夫ですかという、そうい

う掛け声運動をしてもらいたい。そういう展開を私は考えるわけです。過日も、新聞でも見さ

せていただきましたけども、そういうことが非常に、各地区をまわって、消防の方々のありが

たさというものを感じておりますけども、その点について、いかがでしょうか。 

〇議長（小林始君） 

 芦澤総務課長。 

〇総務課長（芦澤栄君） 

 先ほども申し上げましたが、今回の３月１１日の震災は、これの、言葉は悪いですが、模擬

的な検証ができたと思っております。今回、被害状況を調査する上で、単純に部員が車両でぐ

るぐる場所をまわったわけではなくて、やはり１軒１軒のお宅を確認しながら、家人がいる方

には声を掛けながらということで情報収集をしてございます。そういうことで、ある程度はそ

ういう部分ができておるのかなということを感じております。 

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。 

 ５番としまして、広域避難場所に避難するまでの初動的、第１次的なんですね。避難場所は

どうなっているのか、お聞きします。これは市ハザードマップにも大きなところしか書いてあ

りません。まだまだ公民館、コミュニティ、いろいろあると思いますけども、そのような指導、

考えはどのようになっているか、お聞きします。 

〇議長（小林始君） 

 芦澤総務課長。 

〇総務課長（芦澤栄君） 

 いわゆる一時避難地と呼ばれるところへの避難経路だと思います。先ほどからの再質問の中

でも風間議員がご指摘をされておりますが、いわゆる防災マップというのを各自主防でおつく

りいただいているところもございます。大きな地震がグラグラときた時点で、すぐ公共的な、

いわゆる学校、文教施設にあるような避難所へという考えは皆さん、どこにも及ばないはずで

す。まず、自分の身の置き場所を安全な場所へ確保する。これは、この単位は自主防災会とい

う区の単位、大きい区ですと３千人からの区がありますから、また小さいところでは数十名と

いう区もあるんですが、基本的には隣保単位、隣組単位の中で、普段からそこらの部分をお話

し合いいただいてお決めいただく。この避難地へ行く道々、例えばブロック塀、狭隘な道でブ

ロック塀がある。それが倒壊してくる可能性があるような道を選んではいけません。そんなよ

うな意味合いの中で、防災マップ等の作成なんかのご指導をお願いしている次第なんですが、
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ぜひ共助の部分で、いわゆる自主防災、お隣組との話し合いを綿密にしていただけるようなご

指導をしていただきたいと考えております。 

 以上です。 

〇議長（小林始君） 

 風間好美君。 
〇６番議員（風間好美君） 

 ありがとうございます。 

 ６としまして、被災地の現状を見て聞いて、避難場所の１つとして、大きな問題として、こ

れは避けて通れないトイレの問題があります。どのような対応を考えているのか、お伺いいた

します。 

 過日、ボランティアへ行ったときに、東松島市では公園にトイレがあったんですね。それに

よって、非常に助かったという記憶がありますし、私も助かっております。そんな形の中で、

今後、公園とか、そういうところにトイレの設置等々を考えてくれるか、お聞きしたいと思い

ます。また下水道マンホールの直接、上に設置して簡易トイレもできるという話も聞いており

ますが、市としてはどんなような考えを持っているか、お聞きします。 

〇議長（小林始君） 

 芦澤総務課長。 

〇総務課長（芦澤栄君） 

 トイレ関係の再質問にお答えいたします。 

 大きな震災ですと、当然、公共的な避難場所に、今回の震災のように市民も身を寄せなけれ

ばならないと思います。そうした中で、トイレの問題というのは、非常に大きな問題でござい

ます。私どもの市としてのトイレ対策といたしましては、まず最初の１週間、避難所へ身を寄

せたときには仮設のトイレをつくるとかそういうところまで、今回の地震を見ても手が及びま

せん。そこで１つは、学校等々へ避難をしますが、その学校のトイレ、これは当然、ライフラ

インの水、水道であるとか下水道は、これは使えないであろうという想定の中で、ただ、その

便器に、いわゆるネットを掛けて、そこへビニール袋を設置して、その中にはし尿の凝固剤と

脱臭剤が入っておりますが、使用のあとは、そのまま燃えるごみで処理ができるというような

トイレを備蓄してございます。この個数としては、今現在１万８千回分が今現在、笛吹市の備

蓄倉庫にはございます。将来目標としては、およそ６万個を用意する予定でございます。これ

はトイレがなくても、支えさえあれば、そこへかけて使用ができるというような部分ですから、

当座のトイレの問題の解決策にはなるのかなと思います。 

 ただ、今、下水道のマンホールというような部分へかけてやるトイレも、実は日本トイレ協

会という財団法人が情報提供をしてくださいました。しかしながら、これはライフラインの下

水道自身がやられると、それが使えないというデメリットがございます。そこでまた検討課題

としていただきますが、今現在は使い捨てのトイレを主流に、備蓄に心がけております。 

 以上です。 

〇議長（小林始君） 

 風間好美君。 
〇６番議員（風間好美君） 

 ありがとうございました。最後に、市長にお伺いしたいと思います。 
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 この災害を教訓に、これから本市においても各種ボランティア活動の運動が盛んになると思

います。立ち上げについては、やはり経費、その他、いろいろな費用がかかると思われます。

ぜひ寛大なる配慮をお願いし、市長の見解をお伺いします。 

〇議長（小林始君） 

 荻野市長。 

〇市長（荻野正直君） 

 ボランティア活動、あるいはＮＰＯ法人につきましては、これは市が笛吹市発足当時からの、

いわゆる第三の公共というようなことも含めまして、以下に育成していくかということを考え

まして、すでに地域振興基金というようなものを、今、４７億円、預金がしてありまして、そ

の利息をそういう活動に使っていただくようにというようなことで、いわゆるボランティアす

る方は、比較的１年も待てないんですね。予算をつけてからうんぬんという、そんなものは待っ

ていられないという、こういう部分が結構多いものですから、できるだけ短時間に、もちろん

内容を精査しないで簡単に出すわけにはいきませんけども、しっかりとした検討機関を設けま

して、今現在も実施しておりますし、これからもこれについては進めていきたいと思っており

ます。 

 以上です。 

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。 

 新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 

 この震災によりまして、市民のボランティア意識が本当に高まってきました。テレビなどを

見ていると、世界中の人が「日本頑張れ」という支援の声を投げかけてくれるのを聞いて、私

たちも何かせずにはいられないという思いに、おおぜいの人が感じていると思います。 

 そしてたまたま社協のボランティア派遣で東松島に行ってきましたが、床下のヘドロ出しな

どを手伝って、１人の力は小さいですけど、おおぜいが集まれば、一家の床下のヘドロを取っ

たんですけども、本当に早くきれいになり、また庭先のヘドロも取ったり、本当に喜ばれまし

た。そして帰ってきたら、そんなことがあったのかということを何人かに言われまして、先ほ

ども部長さんが１０日に一度のペースで広報とかに載せているとおっしゃっていましたが、先

ほど質問の中で風間議員が消防団の声かけとか言っていましたが、呼びかけの工夫なんかをちょっ

としていただければ、もっと、このボランティアの輪が広がるんではないかなということを思

いますが、それについてよろしくお願いします。 

〇議長（小林始君） 

 山下総務部長。 

〇総務部長（山下真弥君） 

 議員さんご指摘のとおり、ボランティアの機運というのは非常に高まっていると思います。

ですから、今がチャンスというふうに考えておりますけども、この間、ボランティア全体の取

り組みというのは非常にＮＰＯが増えたり、いろんな団体が増えて、いろんなところでボラン

ティアの活動が取り組まれています。そういうものがいざというときには、災害の支援につな

がっていくというふうに、全国の事例から見てもそういうふうに感じておりますけども、先ほ
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ど午前中にもお答えしましたけども、その中で特に防災のボランティアの育成というのが１つ

の課題かなと思っておりますので、皆さんのボランティア活動の中で、いざ被災したときには、

どんな災害支援のボランティアができるのかということを投げかけながら、取り組んでいきた

いなと思います。 

 １つ、ここに上矢作の防災ガイドブックというのがあります。これは先ほど、市長がご説明

しましたとおり、地域振興基金を使って、上矢作区が自分たちで考えて話し合ってつくったも

のです。各全戸にこれが１冊ずついっております。中を見ますと非常に細かく書いてあります

が、一例を挙げますと、各家々が４、５軒の班に分かれております。いざ、なんかあったとき

には、その班で行動すると。消防団の皆さんもご協力をいただくんですが、まずその班で活動

する。そのために日ごろから、その班の中での安否確認の訓練とか、それから第一避難所への

ルートの確認とか、そういうことをやっております。これは去年の峡東地域の、県の防災リー

ダーの養成講座の中で、区長さんが行っていただいて説明・発表しました。そんな、県でも評

価されている活動なので、ぜひ、これを市内の各ほかの行政区、あるいは自主防災組織のほう

に広めていけたらいいなというふうに考えております。 

 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 

 新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 

 それとあと１つ、感じましたことは、春日居の支所へいろんな支援してくれる物資を持ち込

んで仕分けの手伝いをしたときも、福祉総務課の担当と社協の関係が事務的なことが一緒になっ

て、どっちがどうなのか分からないと思ったこともあるんです。そういう事務の分担化という

ものを明確にしておいたほうが、一緒にする人たちも、よく仕事をするにも分かりやすいとい

うことがあるので、そういうところにも事務の明確化というのをはっきりさせておいたほうが

いいなということを感じましたので、その点。 

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） 

 救援物資支援センターの関係は、基本的には社会福祉協議会が事務局というような形の中で、

ボランティア団体に個人のボランティアの方等も含めて、ご協力いただいている形になってお

りまして、福祉総務課のほうでは社会福祉協議会に基本的にはお願いしてやっていただいてい

るという部分が強いわけでございますが、当然、今、運営している中でも、定期的に三者の打

ち合わせ会をやっておりますので、そういった中で、よりよい方向を探っ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） 

 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。 
 一般質問を続けます。 
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 ４番、北嶋恒男君。 
〇４番議員（北嶋恒男君） 

 市民派クラブの北嶋恒男です。 
 今日の２件の問題につきましては、前回の３月議会でも代表質問で取り上げましたけども、

いずれも明快な回答が得られませんでしたので、今回、あれから３カ月も経ちましたので、そ

の後の検討経過について、お伺いしたいと思います。 
 この２点のプロジェクトは、今年度は大きな予算執行を予定されております。そういうこと

もありまして、この２点につきましては、以前からも私も指摘いたしましたように、問題点が

山積しております。それらをどのように疑問を解決しているのかということを把握した上でな

いと執行は無理だと。私たちも市民の負託を受けた議員として、責任ある立場としてお伺いさ

せていただきます。 
 最初にアリーナ問題でございますが、まず用地問題についてですけども、予定では秋以降に

土地鑑定調査をすると。そうしますと結果が出て、補償基準を作成する。そして地権者全員が

同意を得るために交渉をするわけですけども、それがその結果が出てということになると、あ

と建設工事を抜きますと、実際に職員として実務をするのは、１年半ぐらいしかないんではな

いかということで、その間にそういったことを全員の補償契約をとれるのかということを心配

してございます。その中でも肝心な代替地問題、これについては、どのような構想をその地元

の方に提示しているのか、その経過をお願いしたい。 
 それから文化財調査ですけども、これについても文化財の調査の専門家のコメントを聞いて

みますと、博物館との地続きということもありまして、当時、担当した者から、あそこは出る

だろうということを予想されております。ですから、対応とすれば出るものだと思って判断を

しなければならないということで、期間の問題もございます。そんなことで、それに対しては

どのようなお考えを持っているのか、お伺いします。 
 それから、あそこは成田の交差点からすぐ入ったところの、１５０メートルぐらいですかね、

ホテルの脇が駐車場への入り口になるということの予想ですけども、そうしますと非常にアプ

ローチが短いわけです。その間には、会社の出入り口もございます。そんなことで、そのへん

の渋滞が非常に心配されます。それに対して、どのようなシミュレーションを描いて、そして、

その周辺の家屋もございます。また会社もございます。そんなことで、どのような影響が出る

かということを示さなければならないと思うんです。そのためには、やっぱり専門的な見地か

ら、将来の予測をして示さなければならないということ、そのへんはどのようなことをお考え

かと。そういったことは相手があることですから、解決の見通しを立てた上で、実施設計のほ

うは進めないと大変なことになるではないかなということが、私の一番の心配しているところ

でございます。そんなことで、ぜひ設計が無駄にならないためには、どうしたらいいのかとい

うこと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、池田経営政策部長。 

〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 北嶋恒男議員の一般質問にお答えいたします。 

 まず用地交渉に時間がないのではとのご質問ですが、現在、地権者の方々が地権者会を立ち
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上げております。用地交渉に当たりましては、この地権者会を中心に計画期間内で終了できる

よう、最大限努力してまいりたいと考えております。 

 また、不動産鑑定につきましては、現在、鑑定の準備に取り掛かっているところであり、近々

に調査を行ってまいります。 

 なお、代替地という課題については適当な用地が確保できるかどうかということであります。

代替地を求める地権者と協議を引き続き進めてまいります。 

 次に文化財調査の期間が不透明ではとのことですが、文化財調査につきましては、多機能ア

リーナにかかわらず、調査の期間が不透明な部分がございます。多機能アリーナ建設事業につ

きましては、議員ご指摘のとおり、隣接に県立博物館がございますので、県立博物館で文化財

調査に要した、１０カ月という期間を参考にスケジュールを組み立てております。 

 次に周辺環境への配慮についてですが、特に大きなイベント時には、渋滞への配慮が必要に

なってまいります。すべての車両が国道２０号に直接出るとの想定は、渋滞解消のために現実

的ではありません。渋滞解消のためには、施設からなるべく早く道路上に出ていただき、車両

を分散させる方途が必要になってまいります。このため、ある程度、大きなイベントには交通

整理員の配置を義務付けることや、広域的な車両の動きを考慮した案内板の設置等を検討する

必要があると考えております。 

 次に、実施設計の予算執行についてのご質問にお答えいたします。 

 多機能アリーナにかかわらず、すべての事業を進めていくためには、さまざまな課題を解決

していかなくてはなりません。特に多機能アリーナ建設事業は大きな事業であり、期間も限ら

れた事業でありますので、いくつかの課題がございます。事業の進捗に併せ、これらの課題を

一つひとつクリアしてまいりたいと存じます。 

 なお、実施する場合の判断とのことですが、現在、市議会でご議決いただいた予算をもとに、

建設委員会などでご意見をいただく中、基本設計の策定作業を進めております。 

 今後、基本設計の概要がまとまったところで、市民の皆さまにさらにご説明申し上げ、実施

設計等の予算を計上する中で議会において、ご審議いいただきたいと考えております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 北嶋恒男君。 

〇４番議員（北嶋恒男君） 
 検討中という回答ばかりではなかったかなと思います。無理はないと思います。私も市民も、

そのくらいのほうがいいんですよ。こんなに問題が多い物件は、世の中にも滅多にないと思い

ます。これを紐解くのは並みの努力では無理だと思いますので、ぜひ頑張っていただくわけで

すけども、用地の問題はいったん、交渉に入れば、最後まで面倒をみなければならないという

ところでございます。ですから、その前でいろんな問題が解決できるかということを判断した

上で、全体的な判断をするというのが、私はそういう進言をさせていただきます。この問題に

つきましては、関連質問のほうでもちょっとお伺いさせていただきますので、これで終わりま

すけども、次のバイオマスセンターに移りまして質問させていただきます。 
 先の議会で用地取得の予算が可決されました。しかし、この事業を進めていく上には、たく

さんの不明な問題があり、このままでは必ず将来に禍根を残すだろうと思われるので、いくつ

かの疑問について、お答えをいただきたいと思います。 



 ６７ 

 笛吹市にとってもぜひ必要な施設であれば、特例債期間内にこだわらずに市民が納得できる

説明を求めます。その疑問を解いた上で、次のステップに進んでいただきたいと思っているわ

けでございます。 
 まず住民大多数が協力しているものと考えて、事業を進めるということなので、念には念を

入れて、はっきり住民意識をここで確認していくことが必要ではないか。 
 １としまして、基本計画の内容は市民にはまだ公表されておりません。市民の協力がなけれ

ば、この事業は成り立たないと思うんです。各地区で説明会が必要であるけども、その予定は

ございますでしょうか。 
 それからごみ等の収集方法ですが、これも全般、お伺いしましたけども、納得できるお話は

ございませんでした。でも、それがはっきりしないと、市民は混乱するんではないかと。果樹

剪定枝、それから一般家庭の生ごみについては、具体的な収集方法を住民に示して、そして一

般市民向けの学習会などで、そういった意識を高めていく必要があるではないかと。その予定

は具体的にどうでしょうか。 
 それから県内でも初めての事業だということで、そして、また全国でも生ごみのバイオは非

常に少ないです。このリスクが大きいといわれておりますけども、失敗もありますので、笛吹

市では成功するという特別な方法があるんでしょうかということをお伺いいたします。 
 それから公設民営事業としてのメリットは何かと。それから、これもまた最近、分かったこ

となんですけども、砂原地区と増田地区は浸水被害とか液状化現象が、これは先般の地震のと

きに若干見られました。震度５弱でも出たわけでございます。今度、東海沖地震がございます。

そういったことになりますと、震度６、７ということが出てきますので、そこにこういった施

設は本当に適するのかどうか。フィールドがガタガタになってしまわないかと。 
 それから先、ハザードマップが配られましたけども、あれを見ますと、ちょうど浸水区域に

入る。しかも浸水域は５メートルだと。あそこには枝川の河川もございますし、そういった飲

みきれない場合は、地元の方もおっしゃっています、あそこは水が出るよということで、あそ

こは全体の地質が非常に悪いです。地質調査をすれば分かるんですけども、そういうようなこ

とで、それをどのような、公共事業でございますので、ふさわしくないではないかということ

で、どのように考えていらっしゃるか。それから将来、やっぱりさっき言った収集方法が難航

して、どういう方法で、協力が得られればいいんですけども、もしそういう事業不振とかに陥っ

た場合はその管理とか、そのあとの処理をどうするかということで、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、豊角産業観光部長。 

〇産業観光部長（豊角英人君） 

 北嶋恒男議員の一般質問について、お答えします。 

 まず計画の公表ですが、現在、市のホームページにおいて、笛吹市バイオマスタウン構想を

公表しております。また、平成２２年度のマニフェストで発表するとともに、２月発行の広報

ふえふきにおいても、バイオマスセンター建設事業の説明は掲載がされております。今後も広

報やホームページを活用した情報の提供を行ってまいりたいと考えております。 

 各地区での説明会については、地区で開催されるごみ分別の説明会等において、バイオマス

センターの事業内容を配布し、建設事業の説明を行ってまいりたいと考えております。 
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 次に、生ごみおよび剪定枝等の収集方法については、どの方法が最も効率的なのか検討して

いる状況です。今年度、バイオマスセンターの施設整備・運営に関する事業方針、要求水準の

策定に着手し、その中で収集方法を決定してまいります。 

 次に生ごみのバイオマスに対するリスクについてでありますが、この事業は可燃ごみの減量

と温室効果ガスの発生抑制、資源循環の構築を目的としております。これまで微生物による堆

肥の製造を行い、農家に配布してまいりました。今年度は、高品質で安定的な堆肥・肥料の生

産に向けたデータの収集、分析等のための実証試験を行い、環境保全型農業の確立に取り組ん

でまいります。 

 なお、全国的にも生ごみ等の廃棄物処理による堆肥化および燃料化等の事業については、成

功事例もございます。これらの視察研修も行ったところであります。 

 また、バイオマスセンターを公設民営方式としたメリットにつきましては、民間事業者の活

用にあたり、一般的なＰＦＩ方式で行うよりも合併特例債を活用した公設民営方式としたほう

が特例債の元利償還金が交付税措置されるため、財政的に負担が少ないということにあります。 

 次にバイオマスセンターの建設候補地については、石和町砂原地区にあります市のクリーン

センター周辺としております。クリーンセンターは、すでに長期間にわたり稼動している施設

であり、同エリアに計画しているセンター建設については、関係法令等の指針に従いながら、

浸水等、災害にも対処できる施設建設を図ってまいります。 

 最後に委託事業者の中途での撤退についてですが、この事業は、民間事業者の技術提案募集

により事業者を決定いたします。募集にあたっては、市が民間事業者に求める事項やその水準

等の必要事項を示すことになり、市と民間事業者でどのようなリスクをどう分担するかも併せ

て示すこととなります。 

 民間事業者を活用する利点を生かしながら、民間事業者の事業性を確保し、事業者の撤退を

招かないよう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） 
 北嶋恒男君。 

〇４番議員（北嶋恒男君） 
 いずれにしろ、これは市民が喜んでといいますか、協力してくれないことには何もなりませ

んので、やっぱり分かりやすく地元で大変、時間的には大変かもしれませんけども、早急に説

明会等をして、そしていろいろ意見を聞いて、そして自分が実感できるように、いろいろ広報

とか、インターネットとかにしても見ない方が多いですから、そしてまた住民は非常にそうい

うものが忙しい時間帯で、朝はやっております。そして農家の方も剪定枝なんて無理だよとい

うことで言われておりますけども、本当に実際、そういった収集ができるか。そういった収集

ができるためには、各地区へ収集場所をしなければならない。その周辺の理解が得られるかと

いうことの課題がございます。まずそれが一番、ポイントですので、とにかく長く続けるよう

にしていただくには、住民によく説明をして、そしてみんなで盛り上げようという機運が高ま

るような、ぜひリードをしていただきたいと思いますけども。市長、ひとつよろしくお願いし

ます。 
〇議長（小林始君） 

 荻野市長。 



 ６９ 

〇市長（荻野正直君） 

 北嶋議員もいろいろ勉強していらっしゃると思いますけども、私どもバイオマスセンターに

つきましては、合併以前から焼却場を造るのに、どういう形でごみを減らそうかということに

ついて、いろんな方と勉強会、あるいは研究会、そしてなおかつ合併してからは、ごみ減量５３％

作戦をなんとしてもやろうという形で、この事業については、そういう流れの中から出てきた

事業であります。 
 したがいまして、例えば一番先に、私の記憶ですと、恵比寿区という区が石和町にあります

けども、ここには生ごみ処理区を設置して、そして地域の方にご足労をいただいて、生ごみだ

けを出していただきました。ここは残念ながら、１つ失敗しましたのは、機械を引き上げると

きに、ちょっと報告があれば、その機械はそのまま置いておいてくれということを申し上げた

かったんですけども、担当職員、期限が切ってあるということで、ちょうど、いろんな煩雑な

事業があったために引き上げてしまいました。あとから区民の方に大変、お叱りを受けました

けども、ほぼここでも生ごみを分別して収集することについては前進をいたしました。 
 そして今現在、市では成田区を中心にごみの分別収集をやっております。生ごみを。これに

つきましても、大変、ここまでくる間には成田区の方たちには大変ご苦労をいただいて、つい

先日も環境指導員の方にお話を聞きましたら、ちょうど震災前だったんです。市長、新年度に

なるにあたって、この事業をやめるなと。せっかく、ここまで市民の方たちが理解をして分別

をしていただいているんだと。だから、この事業については、ここがモデルになって前進でき

るように、その環境指導員の弁を借りれば、私ももっと頑張るから、市もこれについてもっと

前進させてほしいというふうなご意見もいただいております。 
 それから、もう１つは今、笛吹市の女性団体連絡協議会、この方たちを中心に生ごみをどう

したら、一番、効率よく処理できるか。こういったこと、別の角度からも検討をしていただい

ておりますけども、最終的には生ごみをどういう形で収集していくか。これが今の、成田の実

験であります。このように長い歴史をかけて、バイオマスセンターの前身があるわけです。 
 そして世間でいわれているバイオマスセンター、いろんな失敗例がありまして、そしてその

ことについても、私どもも情報をいくつか得ておりますけども、私どもが造ろうとしているバ

イオマスセンターというのは、非常に単純な堆肥工場を造ろうということなんです。堆肥工場

で失敗した例というのは、私、あまり聞いておりません。今、特に新しい酵母菌ですね、堆肥

をつくる菌がいろんな部分で開発をされてきております。そういうものを使って、私自身も、

いわゆる、その工場の堆肥を使って、現在も実験をさせていただいております。 
 例えば今、市長室へ行ってみてください。今、シクラメンがほとんど満開の鉢があります。

これはおそらく皆さんのご家庭でシクラメンがあっても、今、咲いているシクラメンは少ない

と思います。その堆肥を使ってやったら、今、シクラメンが咲いているんです。現実に。やっ

ぱり、こういったことまでいろいろ実験をしながら、その堆肥が本当に良いのか悪いのか。もっ

ともっと勉強をしなければ、これはほんの一例でありますけども、もっともっと広い目で勉強

をしながら、私は今、最終的に、このバイオマスセンターの果たす役割というのは、この地域

は、化学肥料をいっぱい使って、果物を作っております。できる限り、この果物につきまして

も、有機栽培ができるような土壌をどうつくっていくか。こういうことに対してのバイオマス

センターの位置づけもしているわけであります。 
 したがいまして、そんなに簡単な問題ではないということを、十分承知しております。しか
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し、将来にわたって、やはりこのバイオマスセンターが、この笛吹市にとって、どういう役目

を果たすか。このことを私は掘り下げていきたいなと思います。 
 実際的には、いわゆる何が原因か私どもにも分かりませんけども、今、笛吹市の井戸という

のは、重金属類で汚染をされております。したがって、やむを得ず、表流水であります琴川ダ

ムの水であるとか、あるいは広瀬ダムの水を使わざるを得ないわけであります。こんな施設を

造らなくても、この地域は非常に水が豊富な地域でありますから、一部不足しているところも

ありますけども、相当の、いわゆる面積において、水の確保が本来ならばできるはずなんです

けども、そういう状態になっている。これを元に戻すには、おそらく私は何百年かかるとみて

おります。しかし、今、われわれが気が付いた、今、私どもがこのことについて始めなければ、

前進ができないわけであります。生ごみを集めて、あるいはもっと言うならば近隣の自治体、

あるいはほかにもたくさん生ごみというのは、今、焼却処分をしております。本当にきれいに

分別処分をしていただけるならば、私どもの笛吹市、今回、造る施設はそんなに大きい施設で

はありませんけども、市内、至る個所にできるだけ無害な悪臭が少ない、そういう施設を造れ

ば、市民の方も喜んでいただけると思います。そのための、私は第一歩として、このバイオマ

スセンターを造ろうとしているわけです。 
 ぜひ、その点についての、今までの長い歴史をひとつご理解をいただいて、そして笛吹市の

ごみ減量５３％作戦が境川に造ろうとしている、いわゆる中間処理場焼却場につきましても、

笛吹市でここまで減らしたんだから、全体も減らそうという形で、いわゆる焼却施設も、これ

はもちろん甲州市も、あるいは山梨市も甲府市もいろんな形で減量に努力はしておりますけど

も、私どものこういった活動が相手にも通じまして、そういう形として、いわゆる焼却場の規

模を小さくしようと、こういうところまできているわけでありますから、ぜひともご理解を賜

りたいと思います。よろしくお願いいたします。 
〇議長（小林始君） 

 北嶋恒男君。 
〇４番議員（北嶋恒男君） 

 ぜひ、そういったことで市民全体に啓発運動でやっていただきたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 以上で、北嶋恒男君の一般質問を終了いたします。 
 関連質問を許します。 
 野澤今朝幸君。 

〇３番議員（野澤今朝幸君） 
 北嶋議員のほうから、今、２点、質問があったわけですけども、最初のほうのアリーナ実施

設計の予算執行は慎重にという、こちらに関わる質問を２点ほどさせていただきます。 
 今の答弁でも分かるように、非常に完成までの期間、これが逼迫していることは、今の答弁

でもよく分かったと思います。本当に順調にいって、どうにかできるかというのが、われわれ

が普通見た感覚ですけども、まず順調にいった場合、期間的な余裕がどのくらいあるのか、まっ

たくないのか、そのへんを。ここまで来れば、数カ月単位での話になると思いますけども、そ

のことについて、１点、聞きたい。 
 ２点目は、前々から言っているように、今の基本設計が終了して実施設計に入っていく間に

市民ミーティング、市民への説明をすると、今もそういう答弁があったわけですけども、この
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市民への説明のときに、仮に理解が得られないということも考えられると思うんですけども、

そういう場合はどういうふうに今後、対処していくのか、この２点について質問をいたします。 
〇議長（小林始君） 

 荻野市長。 

〇市長（荻野正直君） 

 野澤議員のご質問でありますけども、たしかに期間的にはそれほど余裕はありません。なぜ

余裕がないのかというと、やはり合併をして１０年間で、新市の基盤整備をしっかりしなけれ

ばならないという、そういう使命があるわけであります。この期間内に、やはり一番身近な生

活に関わる基本的な料金の統一であるとか、あるいはそれぞれの各種団体に交付する交付金で

あるとか、そういったものの調整そのものから入りまして、そして、まずそれがきちっとでき

なければ、新市の一体感ができないわけでありますから、これにかなりの労力、エネルギーが

とられました。そのあと、ちょうど４年半ぐらい経ったときに、この５つのプロジェクトにつ

いて、ご提案をさせていただいたわけであります。現在、進行させていただいておりますけど

も、今、これまでの笛吹市の仕事の仕方として、期限を決めて、その範囲内にしっかり仕事を

仕上げていくというのが、毎年行っておりますマニフェストの予定の説明、そして検証して、

なぜできなかったのかと、こういうことをやっている、こういう体質を今、強化をしていると

ころであります。 
 したがいまして、期間内に１００％できるとは、誰にも私は言えないと思いません。いつ何

が起きるか分かりません。例えば今回の東日本大震災、これ１つとりましても、大変な、われ

われの事業については、大きなマイナスになっているわけです。例えば、今日あたりも職員６名

以上が相馬市のほうに行っております。あるいは再来週からは、宮城県のほうに家屋調査士と

して２週間、職員を派遣するという状況。あるいは、こちらの支援センターの職員も常駐で４名

が、それに当たっているということで、いろんな事業に対して東日本の震災というのは、われ

われにいくつかの負担がかかってきている。しかし、そういうことを一つひとつ成し遂げたと

きに、はじめてこの市の前進があるわけであります。 
 したがいまして、たしかにおっしゃるとおり、時間がたっぷりあって、本当に一つひとつ消

化していけばいいわけでありますけども、なかなかそういった面での障がいが、いつ何が起き

るか分からない。分からないけども、できたときにはそれに全身全霊で打ち込んで、そして早

く解決する、こういうふうな方向でいきたいと思います。 
 したがいまして、例えばこの問題についてもすでに地権者会が設定されて、そしてこのこと

については、まだ発表できる状況ではありませんけども、内々にここは大丈夫です、ここは問

題があるから早く手を打ってくださいと、こういう流れで内々では進めさせていただいており

ます。 
 例えば砂原橋を造る問題にしてもそうです。これも大変、至難な業です。１級河川にあれだ

け大きな橋をかけるわけでありますから、とても普通の常識からいったらできないと。誰しも

おっしゃいますけども、そのところを国土交通省にお願いして、どうやったらできるんですか

という話で、今、話を進めさせていただいております。そして、こういうふうにすればできる

というご指導もいただきながら、今、進めさせていただいております。ここも、もちろん増田

地区も、あるいは砂原地区もきちっと地権者会がありまして、この方たちがしっかり応援して

いるから市長頑張れというふうに言っていただいております。私はやっぱり、そういうことを
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市民の方にも直接、それに関係する人たちにさらにお願いして、この問題については前進をし

ていきたいというふうに思います。 
 もちろん議員それぞれがご指摘のように、そんなに簡単にいくとは私は思っておりません。

しかし、やっぱり全身全霊で、職員が一丸となってやっていくことによって、このことは達成

できるというふうに思います。ぜひとも、ご理解を賜りたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 野澤今朝幸君。 
〇３番議員（野澤今朝幸君） 

 ２点質問したので、もう１点、理解が得られなかった場合。 
〇議長（小林始君） 

 荻野市長。 

〇市長（荻野正直君） 

 これについても、今、私ども今年に入りましてから、市民ミーティングをさせていただいて、

このアリーナを造るきっかけになりましたのは、各種の団体から、ぜひこういうものを造って

ほしいというところから始まりまして、そしてこの計画がスタートしたわけでありますけども、

もちろんそういう形で賛成をしていただく方も、各種団体もございます。しかし、経済的には

いろんな理由で反対をなさっている方もあると思いますけども、これが将来に向かって、私ど

もの笛吹市にどれだけ役に立つか。さらにＰＲすることによって、１人でも多くの方にご理解

をいただいて、この事業を前進させていただきたいと、こう思っております。もしもというよ

うなことを考えていたら、本当にこういったものは前進が私はできないというふうに思います。 
〇議長（小林始君） 

 野澤今朝幸君。 
〇３番議員（野澤今朝幸君） 

 市長の意気込みは十分、伝わってくるわけですけども、特に工事期間の場合は再三、指摘し

ているように、非常に土地交渉、しかも５００ヘクタール近い、地権者も多い、そういう中で

の相手のある土地交渉、そしてもう１つは埋蔵文化、こういうものの予期できない調査、ある

いは交渉で予期できない期間を必要するというわけで、今の市長の私の質問に対して、一応、

今、できる形ということですけども、期間的にはあまり余裕がないというふうに見ているわけ

ですから、当初の市長の約束である合併特例債適用期限にということですから、そのへんを十

分、検討する中で、最終的に市民の負担のないようにというふうに、少ない負担で済むように

というふうにお願いしたいと思います。 
 ２点目のバイオマスセンターの運営構想利用者の判断が必要という件ですけれど、これも本

当に市長が長い歴史の中で、これを必要とするという話は十分、分かります。そういう中で具

体的に、再三、私なんかも問題にしているのは、うちのバイオマスの１つの特徴は、剪定枝を

バイオの処理に入れているということですけども、本当に出すほうから、出すのかというのが

いまだに明確でない、そういう指摘を前にしたはずですけど、その後、そのへんについての調

査なり、しているかどうか、まず伺いたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 豊角産業観光部長。 
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〇産業観光部長（豊角英人君） 

 まずバイオの必要性ということになりますと、先ほど市長が答弁なされたとおり、基本的に

は笛吹市が目指す循環型社会５３％のごみ減量、これが大前提となって必要性ということにな

ります。それから剪定枝についてでありますが、収集方法については、まだまだこれから協議

検討が必要かとは思っております。 
 ただ、剪定枝についても生ごみ等の副資材、水分調整材という意味合いになりますが、そう

いうものに使っていきたい。そして、１つはチップ化することによって、チップでの配布。た

だ、剪定枝を各畑からセンターに持ち込んでいただくというのは、近隣の方はともかく、ちょっ

と遠方の方については、非常に困難だという認識は当然ながらあります。 
 その収集方法ですが、アドバイザリーの業務委託をこれからするわけですが、収集方法につ

いての適切な方法を考えていきたい。それから搬入者については、それなりのメリットも考え

なければ、なかなかならないということもありますので、野焼きの禁止と併せて必要性を説く

とともに、そのメリットについてもアドバイザリーの中で適切な意見を出しながら、ご協力い

ただくような体制づくりに努めてまいりたいと考えております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 野澤今朝幸君。 

〇３番議員（野澤今朝幸君） 
 ぜひ、そういうことを早く農業者なりに示す中で進めていただきたい。要するに、一方でど

んどん進む中で最終的に剪定枝が出てこないということでは、この市長が目指すバイオマスセ

ンター、これを中心にした構想自体がやっぱり市民抜きということになり兼ねないわけですか

ら、どうも、そのへんが施設が、硬いものが先で柔らかいものがあとみたいな感じにどうもな

りがちですので、うちの北嶋議員が言ったように、そこは時間をかけるなりして、しっかり収

集方法なりを示す中で、本当に農業者に利益があるかどうか。それをまた、堆肥化して使って

有機農業するというのは素晴らしいことだと思いますので、そのへんをしっかり詰めた中で進

めていただきたい。そうしないと、非常に無駄なお金を出すことになりかねないと思いますの

で、その点を求めて、以上、終わります。 
〇議長（小林始君） 

 荻野市長。 

〇市長（荻野正直君） 

 野澤議員のご質問にお答えしますけども、剪定枝の問題、これも実は大きな課題であります。

と申しますのは、すでに甲府市では野火を禁止しております。今、笛吹市で野火を禁止したら

どうなるでしょうか。非常に、私は農家の方が混乱すると思います。その第一歩として、今、

やっている方法はチッパー、これを５人１つの組合をつくっていただいて、そして購入を求め

るならば、最大限、５０万円まで市の補助金を出しましょうと。こういうことをやっているわ

けです。全部の農家がこういうふうにしていただければ、実は私が一番いいと、こういうふう

に思っております。しかし、いまだ以前として、個々で買っていらっしゃる方もおりますけど

も、なかなか野火が収束できません。今年もこの野火をすることによって、いくつもの火災が

発生いたしております。やっぱり、こういうものをどういう形で収束していくか。そして、な

おかつ二酸化炭素の問題でありますけども、甲府ではありませんけども、すべての野火を禁止
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する。私、甲府へ行ってびっくりしましたね。剪定枝を全部、このくらい、９０センチの長さ

に切って、しかも束ねて焼却場へ持ってこなければ駄目なんだと。なおかつ有料なんですよ。

やっぱり、こういう姿を見たときに、私は笛吹では少なくともそういう形ではなくて、皆さん

にしっかりと農業していただく。そして市として、どういう補助ができるか。今までは火をつ

けて燃やしてしまえば簡単だったのに。ほとんどお金かかっていないんですよ。しかし、やっ

ぱりこれを、どういう形で市で応援してＣＯ２

 例えば、リニアの実験線のところに竹やぶがありましたよね。あの竹やぶの竹はどこへいっ

たかと思いますか。あれは全部チップにして、各農家へ本当に引っ張りだこで、各農家で引き

取ってくれました。私の果樹園にも入っています。 

を減らせるか。野火をやめるかというふうな方

法を考えたときに、まずチッパーがあがってきたわけです。そして剪定枝を回収して、このバ

イオマスセンターで、どう確保するかということでありますけども、おっしゃるとおり、大変、

集めたりなんかでコストがかかると思います。これはまだまだ研究をしなければならない点が

たくさんあると思います。 

 それから、その前に笛吹川とか、いろんな河原のヤナギであるとか、あるいはニセアカシア、

これも切りました。国土交通省で大きな機械を持ってきて、大変な量だったというふうに私は

記憶しておりますけども、公募をかけました。３日、４日経たない間にあそこは全部、きれい

になりました。ということは、それだけ有機肥料に対するニーズはたくさんあるというふうに、

私は思いました。 
 そういったことも含めまして、たしかにご心配するように、収集をするということは非常に

大変です。しかし、これをなんとか、できれば、私の一番の理想的にはそれぞれが、５人１組

でチッパーを買ってやっていただけるのが一番いいと思います。しかし、今、考えていますの

は、それのできないお宅に対してどういう対応をしていくか。こういうことの１つに、このバ

イオマスセンターを活用したらどうかというふうに考えているわけです。ご理解を賜りたいと

思います。 
〇議長（小林始君） 

 関連質問を終わります。 
 一般質問を続けます。 
 ７番、渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 一般質問をさせていただきます。日本共産党の渡辺正秀です。 
 未曾有の大震災、原発事故の被災者に心からお見舞い申し上げます。被災者支援、復興支援

は今後、長期にわたる全国民第一義的課題だと思います。 
 さて、この未曾有の出来事に際し、国民一人ひとりにおいても、そして行政においてもこれ

までのやり方や考え方について、大きな反省や変化が生まれております。絆、競争より共生、

協働を大切にする心の変化、暮らし方や価値観、結婚観まで変わってきたといわれております。

自治体においては、自治体間競争より、まず安全・安心を柱に市民生活を守ることが最優先課

題であると、こうした認識、再認識が進んでおります。原発問題について、私たち日本共産党

は未完成の技術で、極めて危険だと指摘してきました。すなわち、原理的に暴走の制御が困難。

放射性、核廃棄物処理技術の未確立。さらに大地震・大津波で全電源喪失、冷却気機能喪失、

炉心溶融が起こることを具体的に指摘して、原発の廃止を訴えてまいりました。 
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 ところが、こうした指摘を黙殺して、安全神話を振りまいてきたのが日本政府でした。そし

て安全神話を振りまいてきた人々の多くが今また、安全技術が確立されていないにもかかわら

ず、防波堤など安全対策をとれば再稼働ＯＫなどと、新たな安全神話を振りまいているのであ

ります。私たちは核反応と放射能の完全のコントロール、それから放射線廃棄物の処理技術が

完成するその日まで原発は廃止すべき、エネルギー政策を抜本的に転換せよと訴えます。 
 未曾有の危機に際し、これまでのあり方をあらゆるところで深く反省し、検証することが必

要ではないでしょうか。まず今回の事態に際し、市政運営に関して特に思うところがあれば、

伺いたいと思います。 
 ２つ、まともな説明もできず、その結果、市民の理解も得られない不要不急な事業はやめる

べきだと、これまでも主張してきました。多機能アリーナなど大型事業については本当に必要

か、目標どおりの成果が得られるのかどうか、精査し直すべきだと考えますが、いかがでしょ

うか。 
 ３、市内避難者への支援予算の執行状況、震災復興業種への支援予算の執行状況はどうか。

改善の必要がないか、伺います。 
 ４、防災対策に関して、緊急車両の進入路改良の必要性、液状化想定区域の指定と対策、指

定避難所とアクセスについての問題点は何か伺います。 
 第１問でございます。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。 

 答弁を、山下総務部長。 

〇総務部長（山下真弥君） 

 渡辺正秀議員の一般質問にお答えいたします。 

 はじめに未曾有の出来事に際し、市政運営に関して思うところについてお答えいたします。 

 ３月１１日に発生いたしました大規模地震およびその後に発生した大津波、またこれによる

福島第１原発の放射性物質の拡散事故など、発生後２カ月半以上を経過した現在も、今なおそ

の爪あとはテレビ等の画面を通して生々しく残り、その収束の見通しさえ見えておりません。 

 こうした状況を目の当たりにし、また従来の災害予想が根底から覆される様子を見ますと、

近い将来、東海地震が予想される中で、市民が安全・安心に暮らせるまちづくりをさらに推進

すべきであると痛感するところであります。また、大規模災害に見舞われたときを想定した場

合、避難所等での住民への対応や率先しての復興業務など、市職員の防災教育の必要性を強く

感じたところでもあります。 

 今後これを教訓とし、災害に備えた各種の見直しを行うなどの対策を進めてまいりたいと考

えております。 

 次に大型事業については、精査し直すべきであるがとのご質問についてであります。 

 今回の大地震では津波の被害に加え、原子力発電所の事故が発生する中、復興の道筋が不透

明な状況であり、復興のためには多くの支援が必要であると考えております。また支援には、

災害発生時の応急対応から長期的な復興を見据えたものまで、さまざまな形態がございます。 

 本市においても、多くの被災者を受け入れており、被災地への支援も併せ、できる限りの取

り組みを実施しているところであります。さらに、今後の復興のためには、国全体の活力が必

要であり、そのためには、地域の活性化は欠かせないものと考えております。 
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 したがいまして、多機能アリーナ建設事業などの大型事業につきましても、地域活性化のた

め、引き続き取り組んでまいりたいと存じます。 

 次に支援予算の執行状況についてのご質問のうち、市内避難者への支援予算の執行状況につ

いてであります。 

 本市に避難されている方は、６月３日現在１７６名で、その多くが福島県からの避難者であ

りますが、本市といたしましては、公営住宅の提供、水道料の減免のほか、支援対策本部を設

置しての支援体制づくりに取り組み、社会福祉協議会や市民ボランティアの皆さまと協働して

救援物資支援センターを設置するなどの支援を行ってまいりました。 

 災害対策関係の予算につきましては、平成２２年度末の対応として、予備費の充当をさせて

いただきまして、被災地への救援物資支援経費とともに避難された方々への支援経費として、

市営住宅等への入居に際し必要となるガステーブル、照明器具の提供などに充てさせていただ

きました。 

 平成２３年度につきましても、今議会で補正予算を計上させていただいておりますが、臨時

的対応といたしまして予算の流用を行い、避難者支援のための布団、ガステーブルの購入経費

のほか、救援物資支援センター設置に関わる経費に充てさせていただいております。 

 今後の支援につきましては、今議会において生活支援事業についての補正予算をお願いし、

避難者の皆さまの避難生活について、支援をしてまいりたいと考えております。 

 また、宿泊施設被災者受け入れ事業につきましては、東日本大震災に伴い、災害救助法の適

用を受けた地域に居住し、避難所および被災地で生活を行っている方を対象に、市内宿泊施設

のご提供、ご協力をいただく中で実施しております。 

 平成２２年度の補正予算で１億６千万円を計上させていただき、平成２３年度に明許繰越を

行ったところであり、５月末現在の利用状況は申請者数２４８名、延べ宿泊者数２,３３６名、

補助金額は約９００万円を支出しております。 

 なお、山梨県において４月１１日から５月１０日までの１カ月間、笛吹市と同じ制度の被災

者宿泊施設受け入れ事業を実施いたしましたので、この間につきましては、県の補助金制度を

適用し実施いたしました。 

 今後も一時的な宿泊支援が被災地の皆さまの心身を癒し、復興に向けての一助となるよう継

続してまいりたいと考えております。 

 また、震災不況業種への支援予算の執行状況についてであります。 

 本年３月の臨時議会において、ご議決いただきました笛吹市商工振興災害対策資金貸付制度

については、今回の震災に伴う業績の悪化が多くの業種に影響を及ぼすことから、市内の事業

者が金融機関からの融資を受け、商工業の円滑な経営と被雇用者の生活の安定を図るものであ

ります。 

 金融機関からの報告によりますと、５月２７日現在において、受付件数は１１５件であり、

協議済み件数は８６件であります。また、すでに融資予算額は６億２千万円を超えており、１０億

円の融資枠を埋めてしまうほどの状況下との報告を受けております。 

 また、改善の必要性については、現状における融資希望が多いことから、本定例会において

補正予算を計上する中で、信用保証協会への寄託金の増額をお願いし、融資枠の拡大を図りた

いと考えております。 

 続きまして、防災対策に関してについてのご質問ですが、道幅の狭小な生活用道路について
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は緊急車両の進入路であることも考慮し、市の土木事業として拡幅改良整備を進めております。

また、道路隅切りの協力や住宅建設の折のセットバックの協力をいただき、道路幅員の確保を

進めております。 

 市内の液状化につきましては、山梨県東海地震被害想定調査報告によりますと、笛吹川、日

川、金川の各沿岸の地域に液状化の可能性があると公表されております。建築基準法の基準に

より、液状化しやすい地盤における建築物等の建設にあたっては、調査と地盤改良や基礎杭の

打設などの工法により、対策を実施していただきたいと考えます。 

 災害発生直後には各地区で一時避難所に集まり、その後、市の指定避難場所である公共施設

や地区公民館など、市内３５カ所に避難いたします。震災時の避難においては徒歩が基本であ

りますが、介助を必要とする避難者などにつきましては、状況に合わせた避難方法になります。 

 防災訓練等において、地区自主防災組織により避難順路の安全確認や通行困難な場合の別の

経路などについても、実際に歩かれまして、地区の方々で繰り返し確認をしていただくなど被

災時の冷静な行動につながる指導を行ってまいりたいと考えております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 災害対策資金貸付金事業についてでございますけども、融資枠を大きく突破しそうだという

ことで、震災不況の深刻さとともに、この制度が大きな役割を果たしていると感じております。

中小企業の倒産や廃業が相次いでおります。景気が上向いてきたと思った矢先、震災の影響で

受注は激減、税金が納められなくなった。ここを乗り切れれば続けられるんだが、融資が受け

られない、こういう訴えがいくつか寄せられております。１期でも２期でも税金の滞納があれ

ば、融資は受けられないという条件はあまりにも厳しすぎるのではないか。こういう震災の不

況という特殊な状況のもとで、融資の対象をぜひ広げていただきたいと、この点で１期でも、

２期でもというところについて、広げていただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 豊角産業観光部長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 災害に伴います融資の貸し付けになりますが、先ほど答弁で申し上げましたとおり、１０億

の枠を超えるいきおいでの申請件数が増えております。これにつきましてはいくつかのルール、

決めごとがございまして、その中には税の完納というものがあります。この部分を本当に多く

の業種、また多くの方が融資を受けているという状況下でございます。当然ながら、前々から

の、全体的なリーマンショック以降からの経済不況に伴っての税の滞り、滞納がある方につい

ても、さらに追い討ちをかける災害発生だったわけですが、これについては、やはり金融機関、

それから信用保証協会が中に入るということで、非常に厳しい審査過程がございます。その中

で、１期、２期、金額に捉われず、税の完納というものが条件になっておりますので、私ども

の予算の中で、お金を貸し付けるのではなく、信用保証協会の金融機関のほうで貸し付ける制

度になっておりますので、そのへんについてはご承知置きいただきたいと思います。 
 以上であります。 
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〇議長（小林始君） 
 渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 承知しているつもりですが、金融機関がチェックということでは、そちらがやるわけですか

ら、市の条件として、こういう緊急な事態に１期、２期という問題を外すという必要はないと

思うんですが、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） 

 その問題につきましては、何人かの業界からご質問をいただいております。今、流れとして

は、いわゆる分納返済計画というものをきっちりおつくりいただいて、そういったものがお互

い認められれば、そのへんぐらいの拡大はしようというような話を詰めております。できれば、

できるだけそんな方向で考えていきたいと思いますけども、今、部長が答弁させていただいた

ように、原則的には駄目なんですけども、例えば一番最後、３期目が納めていなくて、それが

駄目だというのはやっぱり。そこまでしっかり健全経営をやってきて、ここへきて経済状況が

ちょっと変わって、ここが詰まっているというくらいのところはなんとか助けてあげたいなと

いうような思いで、今、そのことを検討させていただいておりますから、よろしくお願いした

いと思います。 
〇議長（小林始君） 

 渡辺正秀君。 
〇７番議員（渡辺正秀君） 

 積極的な検討と周知をお願いします。 
 浸水想定地域で富士見小学校から南西方向、砂原、井戸、東油川などには指定避難所が１カ

所もありません。現地を歩いてみたけれども、平屋住宅がかなり多く、まわりには避難できる

高台や２階建て、３階建て、避難所も見当たりません。地域防災計画によりますと、これらの

地域の住民については、早めに笛吹川左岸に誘導と書いてあると思います。ところが道路も浸

水の見込みで、一体どうやって数千人の住民を避難させるのでしょうか。こうした地域に安全

な避難所を設置、あるいは指定すること。アクセスを確保することが緊急課題だと思いますが、

どのようにする考えか伺います。 
〇議長（小林始君） 

 山下総務部長。 

〇総務部長（山下真弥君） 

 大水害の想定の場合の避難の場所だというふうに考えておりますが、先般、ハザードマップ

を配布させていただきまして、その中に避難所の設定もございます。あの避難所につきまして

は、本市としましても大水害ではなくて、大地震を予想した避難所になっておりますけども、

今回、総合的な見直しの中で、水害のほうについての避難所についても検討させていただきた

いというふうに思います。 
 基本的には水害の場合には津波よりは、少し時間的な余裕がございます。したがいまして事

前の避難訓練、あるいは避難の時期の設定の確認等々を事前にやっておけば、かなり解決でき

る部分があるかと考えておりますけども、いずれにしましても、例えば３階、４階の建物があ
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れば、その地区内でアパートの持ち主、あるいはビルの持ち主と検討していただいて、いざ、

そういう場合には、避難所として使えないかというような協議を事前にとっていただくという

ことも１つの案かなというふうに考えておりますけども、市としましても、そのことを含めて、

さらなる検討をしていきたいというふうに考えております。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 実際に床上浸水でも、これは道路も駄目になりますから、時間の余裕があるといっても、結

局、動きがとれないと、こういうことになると、私、感じて歩いてきました。ぜひ具体的な対

策を、これは緊急だと思います。 
 次に多機能アリーナ建設を地域防災拠点と新たに位置づけましたが、その周辺にはなごみの

湯、石和高校など、いくつも避難可能な場所がございます。防災の緊急課題をいろいろござい

ますが、後回しにし、地域防災計画を歪めるという中身になっているんではないかと。多機能

アリーナ建設の説明は、前の健康づくりの拠点、日本一医療保険の安い市にする。市民の一体

感が醸成される。いずれもまったく根拠のない説明だと私、感じました。地域防災拠点という

説明、私には単に防災の緊急課題がある中で、博物館周辺になぜ新たに地域防災拠点が必要な

のか理解できません。私にも市民にも分かるように説明していただきたいと思います。 
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） 

 渡辺議員の市民の皆さんも理解できるような説明をということでございますけども、具体的

にはただいま、基本設計業務を進めておりまして、その中で、防災拠点としての機能をどこま

でつくっていくのかということは検討してまいります。 
 現在の状況でございますけども、飲料水兼用の防火水槽の設置、それから備蓄倉庫の設置、

それからへリポートの設備も可能かどうか。それから避難施設、仮設住宅等々、それからアリー

ナそのものを第１次避難場所に使った場合のプライベート空間と共同空間のあり方、それから

停電に至る設備の点灯等と、幅広く防災拠点機能として検討してまいる考えであります。現在、

進めておりますので、基本設計業務終了時に、ある程度の防災機能を整えることができるとい

うものを市民の皆さまにお示しをしながら、ご理解をいただきたいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 先ほど話したように、避難所の関係については、もう避難しようにもできないところがある

と。こういう問題がまず優先ではないか。私としては、前に、体育館を右岸のほうに造っていっ

たらどうかという提案もしましたけども、問題はそういうところではないかと思います。 
 時間がございませんから、次の質問に入ります。 
 特定の特別職の政治活動についてであります。 
 まず公平委員の政治活動について、地方公務員法９条の２、第１２項および第３６条で公平
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委員は政治的団体の役員であってはならないことが規定されておりますが、市長の後援団体で

あり、きらめき７２の境川支部長が違法にも市長によって公平委員によって選任されてきまし

た。この件について、議会および市民に対する市長の弁明を求めたいと思います。 
 公職選挙法で特定公務員の政治活動が制限されておりますが、選挙管理委員や会計検査官な

どについては、政治活動の自由と仕事の公平性の確保を秤にかけると、この制限は当然ではな

いかと思います。監査委員は法的には政治活動の制限は受けませんが、国における会計検査官

と監査の任に当たるということでは共通でございます。監査委員の公平・普遍性を担保するた

めには、市長は自分の応援をする選挙活動を行った者を監査委員に選任することは控えるべき

だと思いますが、いかがでしょうか、お答えいただきたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、荻野市長。 

〇市長（荻野正直君） 

 渡辺議員の第２の質問であります。 

 まず、私の後援会 境川支部長を公平委員に選任したことであります。 

 浅学非才という言葉がありますけども、まさに私はそのとおりだということを、さらに改め

て痛感した次第であります。地方公務員法に抵触するという認識が、この時点ではまったくな

かったわけであります。したがいまして、このようなお騒がせをさせてしまったことについて、

深くお詫びを申し上げます。過日の全員協議会の中でもお詫びをさせてきましたけども、この

場をお借りして、深く反省していることをお伝え申し上げます。 

 次に監査委員の選挙活動についてでありますが、監査委員は選挙運動を禁止されている公務

員でないことは今、議員のお話にもありましたとおりであります。選挙運動につきましては、

それぞれのお考えに委ねているところが大であります。 

 また、監査委員の選任については、深い見識をお持ちで、なおかつ人格、高潔な人材を登用

しているところであります。そのへんをしっかり精査しながら、これからも進めていきたいと

思います。よろしくお願いいたします。 

〇議長（小林始君） 
 渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 公平委員の選任について、謝罪をしていただきました。この問題は法律の条文以前の問題で

す。公平委員会は、今日の人事に対する不服申し立て等について採決を行う、裁判所のような

任務を持っているところであります。その公平委員が市長の後援会役員では、採決の公平性に

疑問が持たれるのは当然です。私は公平委員が市長の後援会役員ではおかしい。そう思って、

読み直してみたんです。そうしたら、やはり法律でも禁止されていたということです。市長は

公平委員が自分の後援会役員ではまずいとは思わなかったのか、伺います。その方は後援会役

員を辞任したということですが、逆ではないでしょうか。資格がないのは後援会役員ではなく

て、公平委員の資格がないのであります。市長はその方に後援会役員ではなく、公平委員を辞

めていただくようにお話しすべきではないでしょうか、伺います。 

 もう１つ、選任にあたって政治活動、所属政党の調査はしてあるでしょうか。同一政党に所

属している公平委員はいないでしょうか、このことを伺います。 
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〇議長（小林始君） 

 荻野市長。 

〇市長（荻野正直君） 

 まず公平委員の中で同一政党に入っている者はいないか、これはございません。 

 それから公平委員の選任でありますけども、今、お話がありましたように、支部長を辞めな

いで公平委員を辞めろと、こういうふうなご提案だと思いますけども、このへん大変、私も悩

みました。と申しますのは、やはり公の職に就いていただくときには、直接、私が行ってお願

いをしたわけではありませんけども、それなりの手続きを踏んで、この方にお願いを申し上げ

てやっているわけであります。支部長は、それぞれの地区から選任をされてきているわけであ

りますから、市のほうからお願いをした方に、私が行って辞めてくださいというのは、こちら

側の手落ちでございますから、ちょっと私にはできなかったというのが現実であります。 

 以上であります。 

〇議長（小林始君） 
 渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 答弁漏れがございます。 

 法律以前の問題ではないかという質問。公平委員が市長の後援会役員ではおかしいと。まず

いと思わなかったのかという。 

〇議長（小林始君） 

 荻野市長。 

〇市長（荻野正直君） 

 そういうことが私の中でそういう認識であれば、おそらく選定はしなかったと思います。そ

の時点においては、そういうことは考えられなかったと、こういうことであります。 

〇議長（小林始君） 
 渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 考えられなかったで済む問題ではないわけですけども、見識ということも問われると思うん

ですが、公平委員にはどのような資質が必要か、この点も指摘せざるを得ません。地公法９条

の２第２項で人事行政に関し識見を有する者としております。どういう法律に精通していなけ

ればならないか。第１に地方公務員法でしょう。そこの方は、言葉が悪いですが、この地方公

務員法に違反する人事を受け入れたのであります。市長は資格だけではなく、資質もない方を

公平委員に選任したということにはなりませんでしょうか、伺います。 

〇議長（小林始君） 

 荻野市長。 

〇市長（荻野正直君） 

 先ほどから申し上げているとおり、選任したことに対しての責任は十分に感じておりますけ

ども、やはり私一人の人選では問題があるということで、議会にもお諮りして選任をいただい

ているわけでありますから、その流れの中で、これからも進めていきたいなと思います。 

 以上であります。 
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〇議長（小林始君） 
 渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 議会に責任あるというのは、非常に酷だと思います。というのは、その選任の条件について

調べたことが報告されていないわけですから。公平委員会の公平性を担保し、職員、市民の公

平委員会への信頼を回復するため、引き続き適正な対処を求めていく決意です。特別職の選任

については、市長のやり方は公平な監査や人事不服申し立ての採決を任務とする特別職まで自

分の応援団で固めるというものです。市としては監査委員、公平委員に率直かつ厳正な指摘を

求めるような市政であってほしいと、こういうことを切望いたしまして、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、渡辺正秀君の一般質問を終了いたします。 

 関連質問を許します。 

 亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 

 渡辺議員の防災対策に関しての関連質問をいたします。 

 この防災対策に対して、この大震災を受けて改めて支所の役割、また支所のあり方というこ

とについて質問したいと思います。 

 私ども日本共産党は地域の活性化のため、それから地域住民のためにも支所は縮小ではなく

て、きちんと充実すべきだということを主張してまいりました。地震や津波というのは天災で

すけども、その天災を受けて、どのような災害が起こるのか。そしてどのような対応ができる

のかということは、やっぱり日ごろ、どのような行政をしているのかということに大きく関わっ

てくる問題だというふうに思っております。 

 そうしますと、今回の震災を受けて、やっぱり支所をきちんと充実していくということは、

ますますこれから必要になってくるんではないかというふうに考えています。今回の震災につ

いては、避難ということまではいかなかったですけども、もし避難ということになってしまえ

ば、住民に顔の見える、支所の職員の顔が見える、そのような避難が一番、住民も安心してい

られるんではないかなというふうに考えております。 

 この大震災を受けて、この支所のあり方、支所の役割というのをどのように考えることになっ

たのか、改めてお伺いします。 

〇議長（小林始君） 

 山下総務部長。 

〇総務部長（山下真弥君） 

 関連質問にお答えをいたします。 

 支所のあり方が今回の大震災を受けて、どのように変わったかというご質問でございますけ

ども、基本的には今、支所のあり方については、今後、検証しなければいけない課題がいくつ

か出てきているというふうに思います。被災地の現場の様子を見ても、どういう形で避難誘導

が必要なのか。あるいは、どういう形で安否確認が必要なのか、さまざまあるかと思いますけ

ども、いずれにしましても各旧町村ごとにありました支所、これについて、どのくらいの人数

の配置、それから建物としてはどういう建物が必要なのか、それぞれ確認をしながら、今後の
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対策を考えていきたいというふうに思います。 

 以上です。 

〇議長（小林始君） 

 亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 

 毎日、報道されるニュースを見ましても、あそこの大震災においては、自治体の職員がかな

り被災されて亡くなったり、自分自身も被災にあったりということで、大変、職員が足りない

という状況が日々報告されておりました。先ほど総務部長は職員にも防災教育の必要性を感じ

たというふうにおっしゃっておりましたけども、ただ防災教育だけではとても足りないという

ふうに思います。支所の職員ももちろんですけども、こういった場合、きちっと市民に対応で

きる職員の確保というのも大変、大事ではないかなというふうに考えています。 

 集中改革プランで、ずっとこのところ、支所の職員も、それから本庁の職員もずっと減らさ

れて続けてきましたけども、やっぱりそういう見直しが今、迫られているんではないかなとい

うふうに思っておりますけども、その点について見解をお願いします。 

〇議長（小林始君） 

 山下総務部長。 

〇総務部長（山下真弥君） 

 先ほども申し上げましたとおり、この支所にはどのくらいの人が必要なのか。それから数だ

けではなくて、どのような質の職員が必要なのか。防災に対する教育の必要性も感じたところ

でございますので、数と、その質について、再度、見直しを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） 

 亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 

 ぜひとも縮小の方向ではなくて、充実の方向の検討をお願いしたいと思います。 

 あと１点、指定避難所とアクセスのことについて、お伺いいたします。 

 私ども春日居の支所と境川の支所を訪問しまして、全体的な防災のことについても職員から

伺ったところです。境川のところでは浸水地区があるわけですけども、そこの地区から避難所

までの避難の方法として、ボートをぜひ購入してほしいという要望がなされていた、買ったん

ですかね、そこまではちょっと確認できませんでしたけども、そういう要望もありました。例

えば、先ほどの石和町富士見地域は２メートルから５メートルの浸水地域になっておりますよ

ね。何年か昔は避難用に各戸にボートとか舟があったそうですけども、しかし２メートルとか

５メートルの浸水になると、大変唐突かもしれませんけども、大坪地区のような避難のための、

そういう船とかボートなんかも必要になってくるのかなというふうに思うんですけども、その

点についての見解をお願いします。 

〇議長（小林始君） 

 山下総務部長。 

〇総務部長（山下真弥君） 

 ボートの整備というか、配備ということでしょうが、私たちが役場職員になったころには、

まだボートが軒先にあった地区が、富士見地区を中心にございました。長年の歴史の中で、そ
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ういうものが必要だったためにあったかなと思いますが、今回の大地震、大災害に際しまして

は想定外ということがよく言われておりますけども、ご指摘のことにつきましては、また帰り

まして、検討させていただきたいというふうに思います。 

 以上です。 

〇議長（小林始君） 

 よろしいですか。 

 （はい。の声） 

 関連質問を終わります。 

 ここで、暫時休憩いたします。 

 ３時４０分といたします。 

休憩  午後 ３時３０分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ３時３９分 
〇議長（小林始君） 

 再開いたします。 
 一般質問を続けます。 

 １９番、中川秀哉君。 

〇１９番議員（中川秀哉君） 

 公明党の中川秀哉でございます。 

 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。 

 １問目、先進自治体に学ぶ笛吹市介護支援ボランティアポイント事業の早期導入を求むです。 

 平成１９年５月に厚生労働省が高齢者の介護予防の取り組みとして、介護支援ボランティア

の活動を市町村が実施することを認めました。これを受けて平成１９年度に東京都稲城市、東

京都千代田区が、また平成２０年度には東京都世田谷区、八王子市などが介護支援ボランティ

アポイント事業を開始したところでございます。 

 この制度の特徴といたしましては、１に介護保険制度の中の地域支援事業として、介護保険

料２分の１、また国・県・市、それぞれ２分の１、４分の１の予算を財源として実施されるこ

とです。 

 ②として、ボランティアは６５歳以上の元気な市民が登録することができると。 

 ③に、高齢者のボランティア活動が高齢者ご本人の介護予防、健康維持の促進やご本人の社

会参加・地域貢献を通じた生きがいづくり、ならびにボランティアを受け入れる施設の地域と

のつながりの深まりや施設利用者の生活をより豊かにすることなどが期待されています。 

 本件につきましては、平成２１年笛吹市議会６月定例議会で、渡邉清美議員が一般質問をし

ておりますけども、今回さらに一歩進んで笛吹市介護支援ボランティアポイント事業として、

早期導入に向けて、次のとおり質問させていただきます。 

 １、高齢者福祉計画・第４期介護保険事業計画、その中で元気高齢者の生きがいづくり支援

の中で、平成２１年から平成２３年計画で、高齢者ボランティア活動の支援の具体的な取り組

みはどのようになっているか。 

 ２としまして、同事業に対する介護支援関連のボランティア団体や関係機関、介護サービス

事業者等との研究などの取り組みについて。 
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 ３として、同事業の早期導入に向けて、今後の課題と取り組みについてお伺いいたします。 

〇議長（小林始君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、中川保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（中川啓次君） 

 中川秀哉議員の一般質問にお答えいたします。 

 本市の高齢者人口は、平成２３年３月末現在１万７,０３０人、高齢化率は２３．９％で、

前年同期と比較しまして１８２人増加し、高齢化率も０．２％の増となっております。また、

介護認定を受けている高齢者は２,５６７人で、高齢者全体の１５．１％となっており、６．

６人に１人が介護認定を受けているという状況であります。高齢化とともに心身の機能の衰え

が目立ってくることから、７５歳以上の高齢者が介護認定者の９０％以上を占めております。 

 本市における介護保険の認定者・利用者は年々増加を続け、その給付費についても年々増加

しているところであり、介護保険給付費の抑制については大きな課題でもあります。 

 その中で、介護支援ボランティアポイント事業につきましては、介護保険制度の地域支援事

業として、平成１９年度から介護保険特別会計予算の中で取り組みができるようになり、元気

な高齢者が介護保険を利用することなく、高齢者の社会参加活動として、介護支援ボランティ

ア活動を行うことで一定のポイントが付与され、そのポイントをお金に還元することで、みず

からの介護保険料に当てることができ、元気高齢者の生きがいづくりの１つとして全国的にも

広まりつつあります。 

 高齢者の方々が介護保険を利用することなく、地域でいつまでも安心して、元気に生活して

いくためには、地域全体でさまざまな形で支え合うことが重要であり、これまでも介護予防事

業として、元気高齢者の社会活動参加を支援してきたところであります。 

 ご質問の高齢者福祉計画・第４期介護保険事業計画における、高齢者ボランティア活動の支

援の具体的な取り組みについてですが、社会活動に参加できる高齢者を増やし、さまざまな市

民活動の主体として活動する高齢者の支援として、シルバーボランティア養成講座をスコレー

大学に組み入れ、傾聴ボランティアの育成、地域活動リーダーの養成、施設介助ボランティア

の養成講座の開催や高齢者がみずからの健康維持と併せ、高齢者への介護予防・健康体操指導

を行うシルバー体操指導員養成講座等を実施しているところであります。 

 今年度はさらに一般高齢者事業として各地区で実施しています、やってみるじゃん介護予防

事業の１つとして自主運営ができるよう、高齢者を中心とした協力者の養成講習を実施するこ

ととしております。 

 次に介護支援ボランティア団体・介護サービス事業者等との研究取り組み状況についてのご

質問ですが、市内の介護保険事業者の皆さまには、笛吹市介護保険事業者連絡会を通じて、定

期的な情報交換を行っているほか、施設等でのボランティアとの関わり等についてアンケート

を実施したほか、秋以降には具体的な介護支援ボランティアの受け入れに向けての事業者向け

講習会等、協議を進めていくこととしております。 

 次に、介護支援ボランティアポイント事業の導入に向けた取り組みについてのご質問ですが、

今議会におきまして、介護支援ボランティアポイント事業の実施に向けた補正予算を計上させ

ていただいたところでもあります。 

 具体的には、国から経済対策予算として各県に交付された地域支え合い体制づくり事業の県
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の基金を活用して取り組みを行うこととしており、市内各種ボランティア団体を統括しており

ます市社会福祉協議会と連携して、今年度中にポイントを付与および還元する運営の仕組みづ

くりや介護保険事業者との調整、そしてボランティア養成のための講座の開催等を計画し、来

年度当初からの円滑な運営ができますよう、進めてまいりたいと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 

 中川秀哉君。 

〇１９番議員（中川秀哉君） 

 ありがとうございました。それでは、再質問させていただきます。 

 今、答弁にもございましたが、今後、笛吹市が目指す、この介護支援ボランティアポイント

事業の具体的な内容をもう少し詳しく、どのような状況になるのか、お伺いしたいということ

と、先ほど答弁にもありましたが、活動の管理運営の窓口、また実際、その介護支援を受ける

サービス事業者の選定等々について、市当局にお伺いいたします。 

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） 

 中川秀哉議員の再質問でございますが、今後の介護支援ボランティアのポイント制度の内容、

それから管理運営窓口、さらに介護サービス事業者の選定についてというご質問でございます

が、介護支援ボランティアのポイント事業につきましては、６５歳以上の高齢者が介護施設等

でボランティアを行うことで、介護保険未利用者の介護保険料の負担軽減と高齢者が社会貢献

活動を行うことで、生きがいづくりを目指すというふうなところでございますが、今回、補正

予算を計上させていただき、お願いしておりますのは、具体的にはボランティア事業の窓口と

して社会福祉協議会が長年、実績を積み重ねていただいておりますことから、実際の運営にあ

たっては、社会福祉協議会のほうに委託をさせていただきまして、今年度から来年度の運営に

向けて準備を進めていきたいというふうに考えているところでございます。 

 そのほか具体的なポイントの付与の方法でありますとか、ポイントの還元額、それから還元

方法、事業所のボランティアの受け入れのための講習会等は行っていくということで、内容的

は計画をさせていただいております。 

 また市のほうでは、高齢福祉課が相談窓口として対応していく中で、ポイントの還元につき

ましては、市で直接、行っていきたいというふうに、今のところ考えております。市内の介護

保険事業者との調整等もその中で行っていきまして、介護保険事業者については、市内の保険

事業者でボランティアの受け入れの対応ができるところとできないところが、現状の調査の中

でも出てきておりますので、できるだけ受けていただくようなことで、講習会等も考えており

ますが、事業所の種類といたしましては特別養護老人ホーム、それから老人保健施設、短期入

所宿泊施設、さらにデイサービス施設等がこの対象になってくるのではないかというふうに考

えているところでございます。 

〇議長（小林始君） 

 中川秀哉君。 

〇１９番議員（中川秀哉君） 

 続きまして２問目といたしまして、実際、ボランティア活動をこれからされる、市内の介護
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支援関連のボランティア団体や、また関連機関、そして介護支援を受ける介護サービス事業者

等々を選定してやれる場合に、今後どのような課題と問題点があるのか、もし、ありましたら

お伺いしたいと思います。 

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） 

 ただいまの質問の介護支援関連のボランティア団体、介護サービス事業者からどのような課

題、あるいは問題点があったかというようなご質問でございますが、ボランティア組織の窓口

となっております社会福祉協議会からは既存のボランティア活動では、金銭的なものは基本的

には得てないということでございますので、介護保険事業者に関わる部分でお金が受け取れる

ことで、ボランティア活動者の意識のずれが生じないか、不安な点はたしかにあるようでござ

います。 

 全国的にも実施している市町村は多くなってきていることから、これに対する講習会や説明

会等を行いまして、できるだけ混乱なく実施していけるように進めていきたいというふうに考

えております。 

 介護サービスの事業者のほうでございますが、積極的にボランティアの受け入れをしたいと

いう事業所と高齢者のボランティア受け入れの対応の、利用者の介護等で手一杯なところの事

業者もあるというふうなことでございますので、このへんのところにつきましては、調整をす

る中で、先ほど申し上げましたように、事業者への説明、あるいは講習会等も綿密に行って、

できるだけ受けていただく事業者を増やしていきたいというふうに考えております。 

〇議長（小林始君） 

 中川秀哉君。 

〇１９番議員（中川秀哉君） 

 ありがとうございました。 

 ３問目といたしまして、今後、笛吹市が目指す介護支援ボランティアポイント事業というの

を活用いたしまして、市の介護保険の負担軽減の方法につい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） 

 中川保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（中川啓次君） 

 介護保険の負担軽減という、３つ目のご質問でございますが、元気な高齢者が社会貢献活動

として、介護支援ボランティア活動に取り組むことで高齢者の生きがいづくりともなることに

なりますので、ボランティア活動がさらに活発になることで、地域でいつまでも元気な高齢者

が増えてくるのではというふうに考えているところでございますが、地域等へ出ていくことで、

おおぜいの人々とのつながりができ、これによって仲間づくりも出てくるんではないかという

ふうに考えております。 

 ボランティアの取り組みの中で目的を持つことで、認知症の予防にもつながりますし、介護

保険の負担軽減の一助となってくるんではないかと、間接的につながってくるんではないかと

いうふうに考えているところでもございます。 

 将来的には、高齢者への支援というところだけではなくて、幼児や児童等、幅広い世代への
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ボランティア支援がこれによって、さらに自主的に広がっていくような支援も行っていきたい

というふうに考えているところでございます。 

 以上です。 

〇議長（小林始君） 

 中川秀哉君。 

〇１９番議員（中川秀哉君） 

 ありがとうございました。 

 今、お伺いする中で、この介護ボランティアポイント制度、これを利用することによりまし

て、介護保険料の個人の負担の軽減につながるというものでございます。これは先進地、稲城

市の状況も確認させていただく中で、かなり具体的に進んでいる状況も伺っております。ぜひ

早急な取り組みをお願い申し上げます。 

 続きまして、２問目に移らせていただきます。 

 子育て支援のため、笛吹市ブックスタート事業の早期導入を求めるでございます。 

 このブックスタート事業につきましては、すでに県内外の多くの自治体で推進されている事

業でございますが、保護者が子どもと直接向き合い、幼いときから絵本の読み聞きをして、子

どもの感性や想像力を豊かに育てる時間がつくれるような絵本を手渡しで贈り、赤ちゃんの成

長を温かく見守る子育て支援事業であります。また乳幼児期から読書に親しみ、読書を習慣と

して形成していくことは、家庭や地域での取り組みが大切であり、また読書活動推進の重要な

基盤であると考えられます。 

 しかし、読み聞かせ事業等々進む、この笛吹市におかれましては、ブックスタート事業とい

うものは他の自治体とは異なり、この絵本を贈呈するということは行わず、お伺いするところ

図書館の司書から参考リストの配布を行っているとお伺いいたしました。笛吹市のブックスター

ト事業の考え方をお伺いする中で、幼少期から読書活動推進を求めるために、以下、次のとお

り質問をさせていただきます。 

 １番目といたしまして、甲府市では出生届を出した世帯を対象に、市立図書館から絵本を１冊

贈呈する事業を平成２１年度から、約１７０万円の予算で実施しているとお伺いしております。

合併より市全域での乳幼児出生人口の推移について、お伺いできればと思います。 

 ２番目といたしまして、さらに近隣の山梨市等では平成１４年から始まり、平成２１年度に

セカンドブックスタート、さらに本年度からはサードブックスタートを実施されていると伺っ

ております。この笛吹市として、この絵本の贈呈ではなくて、このリストをお配りするという

ことはどのような要因があるのか、お伺いさせていただきます。 

 ３つ目といたしましては、このブックスタート事業、ぜひ笛吹市でも導入ができないかとい

うことをお伺いするにあたりまして、課題がありましたらお伺いして、質問を終わります。 

〇議長（小林始君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、仲澤教育部長。 

〇教育部長（仲澤和朗君） 

 中川秀哉議員の一般質問にお答えいたします。 

 はじめに、合併からの乳幼児出生人口の推計について、お答えいたします。 

 合併後における乳幼児の出生人口につきましては平成１７年度が６２０人、１８年度が
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６８０人、１９年度６１４人、２０年度５９８人、２１年度６２４人、２２年度６３０人が誕

生しており、この６年間での平均出生人口は６２７人となっております。今後につきましても、

同程度の出生で推移するものと思われます。 

 次に絵本のプレゼントではなく、配布リストとする要因は何かとのご質問にお答えいたしま

す。 

 ブックスタート事業は、赤ちゃんとその保護者に絵本や子育てに関する情報などが入ったブッ

クスタート・パックを手渡し、絵本を介して心触れ合うひとときを持つきっかけをつくる活動

として、１９９２年に英国で始まったものであります。 

 現在、笛吹市で実施していますブックスタートは、乳幼児期に本の大切さを伝えることが大

事であり、そのためにはまず、子どもとの橋渡しとなる保護者の方に本の良さを理解してもら

う、このことにポイントを置いて実施しております。 

 最終目標は子どもたちがたくさんの本と出会い、読書の楽しさに触れ、読書の素晴らしさを

知り、読書習慣を身に付けることでありますが、そのためには、親がまず子どもの読書活動の

重要性を理解した上で、実際に乳幼児期から読み聞かせをしたり、適切な本を与えたり、家庭

で子どもが読書に親しみやすい環境を整えることが重要であります。 

 このために本市ではホームページや広報、パンフレットなどを通じ、読書や読書関連事業に

関する情報の提供や乳幼児健診の際にブックリストの配布を行いながら、家庭への意識啓発に

重点を置いたブックスタート事業として取り組んでおります。 

 具体的には、石和図書館において第１・第３木曜日に、本についての関わり方や子育てにつ

いての講演会、おすすめの本の紹介、司書による本の読み聞かせ、悩みごと相談などを実施し

ており、親同士の子育てに関する情報交換の場としても活用されております。 

 また育児支援として、各図書館でのお話会や子どもがお腹にいる段階でのマタニティ支援、

離乳食教室や５歳児の健診の際、本の読み聞かせやおすすめの本の紹介、図書館の利用方法の

説明などを行っております。 

 昨年度は、安心子ども基金地域子育て創生事業により、絵本やベビーベッドなどの整備が図

られましたので、これらを活用しながら、環境づくりを重点としたブックスタート事業として、

積極的に取り組んでまいります。 

 次に、ブックスタート事業の早期導入にあたっての課題は何かとのご質問について、お答え

します。 

 先ほど申し上げましたとおり、本市では、本に親しむ環境づくりは、まず家庭から出発する

ものと考えております。ブックスタート事業でプレゼントした絵本が、保護者のニーズに合わ

ず、活用されていない事例も聞いております。そのため、笛吹市では保護者の方に読書の重要

性を理解してもらうことや、図書館としておすすめの本の紹介をすることなどをブックスター

ト事業の中核として捉え、すでに実施しております。 

 したがいまして、子どもにとって最もキーマンとなる親御さんへの支援事業として、今後も

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） 

 中川秀哉君。 
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〇１９番議員（中川秀哉君） 

 ありがとうございました。 

 それでは、再質問に入らせていただきます。 

 ただいま答弁を伺いまして、まず家庭からこのブックスタート、本に親しんでいただく、保

護者に親しんでいただくということからということでございますが、それでは、今、笛吹市内、

市立図書館、これに所蔵されている図書の年間の貸し出し数量というのをどのようになってい

るのか、お伺いしたいと思います。 

〇議長（小林始君） 

 仲澤教育部長。 

〇教育部長（仲澤和朗君） 

 ご質問の年間貸し出し数量でございますけども、合併して平成１７年度につきましては、５９万

２千冊ほど貸し出しがございました。４年後には６９万冊ということで、１０万冊の増加が見

えたわけでございます。平成２１年度には７０万５千冊という数になりまして、昨年、６８万

冊となりましたが、この２万冊の減につきましては、３月１１日の震災がございまして、月の

平均からしますと、その２万冊がこの震災の影響があったものと考えております。 

 ちなみに市民１人当たりといたしますと、約１０冊の貸し出しを行っているような状況でご

ざいます。今後につきましても、各公共図書館において選書委員会などをいたしまして、市民

が借りやすい、市民が使っていただけるような図書についての購入を考えております。 

 以上で、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 

 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。 

 やはり、先ほどの答弁にもございましたが、保護者のニーズに合った書物ということは、選

んでいただくということも大事だなというふうにも感じたところでもあります。こういう中で、

今回、補正予算の中で図書館の情報システムというものをやられるということですが、その中

で図書カードシステムというものがあると伺いましたが、この件についてお伺いしたいと思い

ます。 

〇議長（小林始君） 

 仲澤教育部長。 

〇教育部長（仲澤和朗君） 

 繰越事業といたしまして、新図書館システムの購入を行いまして、現在、構築中でございま

す。公共図書館と学校図書館の連携を図るということもございますけども、図書カードにつき

ましての住基カード化ということでございますけども、住基カードの中に図書カードの機能を

組み入れるということを現在、行っております。従来は住基カードは住基カード、図書カード

は図書カードとしての扱いでございましたけども、今後につきましては申し入れがあった場合

につきましては、住基カードのほうに図書カードの機能を持たせることができると、こういう

ことでございます。また現在、すでに住基カードをお持ちの方につきましては、申し入れをい

ただきますと、その現在持っております住基カードのほうに、多少の手続きがございますけど

も、図書カードの機能として、機能が使えるような機能を入れさせていただきます。今までは
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２枚のカードで使っていただいたものが、今度は１枚で住基カードと、また図書カードが使え

る、そんな機能を今、構築中でございます。 

 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） 

 そういう便利な機能が付く、また新たなシステムができるということでございますが、私ご

とでございますけども、少年期、いろんな図書に親しむ中で難しい活字や文章にも取り組んで

こられたということがありました。残念ながら、私たちのときにはブックスタート事業という

のがございませんでしたので、ここで学んだわけでございますけども、こういう新たなブック

スタート事業もぜひ今後、求めるところでもありますけども、まず今、お話にもございました

新しいシステムの中で、この図書カードというものがより市民の皆さまに近いところにいくと

いうことでありましたら、このカードをご提案というか、できるかどうかなんですが、この市

内の新入生、小学生、児童に市から贈呈するような、こういった事業ができないだろうか、展

開としてはどうだろうということを最後にお伺いして、終わりたいと思います。 

〇議長（小林始君） 

 仲澤教育部長。 

〇教育部長（仲澤和朗君） 

 ご質問の新入生にプレゼントしてはどうかということでございますけども、現在、新入生に

つきましては、学用品などのプレゼントを行っておりまして、図書カードにつきましてのプレ

ゼントは行っておりません。しかし新入生ではございませんけども、学校の授業の中で施設見

学というようなことがございまして、図書館、ならびにスコレーセンターなどの見学の際には

申し入れがあった場合につきましては、子どもたちに図書カードをプレゼントしております。 

 しかし、今、ご提案をいただきました新入生へのプレゼントということにつきましても、学

校等の協議も必要でございますから、今後、協議をいたしまして検討していきたいと思ってお

ります。 

 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 

 中川秀哉君。 

〇１９番議員（中川秀哉君） 

 ありがとうございました。本当にこのブックスタート事業を通しまして、若い世代から読書

に励んでいただくように願うところであります。 

 以上で質問を終わります。ありがとうございました。 

〇議長（小林始君） 

 答弁はよろしいですか。 

 （はい。の声） 

 以上で、中川秀哉君の一般質問を終了いたします。 

 関連質問を許します。 

 川村惠子君。 
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〇２１番議員（川村惠子君） 

 関連質問で、ブックスタート事業についてお伺いしますけども、先ほど部長のほうから答弁

がありましたけれども、乳幼児に関しては参考リストを配布するというようなお話でした。ま

た各市町村によっては、愛育班の活動が活発に行われておりまして、その中で絵本をプレゼン

トしているという地域もあるようですので、またそういった形では、各地域どのような愛育班

の活動がされているのか、状況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） 

 川村議員の関連質問でございますが、愛育班の活動ですが、それぞれの地域によって、愛育

班自体の組織のない地域もございますので、今のところ、ただいまおっしゃいましたようなこ

とで、地域によっては、子どもさんが生まれたところのご家庭に本でありますとか、ガーゼと

か、そういったプレゼントをさせていただいている地域もあるようでございますが、現状では

そのへんの対応、どこの地域でどのようなことをやっているかということの資料がございませ

んので、一部地域でそういうことをやっているということだけは承知しておりますが、今のと

ころ、状況としては把握しておりません。 

 ただ、出生届が先ほど教育部長の答弁でありましたように、年間６２０人くらいございます

が、出生する前の段階、妊娠届が保健福祉部の健康づくり課のほうへされてまいります。その

際に母子健康手帳を交付させていただいておりますが、母子健康手帳と同時に使い勝手のよい

マタニティマークの入った手提げバッグをプレゼントさせていただいているという状況がござ

いますので、付け加えてご報告させていただきます。 

 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） 

 今の部長の答弁で、地域によっては愛育班の活動がないところもあるというふうに伺いまし

たし、また絵本をプレゼントしているという地域もあるというふうに伺いました。そういった

中では、やっぱり先ほど教育部長がおっしゃっていましたように、なかなかある程度の年齢に

ならないと、実際に本に親しむということは、なかなか親がその気にならないと、なかなか親

しむというふうにはならないと思うんですね。そういった意味では、やっぱり出生届が出たと

きに、必ず赤ちゃん訪問とかありますよね、４カ月事業とかありますけども、そういったとき

にぜひ、本の贈呈とか、均一に、全地域の子どもたちが、地域によって違うんではなくて、全

地域の方に公平にあたるように望みたいと思っております。 

 また、そういった中で、子ども１人、２人を育てていく中で、いろんな読み聞かせがあった

り、図書館のほうもさまざまな活動をしておりますが、思っていても、なかなかそこに出て行

くということが、機会ができないというお母さん方の声も聞きますので、そういった意味では

せっかく、そういうリストをお配りしてくださるであれば、その中からお母さん方に１冊、ブッ

クスタートとして、まず最初に差し上げるということを他の地域もやっておりますので、そう

いったことも今後、考えていただきたいなと思っておりますが、その点についてお願いいたし

ます。 
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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） 

 先ほど答弁を申し上げましたように、まず家庭、それから親御さんが本に対する理解をして

いただくということが第一でございます。中川議員さんのほうからご提案をいただきましたよ

うに、１年生への新入生へのプレゼントというようなご提案もいただきました。それにつきま

しては、新１年生となりますと、全地域でございます。学校でのご協力が必要でございますが、

それにつきましては、また検討していきたいと思っております。そういったことによりまして、

乳幼児ということではございませんけども、１年生になったときに、図書カードを配布してい

ただき、そして皆さんが活用していただけるようなシステムを構築していきたいと思っており

ます。 

〇議長（小林始君） 

 関連質問を続けます。 

 （ な し ） 

 関連質問を終わります。 

 一般質問を続けます。 

 １５番議員、新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 

 正正会の新田治江です。 

 通告に従いまして、２点、質問いたします。 

 １点目、多機能アリーナ建設には見直しの立場から質問いたします。 

 アリーナ建設の現状と今後について。 

 １．建設予定地の面積、形状は公表されているものが確定でよいのか。 

 ２．建設委員会の開催状況と建設委員会委員の変更などは。 

 ３．管理運営計画の策定は、いつごろを考えているのか。 

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） 

 新田治江議員の一般質問にお答えいたします。 

 はじめに建設予定地についてのご質問ですが、予定地につきましては、今までご説明申し上

げておりますとおり、県立博物館西側の用地を予定しております。しかしながら、現在、基本

設計策定に併せ、施設を含め用地につきましても、ご説明申し上げております機能を保つ中で

の効率化を検討いたしております。したがいまして、県立博物館西側という位置や基本的な機

能の変更はございませんが、細部につきましては、建設委員会や地権者との協議を行う中で、

検討を重ねてまいります。 

 次に建設委員会についてのご質問ですが、建設委員会は、多機能アリーナの施設内容や規模、

運営についてご協議いただくことを目的に、昨年１０月から５回の委員会が開催されました。 

 ご協議いただいた内容は、建設候補地についてのご意見を伺うとともに、基本設計の業者決

定プロポーザル審査の節目においてご意見を伺いながら、建設委員会の代表者にも業者決定審
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査に加わっていただき、基本設計委託業者を決定いたしました。 

 また、建設委員会の委員の皆さま方には継続的にご協議していただくため、できる限り継続

のお願いをいたしておりますが、各種団体の代表者としてご参加いただいているという事情も

ございまして、年度の区切りで若干の変更がございます。 

 次に管理運営計画についてのご質問ですが、多機能アリーナに限らず、施設建設にあたって

は、建設後どのように経営していくのかという観点が重要であると考えております。 

 このため施設の計画に併せ、管理運営にかかる基本計画につきましても、ワークショップの

皆さま方のご意見を伺う中で検討をはじめております。 

 策定時期につきましては、施設内容と密接な関係がございますので、基本設計策定業務と歩

調を併せ、検討してまいりたいと考えております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 

 新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 

 内容を確定しないと、基本設計はできないと思います。先日の全協の中での部長の説明では

４．６ヘクタールの中で３．９ヘクタールに縮小する可能性があると言っていましたが、その

根拠はなんでしょうか。 

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） 

 先般の全員協議会の中での私の説明でございますけども、予定地につきましては、当初から

お話させていただいてあります４．６ヘクタールでございます。その中にある企業の用地７千

平方メートルがございまして、企業との交渉を進める過程におきまして、４．６ヘクタールの

中へ代替地ということもぜひ検討していただきたいということで、協議を進めております。協

議結果がまとまるということになれば、地権者も含めてのお話でございますけども、施設用地

規模につきましては、４．６から３．９ヘクタールというふうに変更する可能性もあるという

ことでございます。 

〇議長（小林始君） 

 新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 

 その場合、市民には４．６ヘクタールで報告してありますよね。変更になった場合には、そ

の報告は、市民にはどのようにしますか。 

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） 

 現在、基本設計業務を進めておりまして、その中で基本計画も策定してまいります。基本計

画を策定する中で、いわゆる用地関係につきましても、４．６ないし３．９というお話になり

ますので、その時点で説明を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） 

 新田治江君。 
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〇１５番議員（新田治江君） 

 そして検討委員会では内容、規模、施設運営など、協議結果を市長に報告となっていますが、

今のところ市長の報告はどのような状況になっていますか。 

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） 

 建設委員会の内容につきまして、一通りの方向性が出たところで市長に報告という手続きを

踏みたいというふうに考えております。 

 現在、新年度に入りましてからの建設委員会につきましては、この６月に第１回、通算いた

しますと第６回目になりますけども、建設委員会を開催する計画でございます。その中で、そ

れぞれの管理運営方法、それから施設規模、施設内容等々、ある程度の方向性が出た段階で市

長に報告していきたいという流れ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） 

 ではまだ、いろんなことが決まっていないということですね。そして、では建設委員会です

が、各種団体から出ている行政委員の方の変更はあっても、学識経験者の方の変更は今のとこ

ろありませんか。 

〇議長（小林始君） 

 池田経営政策部長。 

〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 お答えいたします。 

 各団体の代表者の変更はございます。さらに学識経験者の先生方につきましても変更がござ

います。現在、お二人ほど学識経験者の先生方、変更するということで、人選等を進めており

ます。 

 以上です。 

〇議長（小林始君） 

 新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 

 ２人の変更があるというお答えですが、変更の理由とか、名前の公表などはしますか。 

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） 

 変更の理由の公表は考えておりません。実は当初、建設委員としてご受託いただきました先

生方、いわゆるプロポーザル審査をイメージしながら、ぜひご就任いただきたいということで

受けていただいた関係もございまして、その後につきましては、お二人の先生方、大変お忙し

いということで、新年度に入ってからにつきましては、辞退させていただきたいという内容で

ございます。 

 あと新しくご就任いただきます先生方、ご就任いただいた段階で、またホームページ等で公

表して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） 

 新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 

 職員の方も担当から１名外れましたが、そういう流れというものがよく伝わっていないんで

はないかということも思いますが、そういう先生たちにしてみれば、そんなふうな流れがうま

く伝わっていないとか、そんなようなことはないんですか。 

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） 

 ご質問の趣旨がはっきり分かりません。流れとはどのような状態を指していらっしゃるのか、

もう一度、ご質問をお願いします。 

〇議長（小林始君） 

 新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 

 先生たちも、自分が担当になってもはっきりした意思表示ができない、こちらからの希望が

よく伝わっていないということが、いろいろなものが決まっていないからというか、そういう

市側との意思の疎通というのは、ちゃんとしてあるんですか。 

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） 

 実は会長であります学識経験者の先生には、建設委員会の前におきまして、詳細な打ち合わ

せをさせていただいて、建設委員会に臨んでいただいております。それを建設委員会で協議す

る内容でございますとか、それから建設委員会の進め方でございますとかというものでござい

ます。 

 あと全体の部分でございますが、それは建設委員会の中で私どもが用意いたしました内容、

それから会長さんのご提案も含めまして協議するものでございますから、全体的にその流れが

どうのこうのというわけでは、決してないと感じております。 

〇議長（小林始君） 

 新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 

 では次の質問ですが、多機能の３本柱ですが、交流づくり、健康づくり、人づくり、その事

業内容と、その所管はどこでしょうか。 

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） 

 人づくり、健康づくり、交流づくり、これは施設のコンセプトとして、私ども考えておりま

して、所管部署ということになりますと、大変難しいんですけども、市全体が関係する部署で

あるというふうに考えております。 

 人づくりにつきましては、もちろん保育上、教育、すべての面から生涯学習も含めまして、

これは人づくりを図っていかなければならない。産業教育、これは人づくりでございます。 
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 健康づくりにつきましても、現在、キーワード、健康づくりをどのように展開していくのか

ということ、再度、進めておりますけども、その中で健康づくりは、何も健康部分と、それか

らスポーツに特定するものではございません。すべてに健康という観点が必要だろうというふ

うに考えております。 

 交流づくりも同じでございまして、これは産業関係から人づくりにかかる交流まで、すべて

あります。 

 いずれにしても、その３つのコンセプトで施設を建設しようと。施設を運営していこうとい

う考えでございます。したがいまして、所管部署うんぬんというようなお話ではないような感

じがいたします。 

 施設の内容につきましては、いわゆる、どんな事業を展開するのかという部分でございます

から、その事業そのものにつきましては、当然、その３つのコンセプトに関わっている事業を

展開するということで、ご理解いただきたいと思います。 

〇議長（小林始君） 

 新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 

 それでは、次の質問にいきます。 

 事業認定の申請は、いつごろを予定しているのか。また、事前の市民への説明会の時期を教

えてください。 

 基本計画を策定いたしますと、策定時期に併せまして、事業認定と事前協議を進めてまいり

たいと考えております。事業認定と事前協議につきましては、９カ月ほどのスパンを考えてお

りまして、本申請につきましては、その後の許可が出るまで３月を考えております。この１０月

以降、約１年間をかけて事業認定の申請許可まで、要する期間として考えています。 

 それから事業認定、本申請の前に市民の皆さまにご説明しなければならない義務がございま

すから、それにつきましては、これまでもお話を申し上げてきておりますように、ある程度の

基本設計業務が完成するに従いまして、施設全体の概要も見えてきますので、その時点で、そ

の事業認定の事前説明も含めまして、市民の皆さんに説明していきたいというふうに考えてお

ります。 

 以上です。 

〇議長（小林始君） 

 新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 

 そして、事業認定以外の許認可申請手続きに関する事前協議がいくつもあると思いますが、

どのような申請手続きであるか、またその手続きの所管課や申請時期も含めて、文書にして配

布してもらいたいと思いますが。 

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） 

 関係いたします許認可関係の事務につきまして、次の全員協議会の中で多機能アリーナの経

過に関わりますご報告をさせていただく中で、お示しさせていただ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） 

 新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 

 ではまた、全協のときによろしくお願いします。 

 そして全協のときに副市長が、聞きたいことがあれば本会議のときに市長に聞くようにとい

うことでしたので、市長に聞きたいと思います。 

 先ほども全身全霊で打ち込むと市長がいつも言っていますが、市民第一主義と言っている市

長ですが、６割の反対もあったり、市民ミーティングの声、震災の影響、管理費などこのまま

いくと、もっともっと膨らんでいくように思います。このような状況の中、事業の見直しが必

要なときとも思いますが、市長の声で聞かせてほしいと思います。 

〇議長（小林始君） 

 荻野市長。 

〇市長（荻野正直君） 

 何が予定よりどう膨らんでいくのか、よく分かりませんけども、できる限り、その総額につ

いては、４５億円という数字を挙げさせていただいておりますけども、先ほど面積につきまし

ても、できるだけ精査する中で、いわゆるそれに適合した面積にしていきたいと思いますし、

それからまず最初の計画というのは、本当にアバウトな計画でありますから、それを今、基本

設計という形でさせていただいているわけです。したがいまして、そういうものを１つずつ精

査する中で、これがどのくらいの運営費がかかってくるのかということが明らかになっている

と思います。 

 この間も下呂のほうに視察に行ってきたんですが、やっぱりいろいろ考えていて、そういう

ことを考えていかなければいけないなと思ったのが、この電気１つとりましても、必ず非常用

の発電機を、そのくらいの大きさになるとそろえなければいけない。あるいは非常用の発電機

が災害のときに非常に役立つと、こういうふうな話があるんですけども、今までの私どものや

り方は非常用発電というのは本当に非常用のために置いてあるだけだったと。このような停電

があると思います。しかし、これからの考え方というのは、ある一定以上、使うときに、この

非常用の発電を使うことによって、いわゆる５００ルックスで済むところを、いわゆる特殊な

大会で使用すると、例えば１千ルックス必要だといったら、普段は５００でいいわけですから、

あとの５００は、その非常用の発電を使ってやるというふうなことを、１つの例ですけども、

そういう形で一つひとつ積み上げながら、できるだけ合理的な、経費のかからない施設にして

いきたいと。なおかつ、多面的にいろんな部分で使えるようにしていきたいというふうに考え

ております。 

 したがいまして、日を追うごとにプロジェクトのメンバーと話していて、そういうことをもっ

とこうしたほうがいいんではないかというふうな意見を出していただいております。 

 そんな形で、できる限り、どんどん経費がかさむではないかという話ですけども、私ども、

いつも仕事をするのは、これ以上はかかったら駄目だよというところを１つの線を引いてやっ

ているわけです。例えば合併特例債を使うにしても、これ以上、使うと市が破産する方向に進

んでしまうから、ここから先は駄目だということをはっきり申し上げて、事業を進めていきた

いと、こういうふうに思っておりますから、よろしくお願いしたいと思います。 
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〇議長（小林始君） 

 新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 

 先ほど、経費がだんだん膨らんでいくといったのは、健康づくりにしてみれば、やはりその

担当の人をちゃんと常駐させておかなくてはいけない。そして、それも朝も昼も夜もとか、そ

うなると経費がかさんでくるという、そういう面で重なるということを私は思って言いました。 

 市長、見直しについては、答えてくれませんでしたね。今。見直しについて、どう思います

かということについては。 

〇議長（小林始君） 

 荻野市長。 

〇市長（荻野正直君） 

 ちょっと見直すという意味が、私のあれで。言わんとすることは、見直すということは、い

わゆる撤回しろと、そういう意味ですか。 

〇議長（小林始君） 

 新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 

 いろんな財政と、国的にも震災で特例債もどうなるか分からないし、見直しということは、

例えば、そんな２千人ではなくて、体育館にするとか、体育館のないところには体育館を造っ

てあげるとか、そんな大きな規模ではなくて、本当に必要としているところへ、そういうもの

を造ったほうがいいではないかということを、見直しと言っています。 

〇議長（小林始君） 

 荻野市長。 

〇市長（荻野正直君） 

 ただいまも基本設計の段階で申し上げましたように、人数的にも本当に適切な人数はどのく

らいがいいだろうかとか、あるいは何に重きを置いた施設にするのかとか、いろんな角度で、

例えば文化的な施設は非常にお金がかかりますから、文化的な施設を造るのにはどこまで我慢

しなければならないのかとか、そういうことをやっているのが、今、基本設計なんです。です

から、それを称して見直しというならば、それが見直しというようなことです。最初はアバウ

トな話しかしておりませんから、１つずつ、基本設計の中で項目を叩きながら、こういう形に

しましょうと。そして、それを今度は本設計にしていくと、こういうことでありますから、ぜ

ひご理解を賜りたいと思います。 

 ちなみに今、これは決まった話ではないですよ。どんな話が出ているかと、１つ、２つ言い

ますと、例えば今まで、最初の話は３千何百人、ぽんと入れる施設の形で、イスやなんかを用

意したらどうですかという話も出ていましたけども、今、別の案として出ているのは、市民が

平常時の中で大体どのくらい集まれるのか。あるいは全国的な規模の大会をするときに、最低、

何席が必要なのか。それが、今、言われたのは、例えば１，２００席であると。なら１，２００席

でいいではないかと。あとの広いアリーナのほうで、例えば敷物を敷くなりして、そんなこと

は年に何回もないわけだから、それはそういう形でできるんではないかとか、いろんなそうい

う検討をしております。ですから、最初言ったような、大きいアバウトの計画ではなくて、１つ

ずつ、そういう形で詰めさせていただいている、こういうことであります。 
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〇議長（小林始君） 

 新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 

 市長は市民第一主義ですから、やはり市民の声も大事にしながら進めていってほしいと思い

ます。 

 ２点目の質問に入ります。 

 「輝け男女 笛吹プラン」のダイジェスト版が各戸に配布されました。表紙も明るく一新さ

れ、とても感じのよいものです。このプランが市民に活用されますことを願い、第２次笛吹市

男女共同参画プラン「輝け男女 笛吹プラン」のＰＲ等について、質問いたします。 

 １．各種審議会等における女性の登用状況は。 

 ２．全庁的な取り組みについて。 

 ３．プランのＰＲ方法。 

 以上です。 

 ここにダイジェスト版を持ってきましたが、本当に絵が、子どもから高齢者まで、すべてが

元気に地域づくりをするというふうな、前回のとは変わって、とてもいい表紙になりました。

お願いします。 

〇議長（小林始君） 

 答弁を求めます。 

 答弁を、河野市民環境部長。 

〇市民環境部長（河野修君） 

 新田治江議員の一般質問にお答えいたします。 

 はじめに、この５月３１日をもって任期満了を迎えられた第２期男女共同参画推進委員の皆

さまには、笛吹市の男女共同参画社会の実現のため積極的に活動をしていただき、心より感謝

申し上げます。 

 任期中は、第１次笛吹市男女共同参画プランの推進と合わせて、第２次プランの策定に向け

た取り組みを進めていただきました。おかげさまで、男女共同参画推進委員会をはじめとする

多くの皆さまのご意見をいただく中で、第１次プランの取り組みをさらに進め、笛吹市の実情

に即した施策を展開するべく、平成２３年から２７年まで５年間の推進目標を盛り込んだ、第

２次笛吹市男女共同参画プラン「輝け男女 笛吹プラン」を策定し、この４月には全戸配布を

することができました。 

 さて、１つ目の各種審議会等における女性の登用状況のご質問でありますが、山梨県が平成

２２年度に公表しました数値によりますと、本市における女性登用率は、２６の審議会で２７．

４％となっており、県の平均２０．１％を上回っております。本市の男女共同参画推進委員会

が発足いたしました平成１９年度は１６％でしたので、３年間で１１．４％の増加となってお

り、審議会等における女性の登用につきまして、皆さまのご理解をいただいているものと理解

しております。 

 次に全庁的な取り組み状況についてのご質問でございますが、第２次プランは内容検討の段

階から、庁内の部局横断的な職員体制によるプラン検討委員会を立ち上げ、男女共同参画社会

の実現に向けて、より実効性のある施策を検討し、プランに反映させております。 

 今後は、このプランに掲げる５つの基本目標を達成するべく、職員研修の実施など職員の意
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識改革や各部課を横断する庁内の推進本部の設置を図り、具体的施策に展開できるよう取り組

んでまいります。 

 最後にプランのＰＲ方法についてのご質問でございますが、今年度は、推進委員会の皆さま

が地域に出向いての活動を積極的に進めていかれると伺っておりますので、市といたしまして

も推進委員会の活動に歩調を合わせながら、広報、ホームページおよび、よっちゃばるネット

笛吹などを活用し、広く市民の皆さまにご理解いただけますようＰＲを図ってまいります。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 

 新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 

 部長の答弁により、審議会委員の登用率が１６％から２７．４％と上がってきています。本

当にだんだん、いいなと思います。そして市民アンケートの結果からも、女性はまだまだ地域

では引っ込み思案のところがあります。特に地域の女性の登用率も上げるよう、働きかけの工

夫をお願いしたい。やはり世代間の壁の解消ともいいますが、地域での働きかけの工夫につい

てをお聞きしたいと思います。 

〇議長（小林始君） 

 河野市民環境部長。 

〇市民環境部長（河野修君） 

 新田議員の再質問について、お答えをいたします。 

 審議会の女性の登用率を上げる働きかけというご質問でございますが、各審議会の中に女性

の登用を図るため、市民の皆さまに広報等で広く周知をしていく。あるいは、このダイジェス

ト版を活用していくことが大切だろうと思います。また、特に今年度は男女共同参画推進委員

の皆さまが地域に出向いて活動を、あるいは男女共同参画社会の推進をしていただけるという

取り組みを計画されておりますので、その皆さまのご協力をいただく中で、さらにその登用率

を上げたいというふうに考えております。また改選期がまいりますので、その改選期には各審

議会に、国では３０％という数値を掲げておりますので、その数値を努力目標にしていただけ

るよう働きかけをしてまいりたいというふうに考えております。 

 以上で、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 

 新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 

 ぜひ、よろしくお願いします。そして特にお願いしたいのが地域の女性の登用ということで、

地域に女性が進出することによって、今、老人クラブの役員のなり手がなくて、休部とか、終

わりになったところも、役員のなり手がないばかりに、そういう状況に追い込まれています。

老人クラブが元気になってこそ、初めて男女共同参画社会になったといえると思います。今、

男性に聞くと、もう男女共同参画なんて、どんなお家でもみんなできているよというんですけ

ど、やはり地域に出て、女性が声を発するということが少ないと思います。老人クラブの役員

になり手がない、解消についてもぜひ、早いうちから地域に女性を出させるというふうな一工

夫がほしいと思います。 

 次の質問に入ります。 
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 市の管理職の登用と現在は、他市との比較はいかがですか。 

〇議長（小林始君） 

 河野市民環境部長。 

〇市民環境部長（河野修君） 

 先ほどの女性の登用率の県の公表数値を申し上げましたが、その中に女性の管理職の数値も

入っておりますので、参考までに申し上げておきます。２２年度に県が公表した数値でござい

ますが、一般行政職で申し上げさせていただきます。本市の女性管理職の登用率は６．３％で

ございます。他市の比較というご質問でございますから、他市の状況でございますが、北杜市

が最も高く２７．４％でございますが、実は私が申し上げるのもあれなんですけども、この数

値には課長以外に課長補佐、それから指導監、それから保育園の園長さんがどうも入っている

ということを伺っておりますので、たぶん、この方を除くと本市とそれほど、大きな差がない

だろうと思っていますが、県の公表の数字ですから申し上げました。次に甲斐市が８．９％で

す。それで３番目が、先ほど申し上げたように、笛吹市で６．３ということでございまして、

以下、都留市が４．８、甲州市が４％となっておりますが、これは２２年の公表ですから、少

し古い数字なので、現在は女性の管理職も今、笛吹市は５名おりますので、数値はもう少し上

がっているというふうに認識しております。 

 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） 

 でも笛吹市の課長さんが５名ということで、５名出てきてよかったなと思っております。ま

た、これからあとに続く人の支援をお願いしたいと思います。 

 あと、もう１点。全庁的な取り組みについては、各部に責任者を置いて、横断的に進めてほ

しいと思いますが、その点についてお聞かせください。 

〇議長（小林始君） 

 河野市民環境部長。 

〇市民環境部長（河野修君） 

 男女共同参画社会の推進でございますが、議員さんおっしゃるとおりでございまして、やは

り市民と行政が協働した中で進めていくということが、大切ではないかというふうに思います。

それに男女共同参画推進委員さんの皆さまのお力を借りながら、進めていかなければいけない

というふうに思います。 

 例えば特に職場、それから地域、家庭と考えたときに、一番遅れているといいますか、推進

していかなければならないのは地域ではないかなというふうに思っておりますので、幸いにも

今年度はその推進委員さんが地域の中へ出ていただけるという、力強い決意をいただいており

ますので、地域を推進させていただきたいということを考えております。 

 なお、それには市の全庁的な取り組みも大切だろうと、議員さんおっしゃるとおりでござい

まして、責任者までいくか分かりませんが、各部局から推進する方を出していただいて、その

方に推進役をしていただいて、市といたしましても進めていきたいというふうに考えておりま

す。よろしくお願いいたします。 

 以上で、答弁といたします。 
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〇議長（小林始君） 

 新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 

 ありがとうございます。 

 男女共同参画社会というのは、自立した人づくりであって、やはり家庭、そして保育の場、

学校の場、そして職場、すべての分野において、それぞれの部署において、そういう男女共同

参画の視点を持った取り組みをぜひ、横断的に進めていってほしいと思います。 

 そして最後が、男性も女性もこのプランの表紙にあるように、元気に活力のある市をつくっ

ていくためには、男性も女性もない中でのまちづくり、社会を築いていきたいと思っておりま

す。笛吹市は市民協働が進んでいますので、上手に進められていけると思います。ぜひ、よろ

しくお願いします。終わります。 

〇議長（小林始君） 

 以上で、新田治江君の一般質問を終了いたします。 

 申し上げます。 

 本日の会議時間は議事の都合により、あらかじめ延長いたします。 

 関連質問を許します。 

 中村善次君。 

〇１１番議員（中村善次君） 

 １２月１０日放送、ＮＨＫの特報首都圏「インフラ 何を残し、何を諦めるか」によります

と、わが国の人口は１億２，７００万人。２０４６年には１億人を割ると予想されております。

６５歳以上が全体の４割を占めると。高度成長期に一斉に整備されたインフラ。今後、自治体

のインフラ社会資本が、今、大きな岐路に直面していると指摘をしております。インフラの老

朽化は急速に進みまして、すべてを補修すると、今後５０年間で約１９０兆円かかると、これ

も試算が出ております。 

 今後、自治体の深刻な財政難や人口の減少が進む中、どのインフラを残すべきなのか、厳し

い選別がこれからなされそうとしております。隣の秦野市におかれましては、昨年１０月、新

たに箱物、公共施設は建設しないという方針も打ち出してございます。公共施設を圧縮しない

と、道路あるいは下水道の更新費用も払えない時代が来るという、危機感があることを示唆し

ております。本市においても、以下のことに真剣に議論をすることが求められます。公共施設

インフラは何を残し、何を諦めるのか。あって当たり前なのかの再認識、自治体の財政の低下、

この先、縮みゆく社会の受け入れ等でございます。 

 以下、数点、質問します。 

 農用地利用計画が見直しと聞いておりますが、建設予定地の農用地は、この計画面積からあ

らかじめ除いてあるのか、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） 

 内容について協議を重ねている段階でございますので、その分についてもはっきりした数字

が分かり次第、またご答弁、説明を申し上げ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） 

 今の答弁、ちょっと私、聞き取れなかったんだけども、部長、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） 

 内容的なものは、今、協議中でございます。内容的なものを精査する中で、改めてご説明を

申し上げたいと思っております。 

 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） 

 では、この件については、まだ触れていないという理解でいいんですかね。 

〇議長（小林始君） 
 豊角産業観光部長。 

〇産業観光部長（豊角英人君） 

 この部分について、アリーナのほうの基本計画を今、進めているわけですが、詳細等、順次、

見極めながら、その分についても協議を重ねていきたい、こんなふうに考えております。 

〇議長（小林始君） 

 中村善次君。 

〇１１番議員（中村善次君） 

 昨年は随時、見直しがなかったように私は記憶しております。今年度はそういうことで、農

振除外申請がかなり出てくると思われます。代替地、農用地である場合、随時見直しの一般案

件として、これを取り扱うのか。あるいは公共案件として取り扱うのか、お答えを求めます。 

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） 

 農業振興地域の整備に関する法律に基づきます協議会の関係でございまして、今、豊角部長

のほうから答弁いたしましたように、協議を進めておる段階であるということです。具体的に

は公的な事業ということになりますので、これにつきましては、土地収用法に基づきます事前

協議、事業認定がございますね、その作業と同時進行で進めていくような計画でございます。 

 以上、答弁とします。 

〇議長（小林始君） 

 中村善次君。 

〇１１番議員（中村善次君） 

 ちょっと、いつもの池田部長にしたら弱いような答弁ですけども、農用地の利用計画や農振

除外に対する異議の申し立て、これは当然、できますけども、できるとしたならば、誰がどの

ような手続きをすればいいのか、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） 

 農地関係の許可については、縦覧公告期間を設けます。その中での異議申し立て期間も一定

期間を設けますので、対応については、それに則った形で受けたいと思っております。 

 以上であります。 

〇議長（小林始君） 

 中村善次君。 

〇１１番議員（中村善次君） 

 また、これら農振の解除の申請に伴う期間がどの程度と考えているのか。 

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） 

 農振関係の受け付けについては、県との協議も必要になりますが、公共的事業ということに

なりますので、これについても県と事前協議をする中で、スムーズな取り扱いを図ってまいり

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） 

 では、まだこれに関わる期間は全然、分かっていないということですか。 

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） 

 先ほど、私がお話をさせていただきましたように、農振除外に関わります許認可関係につき

ましては、土地収用法に基づきます事業認定手続きがございます。本申請をして許可が出るま

でに３カ月、スパンがありますけども、それに併せて、こちらのほう除外されていなければな

らないという部分がございますので、基本的には事業認定の本申請をして、それから３月後と

いいますと、この１０月からスタートしても１年先になると。それまでに除外手続きのほうも

済ませなければならないというふうな流れで、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） 

 中村善次君。 

〇１１番議員（中村善次君） 

 県の農務によりましても、約１年ぐらいはかかるだろうというふうなことを、私も聞いてお

ります。それからアリーナ建設後の管理費ですけども、５千万円から８千万円ということが当

初より計上されておりますけども、その人件費等、入っているのか、入っていないのか。また

具体的に説明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） 

 管理費につきましては、維持管理コスト、メンテナンスコストも含めて、当初から５千万円
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から８千万円の幅の中で、これから計画を進めていきたいというふうなことでございます。そ

の中の人件費という部分については大変、難しいんですけども、いろんな先進地の施設を見さ

せていただいても、その中に例えばスポーツ担当部局が入っていたり、観光担当部局が入って

いたり、その施設を使ってどのような事業をやるのかという部分があるんですね。私どもは維

持管理コストの中で、基本的にその施設の維持という部分、事業費については、その中に入れ

ていないと。あくまでも施設にかかる光熱水費でありますとか、メンテナンス費用であります

とか、そのための専任の職員でありますとかという部分につきましては、その範囲内で管理運

営していきたいというふうに考えております。 

 したがいまして、５千万円から８千万円の中に、事業をどのように展開するかは、いろんな

スポーツ関係の職員とか、そういったような人件費は入っていないというふうに現段階ではご

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） 

 非常に残念ですけども、明確な管理費の報告ができないと。４５億円からのお金を利用する

のに、市民を愚弄しているような、池田部長、答弁だと思いますけども。 

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） 

 維持管理費の中で、どのような規模、いわゆる規模によっても異なってきますので、事業費

を除くランニングコストを５千万円から８千万円ということをお願いしております。その中に

専任の管理人でありますとか、貸し出し業務にするとか、そういったような人件費は、その中

へ入っておりましたという話でございます。 

 別に、その施設を使って、例えばスポーツ教室をやるとか、いろんなイベントをやるとかと

いう場合の職員の人件費については、それは入っていないというふうにご理解をいただきたい

という話を、先ほどさせていただきました。 

 いずれにしても、施設の規模によりまして、ランニングコストというのは決まってくるわけ

でございますから、そこのところを研究し、検討しているという最中であります。 

〇議長（小林始君） 

 中村善次君。 

〇１１番議員（中村善次君） 

 私の持ち時間は５分ですので、先にいきます。 

 ３月の中ごろ、市民の声を届ける会より多機能アリーナ問題について、決断を求める要望書

が荻野市長宛てに届いております。その内容は、市民合意が得られていない多機能アリーナ建

設は、この際、きっぱりと断念すべきだと。もう１点、改めて市民の意向を確認する必要があ

ると考えるならば、住民投票の実施を約束いただくことの要望について・・・。 

〇議長（小林始君） 

 関連質問を終わります。 

 以上で、関連質問を終わります・・・。 

 暫時休憩いたします。 
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 ５時１５分に再開いたします。 

休憩  午後 ５時０２分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ５時３０分 
〇議長（小林始君） 

 再開いたします。 

 申し合わせ事項によりまして、時間につきましては時間厳守となっております。 

 答弁を、池田経営政策部長。 

〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 中村議員のご質問の内容が、はっきり分かりませんけども、たしかに私どもは３月２８日に

国家非常事態にあっての要望書といたしまして、市民の声を届ける会、代表佐藤さんから提出

していただいております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 

 関連質問を終わります。 

 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。 

 通告に従い、１問だけに絞って質問させていただきます。 

 今回の東日本大震災に対しては、ほとんどの市民が心を痛め、そして多くの市民の皆さんが

いろんな形で支援している、このように見るわけですけども、これらの市民に代わって、多機

能アリーナの建設を進めている荻野市長に質問をいたします。 

 笛吹市民の意向に率直に耳を傾けるなら、３月１１日の東日本大震災後、直ちに多機能アリー

ナ建設に対しては、見送りの方向を出すべきではなかったか、このように考えるわけです。と

ころが荻野市長がやったことといえば、まったく逆のむしろ大震災に便乗するような形で、多

機能アリーナ建設を進めようとするものでありました。私も市民の一人として、とても残念で

あります。一刻も早く建設見送りという、市民の望む方向へ軌道修正を求めて、以下、具体的

に５つほどの質問をいたします。 

 まず第１に大震災後の、多機能アリーナ建設に対する市民意向をどのように市当局は捉えて

いるか、これについて答えていただきたいと思います。 

 ２点目として、多機能アリーナを急きょ、避難拠点として位置づけたのは、これは大震災へ

の便乗ではないか。このように見られるわけですけども、この点についても答えていただきた

いと思います。 

 ３点目は、これもわれわれから見ると便乗に見えるわけなんですけども、荻野市長が山梨県

の県市長会において、大震災を理由に合併特例債の適用期限延長を提起したという話ですけど

も、これはどのような意図からなされているか、この点も明らかにしていただきたい。 

 ４点目ですけども、これは今後の方向ですけども、多額の国費を財源とするアリーナ建設の

見送りこそ、被災地・被災者への支援連帯の強力なメッセージになるんではないかと。国難を

乗り越える国論をこのような形でリードする、そういうものに見送りがなるんではないかと思
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うわけなんですけれど、この点についてもお答えいただきたい。 

 これと関連しますけども、最後に多機能アリーナ建設の見送りは、笛吹市民を含めた全体の

見識と良識を広く世に示すことになり、笛吹市の名声を上げるまたとないチャンス、むしろチャ

ンスであろうとこのように思いますけれど、この点についてもお答えいただきたいと思います。 

 以上です。 

〇議長（小林始君） 

 当局の答弁を求めます。 

 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。 

 東日本大震災は、歴史的に見ても大変大きな災害であり、２カ月半を経過した今も多くの方々

を苦しめております。また、この大震災は決して対岸の火事ではなく、国家をあげて支援や復

興に取り組んでいかなくてはならないものであります。さらに未来を見据える中、この大震災

を教訓として、想定しているあらゆる災害の規模や避難方法などを検討する必要があります。 

 本市におきましても東海地震が想定されておりますので、これらの尊い教訓を活かしてまい

りたいと存じます。 

 さて、はじめの市民意向についてのご質問ですが、震災直後には、津波の映像などが連日放

映され、国全体が不安と畏怖の念に包まれました。その後も福島の原子力発電所の事故により、

被災者がいつ普段の生活に戻れるのかも不透明な状況であります。このような状況の中、国民

意識として地域のことよりも国民全体として、その復興に取り組まなければならないとお考え

の皆さまも多くいらっしゃるものと存じます。 

 しかしながら、今後の長期的な支援や復興を考えるとき、国全体の活力が必要であります。

ご承知のとおり、国の活性化と地域の活性化は密接不可分の関係にありますので、本市におき

ましても、今後の地域活性化のための各種事業は、計画どおり進めてまいりたいと考えており

ます。市民の皆さまの震災や多機能アリーナ建設への考えにつきましても、さらにご理解をい

ただくべく努力してまいります。 

 次に多機能アリーナを急きょ、避難拠点にしたのではとのご質問ですが、議員もご承知のと

おり、２月末から３月はじめにかけて開催いたしました市民ミーティングにおいて、避難所の

拠点としても、位置づけているとのご説明をさせていただいております。 

 しかしながら、東日本大震災では、未曾有の災害から２カ月半が経過した現在でも多くの方々

が不自由な避難所生活を余儀なくされており、本市でも東海地震が想定される中、ある程度の

復興の期間を想定した避難所が必要であると、改めて痛感したところであります。このため、

今回の大震災を教訓といたしまして、避難所としての機能につきましても再度、検討を重ねて

いるところであります。 

 次に合併特例期間の延長についてのご質問ですが、合併特例期間延長の要望につきましては、

今後、震災の復興が進みますと、建築資材の不足や高騰が懸念され、計画期間内の事業執行に

大きな支障が生ずるものと考えております。このため合併特例期間の延長について、市長会を

通じ、国へ要望しているところであります。 

 現在の状況ですが、去る５月１９日の全国市長会関東支部において、復旧・復興事業を最優

先にすることから、合併特例債事業等の完遂を図るため、合併算定替えの特例期間および合併
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特例債による財政支援措置の延長等を行うこととの緊急決議が行われたところであります。 

 合併市にとって、合併特例期間の延長は計画的なまちづくりのために大変有利なことであり

ますし、本市にとりましても、この期間が延長されることにより、より効果的な事業執行が可

能になるものと考えております。 

 次に、アリーナ建設見送りが被災者へのメッセージになるのではとのご質問と笛吹市の見識

を示すチャンスではないかとのご質問に併せてお答えいたします。 

 被災地の復興は、原子力発電所の事故も相まって、長期的なスパンで考えていかなくてはな

りません。そのために何が必要になるのかの観点が重要になると考えております。先ほど申し

上げたとおり、長期的な支援を行うためには、各種行事の自粛や事業の中止ではなく、国や地

方が活性化することが、まず必要であります。このため、本市の重要な産業である農業や観光

の振興に力を注ぐとともに、計画しております各事業につきましても推進してまいりたいと考

えております。 

 ただし、各事業推進にあたりましては、大震災の影響などによる状況の変化等がございます

ので状況を注視し、必要がある場合は、事業内容や規模等の変更も柔軟に対応してまいります。 

 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） 

 まず第１番目の震災後の市民意向ということですけども、前回のミーティングでも市の説明

の１つの中心が、財源が４５億円のうち３０億円ぐらいは国からくる。だから有利だというこ

とですけども、市民はその点を重視しているんです。 

 市民の６割以上、建設検討委員会でも十分な合意ができないようなものに３０億からの金を

使うのではなくて、それはせずに、今、地域の活性化のためにその事業が必要だといっていま

すけれど、別の事業はいくらでもあると思います。今日もいろいろ出ました。下水の話、いろ

いろ災害に関する整備も必要、公共施設の整備も必要、いろいろ出たわけなんですけれど、こ

のへんの市民の感覚をどのように捉えているのか。全然、そういう市民の声は行政当局のほう

には入らなかったのかどうか、その点について、まず伺います。 

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） 

 ご質問の市民の感覚をどのように捉えているのか、そういった情報が入っていないのかとい

うご質問だろうと思いますけども、具体的に私どもは、その震災ショックと私は考えておりま

すけども、大変な大震災でございまして、おそらく、先ほど答弁をいたしましたように、国を

挙げて被災地の復興に取り組まなければという感覚は、先ほど答弁をいたしたとおり、市民の

皆さんの中にもあるのではないかというふうに、私は考えております。 

 具体的に、先ほど中村議員が関連質問の中で出されておりますが、市民の意見を届ける会か

ら震災直後のため見直しをというふうな要望書も出されておるということでありますから、そ

ういった点には、私どもはそういう声もあるというふうな認識はしております。 

 以上、答弁といたします。 
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〇議長（小林始君） 

 野澤今朝幸君。 

〇３番議員（野澤今朝幸君） 

 その程度の理解というような話でしたから、これはこれ以上、議論してもしょうがないです

けども、本当に市民の皆さんはそういう意味でも、どういう形で被災地に支援ができるか。こ

のアリーナの問題も、そういう視点から皆さんが考えている、市民が考えているということを

確認して、次の質問に入ります。 

 先ほどの避難拠点としての問題、これは２月の市民ミーティングのときにも避難場所の話が

出たとか言いますけれども、例えば今年の２月の広報、市長の、暮れの連合区長会でのあいさ

つをそのまま載せていると思います。ぶち抜いて２面を使っています。そこにあるのは、それ

もかなり急な話ですけれども、人づくり、健康づくり、交流づくり、防災のことについては一

言も触れていないんですけども、このへんはどういうふうに弁明するか、ちょっと伺いたいと

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） 

 どのように弁明するのかというご質問でありますけども、私ども弁明するというようなこと

は考えておりません。基本的には人づくり、交流づくり、健康づくりという３つのコンセプト

に基づきまして、お話を市長がされたと。その内容につきまして、広報へ載せて皆さんにお知

らせしたという内容だと思います。市民ミーティングにおきまして、ここに当日の資料がござ

いますけども、防災施設として活用できないのかという質問に対しまして、多機能アリーナを

復興作業が始まったあとの二次的な避難拠点としても検討してまいりますということを、はっ

きりこれに載せまして、市民ミーティングに臨んだ経緯があります。当日の資料をご確認して

いただければ、そのことがご理解いただけるのではないかと思います。 

〇議長（小林始君） 

 野澤今朝幸君。 

〇３番議員（野澤今朝幸君） 

 多機能アリーナ、あれだけの大きい施設、想定されているんですけども、これは避難拠点と

して十分機能する。当たり前です。これは小学生でも分かる話です。今日も出ましたね、防災

に関するいろんな、例えば支所の耐震化の問題、そして避難所の、そこが浸水地域であるとか、

この間の全協のときのハザードマップを配ったときも、避難場所が崩れるようなところにある

ではないかとか、いろいろ議論が出ました。つまり、そういう中で、本当に必要なのは、今、

中央に多機能アリーナみたいなものを造って防災避難拠点とするという、そういう議論の上で

なら、もちろんいいです。そうではなくて、急に災害があったからといって、それは利用でき

ますよ。ただ、そういう中で、防災計画全体の中で位置づけられたものではないということ。

これは当たり前ですよね。それだけ、もし位置づけていれば、先ほど言ったように、市長が２面

ぶち抜きで述べた中に、いの一番にこなくても触れるはずですけども、全然触れていないと。

そういうことを言っているんです。どう見たってこれは付け焼刃でしかないと、こういうふう

に理解しますけども、この点についてもう一度、答弁をお願いします。 
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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） 

 現在の笛吹市の防災計画でありますけども、基本的には、亀山議員のご質問にもありました

ように、計画としてどのように進めるのかという部分と、それから既存の施設、規模の中でど

のように避難拠点施設として活用するのかという２通りございまして、備蓄倉庫でありますと

か、そういった部分につきましては、その計画の中で年度計画の中で整えていると。それから

災害拠点施設についても、現在、ある施設をどのように有効活用できるのかという部分と、そ

れから耐震化が済んでいない公共施設につきましては、順次、これは進めていかなければなら

ないという視点であります。 

 今、急きょというお話なんですけども、基本的に笛吹市につきましては、市民おおぜいが集

える施設がないと。それから、そういった施設を造れば、防災拠点施設にもなり得ると。当然、

議員はそんなことは当たり前だと言いますけども、たしかにそういう施設がないということで、

私どもはそういう施設を造りたい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） 

 野澤今朝幸君。 

〇３番議員（野澤今朝幸君） 

 先ほども議論が出ましたけども、そばには県立博物館等がありまして、あそこになるかとい

うような議論も全然しない中で、それは造れば避難拠点になることは明らかですけれども、い

ずれにしても、そういう十分な議論をした上での話ではなくて、これもできる、あれもできる、

つまり言ってみれば、今までの理由づけが市民にうまく納得されていないから、次から次へと、

その理由づけをしてくると、このようにしか考えられないわけです。 

 そして３点目にいきますけれど、本当に合併特例債の適用期限を延長するというのは、これ

は市長会で前から出ていた話ですけども、この大震災にかこつけて、具体的に本当に震災関係

で工事ができない、ストップしてしまう、これはしょうがないですけども、この時点で笛吹市

からこういうことを言い出すというのは、非常に私は不名誉なことだと思っています。本当に。

これは国が一体となって、被災地をどうにかしていこうというときに水を差すものだというふ

うに私は考えています。 

 前から出ているように、非常にうちの今の事業が、先ほど市長も答弁したように、期間的に

難しいところにきているから、そういう中で、こういう話を出したんではないかというふうな、

嫌疑もかかるようなタイミングだと思いますけれど、この点について、もう一度、ご答弁をお

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） 

 先ほど答弁いたしましたように、大変な大震災でありまして、そのために資材の調達等がス

ムーズにいかないではないかという懸念は、私ども今もしております。そうした場合につきま

しては、当然、合併特例期間にどれだけの事業ができるのか。大変な心配もございますから、

そこの部分につきましては、私どもは延長をお願いしたいという要請でございます。これにつ
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きましては、笛吹市発というお話ではございません。全国的な合併市の１つの大きな課題であ

ろうというふうに、私どもは認識しております。 

 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） 

 弱腰にならずに、期限内にぜひ建設するなら、していただきたいと思います。 

 最後に本当に今、これを見送れば、笛吹市の観光から何から、非常に私は活性化すると思い

ます。というのは、笛吹市はいい選択をしてくれたと。合併特例債もできるだけ抑えて、復興

地・被災地を助けようと、そういうメッセージを送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、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） 

 それでは、関連質問をさせていただきます。 

 アリーナ問題ですけども、あそこの成田の場所へ行けば、交差点を入って現地に行くわけで

すけども、その渋滞問題について、ちょっと私も調べてみました。ちょうど、蓬沢交差点のと

ころを利用いたしまして、私、あそこ１時間ほど車の中にいまして、２０号線を来るのと、そ

れから県道から行くのと、そうしましたら１時間に２０回、信号が変わりました。そのうち、

本線のほうは大体４倍ぐらいの時間をとっていまして、こちらから行くのに、ずっと連続でいっ

て１５、１６台でした。そう考えますと１時間に３００台、それから２時間で６００台という

ことになりますと、あそこに巨大な施設を造った場合、その帰りのときに、そこから出た場合

は、あの信号を渡るためには約２時間かかるではないかと。今、工事をやっていますから、八

代のほうへ抜ける道も出ますけども、たいがい、こちら東とか石和とか東京とかへ帰る方は、

たぶん右のほうへ入るではないかなと。そのへんは交通整理も必要なんですけども、そんなふ

うに感じましたので、そのへんも、現地に立ってみれば、本当にふさわしくない場所だと思い

ます。というのは、あそこに会社もあります。大きな会社があって。出入りも激しい。資材も

入る。そんなところへ未来永劫に渋滞が続くということは、あそこへ公共施設を無理矢理造る

ということは、非常に残念だなと思います。 

 それはそれとして、今日もアリーナ問題がいろいろ出ました。そして先ほども市長さんのほ

うからもいろいろなところを見て、いい構想が出ているようです。だけど、皆さん頭の中では

考えているんでしょうけども、言いづらいことなんですけども、来年の秋には改選期なんです

よね。そういった場合に、これから進めていった場合、実施設計もやった場合、今、風評です

と、反対する人が非常に多いんではないかと。私はそのままやって、あがってもらいたいんで

すけども、でもせっかく、そこまで構想を練ったけども、そこで駄目になってしまうという可

能性も非常にあるんではないかと。それから、今、先ほどから出ていましたけども、特例債を

延長するということ、それは結構だと思います。ですから、ここで本当に筋を通すんであった

ら、菅総理ではないけど辞任をして、そして４年間を実際、正々堂々と自分の構想でもって、
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皆さんの信託を受けてやるのが筋ではないかと。そうすれば無駄にもならないし、どう考えて

も、これしかないなというふうに思っておりますけども、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） 

 北嶋議員の関連質問でありますけども、この事業に関しましては、いわゆる私は今期の市長

選に立候補するときに、この話はすでに出させていただいております。降って湧いたように出

したわけではありません。いわゆる広報にも、きちっと出ているはずであります。そういった

約束をしたことを実行するというのは、私は市長になった１つの使命だというふうに思ってお

ります。したがいまして、来年、市長選があってどうのこうのと、そんなことは今、考えてお

りませんし、今、与えられたものをしっかり前に進めるというのが、私どもの使命だと思って

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） 

 よく分かりました。市長のお考えはそういうことですね。でも、世の中というものは明日の

ことも分からないんですよ。そして世の中もどんどん変化しています。それを４年前に公約を

したから、それでまっしぐら。だから住民投票とか、いろいろな意見を聞いても、それに対し

て答えなくて、ただまっすぐ、私はマニフェストで出したんだから、私の言っていることはそ

のままなんだ、それでいいんだという考えだと思うんですけど、そういう考えなら、いろいろ

皆さん、市民もそういう形をぜひ皆さんに、広報でもなんでもいいですから、４年前に公約し

たことだから、私はどんどん進めるよということを一言書いていただいて、そして進めていた

だければいいかなと思いますけども。 

 以上です。 

〇議長（小林始君） 

 荻野市長。 

〇市長（荻野正直君） 

 ４年前の市民とのお約束、それをどれだけ果たせるかというのが私の使命でありますし、ま

たここへ挙げたこと自身につきましても、一つひとつ、今度はこういう計画でやりたいけども、

いかがですかという形で、議会にも問うて、そしてここまできているわけであります。ある議

員は出した途端に時期尚早、議論すらしないで、この問題について葬り去ろうとした。しかし、

全体の中では賛成者が多くて、こういう形で進んできているわけです。やっぱり、議会の中で

どう議論をするか。これも大きな、私は要素だと思います。そういうことを例えば、何にもそ

ういう話をしないで、こういう計画があるから賛成してくれという形で、私はここで進めてき

た覚えは、まったくありません。なおかつ、市民の中からもチラシを出すほど熱心に、いわゆ

るこのことについて推進している方もいるわけです。 

 たしかに議会の中で一般質問すると、反対の方がおおぜい質問していますから、遠くで聞い

ている方は、議会は全体的に反対が多いかもしれませんけども、実際にはきちっと議会で多数

決でこのことを進めていいというふうに皆さま方にご信頼をいただいて、この事業を進めろと、

こういうふうに思っておりますから、よろしくお願いいたします。 
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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） 

 おそらく、私もそのマニフェストは見たこともないし、ほとんどの方は見たことがないんで

はないかと思うんです。それは、そんなことは本当に漠然としたことであるし、それは今の荻

野市長は人柄で私たちは選んだんですよ。だから相手もあるでしょうけども、そういう形の人

がほとんどだと思うんですよ。だからそれを、そういうものが配ってあるんだから承知だとい

うようなお考えは、ちょっと通らないんではないかなと思いますけど。 

〇議長（小林始君） 

 荻野市長。 

〇市長（荻野正直君） 

 それをおっしゃるんでしたら、市長のこれとこの政策は駄目だと、なぜ早くから言わないん

ですか。おかしいではないですか。 

〇４番議員（北嶋恒男君） 

 それは分からないですもの。知らなかったですから。 

〇市長（荻野正直君） 

 だから知らなかったとか、知っているではなくて、おかしかったらおかしいと、どんどん言っ

てくれなければ、私だってできませんよ。そうではないんではないですか。 

〇議長（小林始君） 

 北嶋恒男君。 

〇４番議員（北嶋恒男君） 

 だから今になって、今、いろいろ具体的になってきて、おかしいではないかという人がおお

ぜいになってきたと。それが遅いか早いか分かりませんけども。いつでもいいではないですか。

おかしいと思ったら、そこで見直してくださいよ。 

〇議長（小林始君） 

 荻野市長。 

〇市長（荻野正直君） 

 先ほど言いましたけども、たしかに疑問を抱いている方もいらっしゃいます。でも全体的な

議会の中では、ご賛成をいただいているわけですから。やっぱりそのことを、議会制民主主義

をしっかり信じて私は前進をしていくと、こういうことであります。 

〇議長（小林始君） 

 北嶋恒男君。 

〇４番議員（北嶋恒男君） 

 分かりました。 

〇議長（小林始君） 

 関連質問を終わります。 

 一般質問を続けます。 

 ２１番、川村惠子君。 

〇２１番議員（川村惠子君） 

 最後の一般質問となりました。通告に基づきまして、質問をさせていただきます。 
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 防災とは、大切な人と命と財産を守ること。大震災が起きた３月１１日から日本は大きく変

貌し、深い悲しみと混乱に直面しながらも復興と再生への道筋を模索しています。お互いが知

恵を出し合い、地域コミュニティの絆を強くし、暮らしのあり方を見つめ直すときがきている

と思います。 

 それでは、２点にわたって質問をさせていただきます。 

 まずはじめに、安心・安全のまちづくりについて。 

 被災者支援システム導入について。 

 東日本大震災の発生から約３カ月、全国各地の避難所では不自由な生活を余儀なくされてい

る被災者の支援には被災自治体による、いち早い被災者情報の把握と、さまざまな行政サービ

スの提供が求められています。ここで膨大な行政事務の負担を軽減し、被災者への迅速な行政

サービスの提供に一役かうのが被災者支援システムです。同システムは１９９５年の阪神・淡

路大震災で、壊滅的な被害を受けた兵庫県西宮市が独自で開発したものです。その後、総務省

所管の財団法人 地方自治情報センターに登録され、その活用について総務省から検討が進め

られているシステムです。また、その概要は災害発生時に住民基本台帳のデータをベースに被

災者台帳を作成し、被災状況を入力することで罹災証明書の発行から支援金・義援金の交付、

救済物資の管理、仮設住宅の入退去なり、一元的に管理ができます。 

 災害発生時は何よりも人命を、救助が最優先です。しかし、その後はきめ細かい被災者支援

が求められます。中でも家を失った住民が生活再建に向けて、なくてはならないが罹災証明書

であります。今のままでは確認作業に手間取り、被災者を長時間待たせることになると思われ

ます。今回の震災で、改めて平時から災害時に住民本意の行政サービスが提供される体制づく

りを進める必要性が高まっていると確信しております。あらゆる事態を想定した、きめ細やか

な準備が望まれます。そのために阪神・淡路大震災の教訓と、今回の大地震の実践に裏打ちさ

れた同システムの導入を提案いたしますが、市のお考えを伺います。 

 続いて、音声サービスの自動サービスの導入について伺います。 

 防災無線が聞こえない、何を言っているのか分からない、放送されているにも気がつかなかっ

た、計画停電どうなっているの、情報は、こんな声が今回たくさん寄せられました。そんな不

安を解消するための方法として、他の自治体においては、防災行政無線で放送した内容を電話

で聞くことができる音声自動対応サービスを開始しています。放送と同じ内容が音声により確

認できます。防災無線が聞こえない市民に対して極めて有効だと思いますが、市のお考えを伺

います。 

〇議長（小林始君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、山下総務部長。 

〇総務部長（山下真弥君） 

 川村惠子議員の一般質問にお答えいたします。 

 はじめに、被害者支援システム導入についてのご質問であります。 

 被災者支援システムは住民登録台帳をもとに、被災者、避難所、仮設住宅、犠牲者遺族、倒

壊家屋、緊急物資などの情報を被災後に一元管理するシステムであります。このシステムは情

報収集や支援対策に役立つものと考えますが、多種多様の情報を取り入れることから複数の部

署での活用となり、また情報のほとんどが個人情報であることなど、導入については課題もあ
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りますので、慎重に調査研究を行っていきたいと考えております。 

 次に音声自動サービスの導入をとのご質問でありますが、現在利用しております防災無線に

おいては、旧町村ごとの防災無線を一体化して運用しているため、音声自動応答サービスを行

う機器の設置ができないのが実情であります。現在、工事を行っております防災行政無線デジ

タル化の活用の中で、導入について検討してまいります。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 

 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けなかったのがすごく残念なんですが、今、笛吹市現在では災害時に

どういう支援者情報管理をされているのか、教えてください。 

〇議長（小林始君） 

 山下総務部長。 

〇総務部長（山下真弥君） 

 災害時の被災者支援について、どのような管理を行っているかということでございますけど

も、午前中から議論されていますとおり、防災の観点から災害が起こった場合には対策本部を

立ち上げまして、それと同時に被害状況の確認を一斉に行います。それに基づいて各部署での

災害支援、被災者支援ということになろうかと思います。 

〇議長（小林始君） 

 川村惠子君。 

〇２１番議員（川村惠子君） 

 そういう情報管理をされているということなんですが、その中に例えば家が壊れたとか、そ

ういったことで、なかなか把握するというのは難しいと思うんですね。そういう情報を得た場

合に、本当にその人たちがきちっと支援ができるかというのが、このシステムだと思うんです。

その中にあって、私が調べた中では、サポートセンターのほうに問い合わせしましたら、専用

サーバーが必要ない、既存のパソコンで十分対応できる。導入コスト、維持管理コストは職員

が行えばかからない。サポートセンターのサポートを十分聞けば、対応が可能である。それも

十分、対応を聞くにあたっては無料で教えてくださる。また表敬訪問を行っているところもあ

りますけども、そういった大災害ではその方法ではスムーズに対応は無理と。ましては住民基

本台帳、家屋台帳、被災状況の３つを連動させたシステムでなければならないというふうに書

いてありますし、そうしないと罹災証明書は先ほども言いましたように、なかなか今、大地震

が起きて３カ月も待って、やっと、そのことがいただけるという現状が今、ここに起きている

わけですね。そういった中で、当然のことながら、更新するには職員の手が必要ですし、いざ

というときに慌てて取り組むんではなくて、今、このときに全庁一丸となって、住民の生命と

財産を守る気持ち、そのシステムの導入が、職員の市民を思う強さがこのシステムの導入に表

われていると思いますけども、その点について、いかがでしょうか。 

〇議長（小林始君） 

 山下総務部長。 

〇総務部長（山下真弥君） 

 先ほどもお答えしましたとおり、西宮市の教訓、それから今回につきましても、東北の大震
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災におきまして、さまざまな活用状況等を検証しながら、調査研究をしてまいりたいというふ

うに考えております。 

 以上で答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 

 川村惠子君。 

〇２１番議員（川村惠子君） 

 先ほど市長が家屋調査に、職員を２週間派遣するというふうにおっしゃっていましたけども、

私も先日、弾丸ボランティアというか、本当に夜中に出て、夜中に帰ってくるというボランティ

アをさせていただきました。そういった中で、大曲付近のところを作業させていただきました

けども、本当に２階建てのお家が１階では生活をされていないんです。私たちが行かせていた

だいたところは、高齢者の２人で一緒になって、ヘドロの撤去をしました。その家は倒れてい

ないけども、１階で生活できないという状況を見たときに、そのことを通して、こういうシス

テムを入れないと、皆さんの救援にはつながらないということを深く感じました。ましてや、

こういうのを無償で提供してくださるというシステムですので、とにかく一日も早く、これを

取り入れないのは損だと私は思いますので、その点、市長いかがでしょうか。 

〇議長（小林始君） 

 荻野市長。 

〇市長（荻野正直君） 

 今回、川村議員のほうから被災者支援者システムの導入というようなことで、ご質問をいた

だいております。この点については、実は情報も含めて検討をさせていただいて、今回、この

時間にこのことを具現化するか否かという結論が出なかったんです。それをじっくり検討とい

うのは、先ほど総務部長から話がありましたように、個人情報をどうするとか、いろんな複雑

な問題が絡み合ってくる部分が単純に素晴らしいご提案ですね、やりましょうと、こういう言

えない部分がいくつかあるものですから、今、そのところを精査させていただいておりますか

ら、しばらくお時間をいただきたいと、こういうことであります。 

〇議長（小林始君） 

 川村惠子君。 

〇２１番議員（川村惠子君） 

 では前向きにやってくださるということで、分かりました。本当に個人情報も大事ですけど

も、この大災害に至っては、命という部分では、個人情報も損なわれることがあってはなりま

せんけども、十分にお願いしたいと思っております。 

 それから防災行政無線の件ですけれども、統一されていないので、今の段階では無理という

ふうにおっしゃいました。実際に皆さんのところにも、いろんな苦情の電話があったと思いま

すが、本市においても苦情の電話はあったでしょうか。 

〇議長（小林始君） 

 荻野市長。 

〇市長（荻野正直君） 

 防災無線については、市でも本当に頭を痛めているんです。ご質問の中にも聞こえるの聞こ

えないの、それからうるさいの、すごくいろんな情報がきております。実際的にどうしたらい

いかということで、今、新しくデジタル化の無線につきましては、完全に防災無線に絞ってや
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ろうというふうな結論で、今、事業を進めさせていただいております。そのためにどういう弊

害が出るかと申しますと、そのためには今度は各集落の放送が、この防災無線を一緒に使って

いるところも市内には一部あります。したがいまして、この問題についても、本来ならば各集

落ごとに、この問題についてはやっていただきたい。公民館と同じような形で運営をしていた

だきたいところなんですけども、今回につきましては、市の防災無線をつくると一緒に、分離

して、いわゆるこの機械が使えるようにということで検討しております。 

 いずれにいたしましても、まず１つ、やらなければならないのは、防災行政無線を独立した

形で、先ほどもＪＡの放送がありましたけども、こういったものと切り離して、本来の、国の

定められている防災無線にしたいというふうな気持ちです。 

 そして今、すぐに、先ほど音声自動ですね、こういったことはどうかという質問でございま

すけども、これに関しましても、今度の新しいシステムにすると、そういうことが可能になっ

てくるではないかということで、必要なら、そういうことについても検討していきたいと思い

ますし、また今日、質問の中でＦＭラジオの質問がございました。最終的に、いわゆる防災無

線もやられるわけです。ときに何が最後に残るかというと、この地域型のＦＭコミチャン、そ

ういうところが最終的に残ると。これを今、どういう形にしたら立ち上げられて、なおかつ運

用がうまくいくかということを今、研究中です。と申しますのは、市で独自にこのＦＭ局を持っ

て、常時放送し続けるということについては、大変コストがかかります。ですから、このコス

トとの戦いだと思います。つくることは、そんなにたくさんの費用はかかりません。しかし、

これを常時放送していくということになると、大変なコストがかかると。それを今、いわゆる

ほかの放送局と一緒になって、この時間帯だけできないかと。あるいはＪＡさんも今、この問

題については悩んでおります。行政無線が使えないようになったら、パソコンにして情報を長

そうとか、いろいろやっています。ですから、早く市でもＦＭ局をなんとかして、そしてＪＡ

さんにもこれを使って、いわゆる時間を決めて、ＦＭ放送ができるような体制をつくりたいと。

こういうふうに考えておりますから、よろしくお願いしたいと思います。 

〇議長（小林始君） 

 川村惠子君。 

〇２１番議員（川村惠子君） 

 防災無線が３６０度を聞こえるというのは、不可能に近いということに思っておりますので、

そういうふうな段階になりましたら、応答サービスを使えるようなふうにお願いしたいと思い

ます。また富士吉田市では、登録されたメルマガによって、自分の携帯メールを読むことによっ

て、防災の聞こえなかった部分が解消されるという、取り入れている自治体もありますので、

研鑽していただければありがたいと思っております。 

 ２点目に移らせていただきます。２点目として、不育治療の助成について。 

 不育症とは妊娠しない不妊症とは異なり、妊娠は成立するが出産までは至らず、それを２回

以上繰り返す病気のことをいいます。しかし原因を突き止めることで適切な治療ができ、元気

な赤ちゃんを出産できる病気でもあります。 

 不育症の原因は人によって違うが、適正な検査と治療によって８５％の患者が出産にたどり

着くことができるといわれております。しかし、検査も治療も保険適用外であるため、すべて

自己負担となります。胎盤など血しょう治療に効果があるヘパリン注射の治療費、月１０万円

ほどかかるそうで、若い夫婦には経済的負担が大きすぎるのが現状です。こうしたことを受け
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て、岡山県真庭市では全国に先駆け、不育治療に対する公費助成制度がスタートし、全国的に

も導入する自治体が広がりつつあります。不妊治療への支援はもちろん重要でありますが、授

かった命を出産まで導くまでの支援は、同様に大変意味のあることだと思っております。また

社会的に認知度の低い不育症と知らず、苦しんでいる人も多いといわれています。市民への周

知も大切であります。今後の取り組みについて、伺います。 

〇議長（小林始君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、中川保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（中川啓次君） 

 川村惠子議員の一般質問にお答えいたします。 

 不育症治療の助成についてのご質問にお答えいたします。 

 妊娠はするけれども、２回以上の流産や死産、もしくは生後１週間以内の早期新生児死亡を

２回以上繰り返す場合を不育症と呼びます。妊娠をしても、わが子の誕生を迎えられないご両

親の心の痛みをお察しいたします。 

 不育症には病態が多様であること。それぞれの病態ごとの治療方針が一定していないこと。

ストレス等の要因が病態を複雑にすること。たまたま胎児異常が繰り返しているだけの偶発的

な症例も含まれることなどから、多くの産婦人科医にとって難解な疾患となっております。 

 これまで実態が明らかでなかったことから、平成２０年度から厚生労働省の研究班が立ち上

げられ、不育症の原因や治療方法の研究が進められております。 

 笛吹市では、不妊治療をされている方の経済的な負担を軽減するため、平成１９年度から不

妊治療費助成事業を開始しているところであります。不育症治療の助成につきましては、原因

や治療方法について研究段階であることから、今後の国の動向を注視しながら検討してまいり

たいと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 

 川村惠子君。 

〇２１番議員（川村惠子君） 

 今、答弁をいただきました。先ほどの話の中で、年間６３０人の新生児が産まれるという報

告がありました。その中にそういった少子高齢化の中にあって、せっかく授かった命ですので、

不育症を知らない方、またそういう方で悩んでいる方、またそういった方の周知する意味では、

より多くの方に不育症ってなんだということを皆さんに周知するための方法と、また山梨県に

おいても専門医療機関があると思いますが、そのへんを教えていただければありがたいです。 

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） 

 たしかに不育症につきましては、聞きなれない疾患だというふうに捉えております。ただ、

最近になって注目されてき始めたということも認識しておりまして、今朝の新聞報道にも不育

症が取り上げられていたのをご覧になった方もいらっしゃるんではないかと思います。そんな

ことで、今後、不育症の治療が認識されるように、保健センター内へ内容の紹介の掲示をしま

すとか、それからリーフレット等の作成配布等を通して周知を図っていきたいというふうに考
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えているところでございます。 

 それから県内での医療機関の対応ということでございますが、なかなか、この疾患について

は、それ専門の医師というのが非常に少ないわけでございまして、県内ではわずか２名という

ことで、山梨大学医学部の付属病院と県立中央病院にそれぞれ１名ずつの医師が在籍している

というような状況でございますが、これは全国的には４２０名ほどの医師がおりますが、どう

しても都市型の都会に医師が集中している傾向がございますので、一般的な県におかれますと、

２名から３名程度の医師しか在籍していないという状況がございますので、そういった面も含

めまして、答弁の繰り返しにはなるかと思いますが、そういった国の状況等を見ながら、周知

のほうは市独自で図っていきたいというふうに考えております。 

〇議長（小林始君） 

 川村惠子君。 

〇２１番議員（川村惠子君） 

 ありがとうございました。ちなみに、この岡山県真庭市では１人の女性の声が市の行政を動

かしまして・・・終わります。ありがとうございました。 

〇議長（小林始君） 

 答弁は。 

 （「大丈夫です。」の声） 

 以上で、一般質問を終わります。 

 関連質問を許します。 

 （ 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。 

 お諮りいたします。 

 明日７日から１３日まで、議案調査のため休会といたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、明日７日から１３日は休会とすることに決定いたしました。 

 次の本会議は１４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 ６時２３分 
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について 
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めの請願書 
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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 ） 
 
 

４．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名（１９名） 
 
 市 長 荻 野 正 直 副 市 長 望 月 健 二 
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再開  午後 ２時３５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。 
 本日も上着を脱いで結構です。 
 本日、傍聴と撮影の申請があり、これを許可しましたので報告いたします。 
 傍聴人に申し上げます。 
 傍聴人は議事について可否を表明し、または騒ぎ立てることは禁止されておりますので、静

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

め申し添えます。 
 直ちに、日程に入ります。 
 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりです。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小林始君） 
   日程第１ 議案第４８号から日程第１４ 議案第６１号までを一括議題とします。 

 本案については今定例会初日の６月３日に上程され、各常任委員会に審査を付託してありま

すので、それぞれの常任委員長から審査の結果について、報告を求めます。 
 はじめに総務常任委員会に付託しております案件について、総務常任委員長から審査の結果

について報告を求めます。 
 総務常任委員会委員長、前島敏彦君。 

〇総務常任委員長（前島敏彦君） 
 それではただいま議長より報告を求められましたので、総務常任委員会の報告をいたします。 
 去る６月３日の本会議において、本委員会に付託されました議案審査を９日、１０日委員会

を開会し、全委員出席のもと、関係当局の出席を求め審査いたしました。 
 審査の過程におきまして出ました、主な質疑等について報告いたします。 
 まず総務部所管では、笛吹市税条例の一部改正について、従来からの居住者や事業所で、実

際この条例改正が適用となるような被害はないか。また、大震災にかかる雑損控除は、繰り越

しは何年が可能なのかとの質問に対し、直接、従来からの居住者や事業所で適用となるものは

なく、また雑損控除は５年間、繰り越しができるとの説明がありました。 
 また、春日居支所非常用発電機の予算補正について、設置する５．５ｋｖＡという発電機の

大きさはどのくらいの対応になるのかとの質問に対し、対応する家電はコンピューター、エア

コン、業務用電磁調理器等の電気製品に利用でき、１００ボルトで５５アンペアまで使用でき

る。春日居支所はサーバーがあるため、ある一定の大きさが必要であり、５．５ｋｖＡの大き

さの発電機を購入させていただきたいとの説明がありました。 
 経営政策部所管では、日本中央競馬会寄附金について、売り上げの何割かをいただいている

のか。また、このような景気状況の中で、その額は減ってきているのかとの質問に対し、寄附

金は半径２キロメートル以内の公共用の施設、道路等の整備事業にいただいているもので、前
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年３カ年の売り上げの平均をとる中で、その地域への交付額が決定される。最近の動向として、

場外馬券場自体を利用する方が減ってきているということで、交付額も下降傾向にあるとの説

明がありました。 
 また、合併特例債を充当する私立保育所施設整備事業について、施設整備事業費に対する費

用の負担割合はどうなっているのかとの質問に対し、国が２分の１、市が４分の１、事業主が

４分の１という、それぞれの負担割合になっているとの説明がありました。 
 市民環境部所管では、八代源泉管理事業の減額補正について、事業の先の見通しがないのか

との質問に対し、この事業については、八代支所と竹居区の話し合いで当面、使用目的がない

ということで、ポンプなどの施設はそのままで電源を切り、お金をかけないということになっ

ている。もし、必要が起きた場合は多少の経費はかかるが、復活できるような状態にしてある

との説明がありました。 
 以上、本委員会に付託をされました案件に関わる主な質疑等の報告を終わります。 
 それでは、審査結果については次のとおりであります。 
 議案第４８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５０号 「平成２３年度笛吹市一般会計補正予算（第１号）のうち、総務常任委員会

担当項目について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 以上をもちまして、委員長報告とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 以上で、総務常任委員長の報告は終わりました。 

 これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 （ な し ） 

 質疑を終結いたします。 

 この際、申し上げます。 

 総務常任委員会に付託されております議案第５０号 「平成２３年度笛吹市一般会計補正予

算（第１号）」につきましては、各常任委員会に分割付託してありますので、３常任委員長の

報告終了後に討論および採決を行います。 
 それでは議案第４８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４８号の採決を行います。 
 本件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４８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の

結果について報告を求めます。 



 １２７ 

 教育厚生常任委員会委員長、中川秀哉君。 
〇教育厚生常任委員長（中川秀哉君） 

 それでは議長より報告を求められましたので、委員長報告をさせていただきます。 
 去る６月３日の本会議において、本委員会に付託されました議案審査を９日および１０日の

２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審査いたしました。 
 審査の過程において出ました主な質疑・意見等について、ご報告いたします。 
 保健福祉部所管では、東日本大震災避難者の宿泊施設受け入れ事業は、いつまで実施するの

かとの質問があり、受入れ人数と時期をみて判断するとの説明があり、現在も継続中とことで

した。 
 また、県の補助事業については、市の事業と並行して継続するのかとの質問に対し、県でも

継続する考えはあるが、補正予算可決後に今後の対応が示されるとの説明がありました。 
 当初は避難者支援を目的とした事業が慰安事業へ変わってきたのではとの質問に対して、被

災地での調査で、被災者のストレスが深刻であると判断したためとの説明がありました。 
 地域支え合い資源マップの件で、地域で有効活用できるようお願いしたいとの意見がありま

した。 
 また市内の医療機関による日本脳炎ワクチンの期限切れ接種について、今のところ健康状態

には問題ないが、今後早めの接種を行い、再発の防止に努めるよう指導したとの報告がありま

した。 
 続きまして教育委員会所管では、公共図書館と学校図書館のシステム一元化に伴うパソコン

購入について、今後の保守契約はどのようになるのかとの質問に対して、納入したところで保

守していただくことがよいとのことであり、また公共図書館システムのプログラムについては、

県内での実績を考慮して、３業者を選定したとの説明がありました。 
 次に学校教育用パソコンの購入については、事後審査型条件付き一般競争入札を実施し、市

内の業者を含め６社の参加があり、その入札結果に基づき業者を決定した。 
 なお、今後も物品購入につきましては、市内業者を活用していく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。 
 なお、一般会計補正予算、後期高齢者医療特別会計補正予算については、反対討論がありま

した。 
 それでは、審査結果については次のとおりです。 
 議案第４９号 「笛吹市学校給食センター条例の一部改正について」、賛成全員で原案のと

おり可決すべきものと決定。 
 議案第５０号 「平成２３年度笛吹市一般会計補正予算（第１号）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５１号 「平成２３年度笛吹市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）について」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第５２号 「平成２３年度笛吹市介護保険特別会計補正予算（第１号）について」、賛

成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第５３号 「平成２３年度笛吹市介護サービス特別会計補正予算（第１号）について」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第５４号 「平成２３年度笛吹市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）について」、
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賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第６０号 「動産の取得について」、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第６１号 「動産の取得について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 以上をもちまして、委員長報告といたします。 

〇議長（小林始君） 
 以上で、教育厚生常任委員長の報告は終わりました。 

 これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 （ な し ） 

 質疑を終結いたします。 

 これより討論および採決を行いますが、議案第５０号につきましては、先ほど申し上げたと

おり各常任委員会に分割付託してありますので、３常任委員長の報告終了後に討論および採決

を行います。 
 それでは議案第４９号を議題とし、討論を許します。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結します。 
 これより、議案第４９号の採決を行います。 
 本案に対する委員長報告は可決です。 
 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 全 員 ） 
 起立全員です。 
 よって、議案第４９号は原案のとおり可決されました。 
 次に議案第５１号を議題とし、討論を許します。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結します。 
 これより、議案第５１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５１号は原案のとおり可決されました。 
 次に議案第５２号を議題とし、討論を許します。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結します。 
 これより、議案第５２号の採決を行います。 
 本案に対する委員長報告は可決です。 
 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 



 １２９ 

 （ 起 立 全 員 ） 
 起立全員です。 
 よって、議案第５２号は原案のとおり可決されました。 
 次に議案第５３号を議題とし、討論を許します。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結します。 
 これより、議案第５３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５３号は原案のとおり可決されました。 
 次に議案第５４号を議題とし、討論を許します。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結します。 
 これより、議案第５４号の採決を行います。 
 本案に対する委員長報告は可決です。 
 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５４号は原案のとおり可決されました。 
 次に、議案第６０号および議案第６１号を一括議題とします。 
 お諮りします。 
 本２案件については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本２案件に対する委員長報告は可決です。 
 本２案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第６０号および議案第６１号は原案のとおり可決されました。 
 次に建設経済常任委員会に付託しております案件につきまして、建設経済常任委員長から審

査の結果についての報告を求めます。 

 建設経済常任委員会委員長、内藤武寛君。 

〇建設経済常任委員長（内藤武寛君） 

 それでは、ただいま議長より報告を求められましたので、委員長報告をさせていただきます。 



 １３０ 

 去る６月３日の本会議において、本委員会に付託されました議案審査を６月９日、１０日に

委員出席のもと、関係当局の出席を求め開会し、審査いたしました。 
 審査の過程において出ました、主な質疑・意見等について報告いたします。 
 産業観光部所管では、観光商工課にかかる商工総務事業の商工振興災害対策資金融資制度に

伴う山梨県信用保証協会出捐金１，２５０万円について説明を求めたところ、融資希望者が多

く、当初予定していた融資額１０億円では不足が生じることから、新たに５億円増額するため

の市から信用保証協会への寄託金の追加であるとの説明がありました。 
 建設部所管では土木課の道路新設改良費、道整備交付金事業の１４節使用料及び賃借料につ

いて内容説明を求め、市道１－１２（旧石和８）号線の道路改良工事（平等川に歩道橋設置）

に伴う、迂回道路の借地料についての説明がありました。 
 公営企業部所管では、下水道課の下水道維持管理事業の委託料と使用料及び賃借料の内容に

ついて説明を求めたところ、夏の計画停電に備え、マンホールポンプ設置３カ所に大型の発電

機を準備するためのリース料であること。また大型の発電機のため、運転するのには資格が必

要であり、そのための委託料であるとの説明がなされました。 
 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５０号 「平成２３年度笛吹市一般会計補正予算（第１号）のうち、建設経済常任委

員会担当項目について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第５５号 「平成２３年度笛吹市公共下水道特別会計補正予算（第１号）について」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第５６号 「平成２３年度笛吹市農業集落排水特別会計補正予算（第１号）について」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第５７号 「平成２３年度笛吹市簡易水道特別会計補正予算（第１号）について」、賛

成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第５８号 「平成２３年度笛吹市水道事業会計補正予算（第１号）について」、賛成全

員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第５９号 「平成２３年度笛吹市営春日居地区温泉給湯事業会計補正予算（第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。 
 以上をもちまして、委員長報告といたします。 

〇議長（小林始君） 
 以上で、建設経済常任委員長の報告が終わりました。 

 これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 （ な し ） 

 質疑を終結します。 

 これより討論および採決を行いますが、議案第５０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５５号から議案第５９号までを一括議題とします。 
 お諮りいたします。 
 本５案件については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 



 １３１ 

 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本５案件に対する委員長報告は可決です。 
 本５案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第５５号から議案第５９号は原案のとおり可決されました。 
 以上で、各常任委員会に付託いたしました議案の採決が終了いたしました。 
 これより、各常任委員会に分割付託いたしました議案第５０号を議題とし、討論を行います。 
 まず、反対討論を許します。 
 ８番、亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 議案第５０号 「平成２３年度笛吹市一般会計補正予算（第１号）」に対する反対討論を行

います。 
 この補正予算の主な内容は、歳入においては前年度繰越金と安心子ども基金の県補助金など

であります。歳出においては、４月の人事異動による給料の増減や議員年金の廃止による共済

費の増額、そして安心子ども基金を受けての私立保育所の施設整備などを主な内容とする補正

予算でございます。 
 そのうち歳出における指摘事項を申し上げて、反対討論といたします。 
 歳出の中で、学校給食費８７４万５千円の減額についてであります。 
 人事異動による給料の減額に加えて、正規の給食調理員退職による補充を臨時職員の採用で

補うことになった大幅な減額であります。委員会審査の中で私は、正規職員の退職による人員

補充は臨時職員ではなくて、正規の職員を採用すべきだと主張しましたが、担当課の答弁は課

としてはそのような要求をしたけども、現業の職場では原則として正規の職員は採用しないと

人事担当課から言われたということでありました。 
 児童生徒の給食を作る調理の仕事も、その他の市役所内のどんな仕事も等しく市民の教育、

福祉の向上のための大事な仕事であり、どこの職場は臨時職員でいいとか、どこの職場は正規

職員でとか、そのようなことがあるはずはありません。学校給食調理員といいますのは、セン

ター、自校方式合わせて７０人が働いておりますけども、そのうち正規職員はわずか２１人、

７０％の４９人は臨時職員として働いております。ましてや熱中症で救急車で運ばれるなどの

過酷な現場で働くことをしなければならない調理員のような職員こそ雇用改善を図り、正規職

員で対応すべきではないでしょうか。今回の補正予算のような退職した正規職員の補充を臨時

職員が対応するなど、到底認めるわけにはいきません。今こそ正規職員を採用することを求め

て反対討論をいたします。 
〇議長（小林始君） 

 ほかに討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結します。 



 １３２ 

 これより、議案第５０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５０号は原案のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小林始君） 
   日程第１５ 請願第６号を議題とします。 

 本件は、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

について、６月１０日に審査をいたしましたので、その結果についてご報告いたします。 
 請願第６号 「３０人以下学級実現、義務教育費国庫負担制度拡充を図るための請願書」に

ついては、賛成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。 
 （ 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。 
 （ な し ） 
 討論を終結します。 
 請願第６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６号は委員長報告のとおり採択することに決しました。 
 後刻、日程を追加し、意見書の提出についてを議題といたします。 
 ここで、暫時休憩をいたします。 
 再開を３時３０分といたします。 

休憩  午後 ３時０９分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ３時２９分 
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〇議長（小林始君） 
 再開いたします。 
 ただいま市長より人事案件３件が、また教育厚生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） 
 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１６ 議案第６２号から日程第１８ 同意第７号までを一括議題とし、提出議案に対する

要旨説明を求めます。 
 市長、荻野正直君。 

〇市長（荻野正直君） 
 本日、提案させていただきます議案および同意案件について、概略をご説明申し上げます。 
 まず議案第６２号 「人権擁護委員の候補者の推薦について」。 
 前島英雄氏を推薦いたしたく、人権擁護委員法第６条第３項の規定により、議会の意見を求

めるものであります。 
 住所は笛吹市八代町北１４５７番地。生年月日は昭和１３年２月９日。満７３歳。新任であ

ります。 
 次に同意第６号 「稲山恩賜県有財産保護財産区管理委員会委員の選任について」でありま

すが、管理委員会委員を選任することについて、地方自治法第２９６条の４第１項および稲山

恩賜県有財産保護財産区管理会条例第３条の規定により、川口勝彦氏、橘田欣三氏の２人につ

いて同意をお願いするものであります。 
 次に同意第７号 「教育委員会委員の任命について」であります。 
 ４月１４日付けで退任されました茂手木卓也氏の後任として、津金猛氏を任命したく、地方

教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項の規定により、議会の同意をお願いするも

のであります。 
 住所は笛吹市春日居町鎮目９６８番地の２。生年月日は昭和２４年１１月２７日。満６１歳

であります。津金氏は山梨大学を卒業し、春日居小学校、坂下中学校などの教諭。甲州市立増

里中学校長を経て、平成２２年退職され、現在に至っております。 
 以上、追加案件の概略の説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決いただき

ますようお願いいたします。 
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６２号の質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
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 質疑を終結します。 
 お諮りします。 
 本案は会議規則第３６条第３項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第６２号は委員会付託を省略することに決定いたしました。 
 議案第６２号の討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結します。 
 議案第６２号の採決を行います。 
 本案は、原案のとおり承認することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 全 員 ） 
 起立全員です。 
 よって、議案第６２号は原案のとおり承認することに決しました。 
 続いて、同意第６号の質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑を終結します。 
 お諮りします。 
 本案は会議規則第３６条第３項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、同意第６号は委員会付託を省略することに決定いたしました。 
 同意第６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６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６号は原案のとおり同意することに決しました。 
 続いて、同意第７号の質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑を終結します。 
 お諮りします。 
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 本案は会議規則第３６条第３項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、同意第７号は委員会付託を省略することに決定いたしました。 
 同意第７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７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７号は原案のとおり同意することに決しました。 
 なお、ただいま同意されました件について、津金新教育委員から議場での発言の申し出があ

りますので、これを許可したいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 津金君の入場を許します。 
 （ 入 場 ） 
 津金君の発言を許します。 
 津金猛君。 

〇教育委員（津金猛君） 
 先ほど市長さまより、ご紹介をいただきました津金猛と申します。 
 このたび新教育委員ということで拝命をいただきまして、今回初めての経験になりますので、

誠に未熟ながら皆さま方のご協力をいただく中で、大変微力ではございますが、笛吹市の教育

の推進のために誠心誠意、職務に励んでまいりたいと思いますので、何とぞよろしくお願い申

し上げます。 
 本当に緊張しておりまして、うまく話ができませんでしたが、ぜひよろしくお願い申し上げ

ます。 
〇議長（小林始君） 

 ありがとうございました。 
 津金君の退場を求めます。 
 （ 退 場 ） 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小林始君） 
   日程第１９ 発議第３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。 



 １３６ 

〇１９番議員（中川秀哉君） 
 発議第３号 
 平成２３年６月１４日 提出 
 笛吹市議会議長 小林始殿 

提出者 
笛吹市議会議員 中川秀哉 

賛同者 
笛吹市議会議員 前島敏彦 
   〃    内藤武寛 

 ３０人以下学級実現義務教育費国庫負担制度拡充を図るための意見書の提出について 
 上記意見書を会議規則第１３条第１項の規定により、別紙のとおり提出いたします。 
 提案理由 
 義務教育費国庫負担金の国負担割合の縮小や地方交付税の削減など、厳しい地方財政の状況

により、自治体において教育予算を確保することが困難となっている。このような状況の中、

教育の機会均等や水準確保、無償制維持に不可欠な義務教育費国庫負担制度を堅持し、国によ

る教育予算の拡充と豊かな教育環境を整備する必要があるため、本意見書を提出するものであ

る。 
 なお、意見書案につきましては、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。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、発議第３号は質疑・討論、委員会付託を省略することに決定しました。 
 これより、発議第３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３号は原案のとおり可決されました。 
 追って、意見書を関係機関に送付いたします。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小林始君） 
   日程第２０ 「閉会中の継続審査について」を議題といたします。 

 各常任委員長、議会運営委員長、リニア対策特別委員長より閉会中の継続審査の件が提出さ

れております。 
 お諮りします。 
 本件については、お手元に配布のとおり閉会中の継続審査とすることにご異議ありませんか。 
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 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、本件については各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査と決しました。 
 以上で、本定例会に付議された案件はすべて終了いたしました。 
 市長より閉会に際し、あいさつの申し出がありますので、これを許します。 
 市長、荻野正直君。 

〇市長（荻野正直君） 
 平成２３年第２回定例会の閉会にあたりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 
 本市議会は６月３日から本日まで１２日間の日程で開催されました。正副議長さまをはじめ

市議会議員各位におかれましては、本会議ならびに各委員会を通じ、慎重かつ熱心なご審議に

努めていただき、誠にありがとうございました。 
 本会議に上程いたしました提出案件のすべてにつきまして、ご議決・ご承認を賜り、厚く御

礼を申し上げます。 
 さて、国政においては菅直人首相が退陣を表明し、後継選びの民主党代表選についても７月

上旬との観測があり、新たなリーダー選びが本格化してくると思われます。 
 東日本大震災は、国家の根幹を揺るがすほどの国難というべき大災害であり、日本の再生の

ために被災地復興に国が総力を挙げて、取り組んでいかなければならない重大な局面でありま

す。強いリーダーシップのもと、この難局に立ち向かえる体制が構築されることと期待すると

ころであります。 
 次にリニア中央新幹線の中間駅についてでありますが、最適地は境川であると、峡東圏域と

して駅誘致活動を展開してきたところでありましたが、残念ながら建設位置は甲府盆地南部地

域と提示され、昨日開催されたリニア中央新幹線建設促進山梨県期成同盟会臨時総会でＪＲ東

海から詳細な選定理由の説明を受けたところであります。技術的な制約、環境への影響が大き

いとの理由から駅の位置については受け入れざるを得ないものと考えております。 
 今後は早期建設の促進と併せ、リニアの新駅が笛吹市の地域経済や地域振興に大きな効果を

もたらすよう施策展開を国や県に要請するとともに、市といたしましても適時適切な対応を講

じていく所存であります。 
 次に避難者宿泊施設受け入れ事業の状況について、申し上げます。 
 小林議長をはじめ市議会の協力もいただきながら、５月３０日に福島県南相馬市内の各避難

所から１１５名の避難者を市内の温泉旅館、ホテルにお招きし、心身の疲れを癒していただき

ました。家も家財も家族も流され、３カ月も笑いを忘れていたという避難者から温かいおもて

なしで笑顔が戻り、生きる力がわいてきたなど、たくさんの感謝をいただきました。 
 引き続いて６月６日には、第２便として２７５名の方をお招きし、来週２０日にお招きいた

します第３便につきましては、約４８０名の避難者の方が参加を予定いたしております。さら

に第４便としては、南相馬市から福島県外に避難されている方々もお招きしたいと計画してい

るところであります。また１９日、２０日の日程で私も南相馬市に出向き、現地の悲惨な状況、

避難所や避難者の状況などを直に見てまいり、今後の防災対策の糧とするとともに、ボランティ

ア活動の取り組みなどについて、桜井南相馬市長さんと意見を交わしてまいりたいと考えてお

ります。 
 次に国民健康保険税率の改定につきまして、報告いただきます。 
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 去る８日に開催されました国民健康保険運営協議会において、２３年度の国民健康保険税率

の改定につきまして諮問を行い、昨日答申をいただきました。答申内容でありますが、２２年

度の決算は黒字が見込まれることなどから、２３年度の税率は据え置くことが妥当だとの内容

でありました。この答申を尊重したいと考えております。しかしながら、今後も厳しい財政状

況下にあることから、収納率の向上、生活習慣病の予防事業をはじめとする医療費の適正化に

取り組んでまいりたいと考えております。 
 次に７月７日・８日の２日間、ＪＡ笛吹と共同で大阪市場をメインに果実の消費拡大宣伝を

実施いたします。東京太田市場での宣伝活動につきましては継続的に行い、笛吹ブランドの確

立に向け、安全・安心でおいしい高品質な果物をＰＲしてまいります。 
 また福島原発を起因とする外国観光客の減少を打破し、安全な山梨、笛吹市をアピールし、

減少した観光客の誘客を促進するため、７月下旬、台湾、香港へのトップセールスを実施する

とともに、笛吹市を訪れる海外旅行業者やマスメディア等への積極的なアピールを行ってまい

ります。 
 いずれも私自身がトップセールスを行うことにより、笛吹市の魅力を十分に発信し、本市の

認知度向上や果実の販路拡大を図ってまいります。 
 次に、夏祭りについてであります。 
 今年度は特に３月１１日の東日本大震災以後の、全国的に沈みがちな状況から一日も早く立

ち直るため、「がんばろう日本」を合言葉に例年以上ににぎわいがあるお祭りにしたいと思っ

ております。 
 今年も７月２０日から始まるわけですが、笛吹市夏祭りをより充実したものとして、７００年

の歴史を持つ笛吹川石和鵜飼の１カ月間にわたる実演や、８月１６日の甲斐一宮大文字焼きを

開催してまいります。 
 また笛吹市夏祭りの最後を飾る石和温泉花火大会におきましては、花火の見せ方等にも工夫

を凝らし、県内外から来訪していただく多くの方々にも、本市に避難されている方々にも大輪

の花火を堪能していただきたいと思います。 
 今年度は春のイベントを自粛した分、秋に向け、観光客の誘客につながるイベントも企画い

たしておりますので、議員各位におかれましてもＰＲとご協力をよろしくお願いいたします。 
 最後に今年の梅雨入りが記録的に早く、ぐずついた天候が長く続いておりますが、皆さま方

にはくれぐれもご自愛の上、ご健勝でご活躍くださることをお祈りし、閉会のあいさつとさせ

ていただきます。ありがとうございました。 
〇議長（小林始君） 

 以上をもちまして、平成２３年笛吹市議会第２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 ３時５２分 
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