
 １ 

 
 
 
 
 

平成２３年 
 
 
 

笛 吹 市 議 会 
第 ３ 回定 例 会会 議 録 

 
 
 

平成２３年９月 ５日  開会  

平成２３年９月２６日  閉会  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

山梨県笛吹市議会 
 



 ２ 

 
笛吹市告示第１０９号 

 
 

平成２３年笛吹市議会第３回定例会を次のとおり招集する。 
 
 

                平成２３年８月２９日 

 
                           笛吹市長  荻 野 正 直 

 
 
 
 

１． 期  日    平 成 ２ ３ 年 ９ 月 ５ 日  午後 １時３０分 
 
 

２． 場  所    笛 吹 市 役 所 議 場 
 
 
 



 ３ 

 
 

○ 応招・不応招議員 
 
 

応招議員（２４名） 
 
 １番  網 倉 正 治 ２番 志 村 直 毅 
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 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 
 
 
 
 

不応招議員（ な し ） 
 
 
 



 ４ 

 
 
 
 
 

平 成 ２ ３ 年 
 
 

笛 吹 市 議 会 第 ３ 回 定 例 会 
 
 
 

９ 月 ５ 日 
 
 



 ５ 

 
平成２３年笛吹市議会第３回定例会 
 

１．議 事 日 程（第１号） 
平 成 ２ ３ 年 ９ 月 ５ 日 
午後 １時３０分開議 
於 議 場 

 
 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 
日程第 ２ 会期の決定 
日程第 ３ 議会関係諸般の報告 
日程第 ４ 市長行政報告ならびに提出議案要旨説明 
日程第 ５ 代表監査委員決算審査報告 
日程第 ６ 報 告 第 ６ 号 平成２２年度笛吹市財政健全化判断比率及び公営企業の資

金不足比率の報告について 

日程第 ７ 議案第６３号 笛吹市男女共同参画推進条例の制定について 

日程第 ８ 議案第６４号 笛吹市職員定数条例の一部改正について 

日程第 ９ 議案第６５号 峡東都市計画事業石和駅前土地区画整理事業施行に関する

条例の一部改正について 

日程第１０ 議案第６６号 平成２３年度笛吹市一般会計補正予算（第２号）について 

日程第１１ 議案第６７号 平成２３年度笛吹市国民健康保険特別会計補正予算（第

２号）について 

日程第１２ 議案第６８号 平成２３年度笛吹市介護保険特別会計補正予算（第２号）

について 

日程第１３ 議案第６９号 平成２３年度笛吹市介護サービス特別会計補正予算（第

２号）について 

日程第１４ 議案第７０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

２号）について 

日程第１５ 議案第７１号 平成２３年度度笛吹市公共下水道特別会計補正予算（第

２号）について 

日程第１６ 議案第７２号 平成２３年度笛吹市農業集落排水特別会計補正予算（第

２号）について 
日程第１７ 議案第７３号 平成２３年度笛吹市簡易水道特別会計補正予算（第２号）

について 
日程第１８ 議案第７４号 平成２３年度笛吹市黒駒山恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計補正予算（第１号）について 
日程第１９ 議案第７５号 平成２３年度笛吹市大積寺山恩賜県有財産保護財産区管理

会特別会計補正予算（第１号）について 
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日程第２０ 議案第７６号 平成２３年度笛吹市稲山恩賜県有財産保護財産区管理会特

別会計補正予算（第１号）について 
日程第２１ 議案第７７号 平成２３年度笛吹市牛ヶ額山恩賜県有財産保護財産区管理

会特別会計補正予算（第１号）について 
日程第２２ 議案第７８号 平成２３年度笛吹市大口山恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計補正予算（第１号）について 
日程第２３ 議案第７９号 平成２３年度笛吹市崩山恩賜県有財産保護財産区管理会特

別会計補正予算（第１号）について 
日程第２４ 議案第８０号 平成２３年度笛吹市名所山恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計補正予算（第１号）について 
日程第２５ 議案第８１号 平成２３年度笛吹市春日山恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計補正予算（第１号）について 
日程第２６ 議案第８２号 平成２３年度笛吹市兜山外五山恩賜県有財産保護財産区管

理会特別会計補正予算（第１号）について 
日程第２７ 議案第８３号 平成２３年度笛吹市水道事業会計補正予算（第２号）につ

いて 
日程第２８ 議案第８４号 平成２２年度笛吹市一般会計歳入歳出決算認定について 
日程第２９ 議案第８５号 平成２２年度笛吹市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認

定について 
日程第３０ 議案第８６号 平成２２年度笛吹市老人保健特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 
日程第３１ 議案第８７号 平成２２年度笛吹市介護保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 
日程第３２ 議案第８８号 平成２２年度笛吹市介護サービス特別会計歳入歳出決算認

定について 
日程第３３ 議案第８９号 平成２２年度笛吹市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

認定について 
日程第３４ 議案第９０号 平成２２年度笛吹市公共下水道特別会計歳入歳出決算認定

について 
日程第３５ 議案第９１号 平成２２年度笛吹市農業集落排水特別会計歳入歳出決算認

定について 
日程第３６ 議案第９２号 平成２２年度笛吹市簡易水道特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 
日程第３７ 議案第９３号 平成２２年度笛吹市黒駒山恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計歳入歳出決算認定について 
日程第３８ 議案第９４号 平成２２年度笛吹市大積寺山恩賜県有財産保護財産区管理

会特別会計歳入歳出決算認定について 
日程第３９ 議案第９５号 平成２２年度笛吹市稲山恩賜県有財産保護財産区管理会特

別会計歳入歳出決算認定について 
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日程第４０ 議案第９６号 平成２２年度笛吹市牛ヶ額恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計歳入歳出決算認定について 
日程第４１ 議案第９７号 平成２２年度笛吹市大口山恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計歳入歳出決算認定について 
日程第４２ 議案第９８号 平成２２年度笛吹市崩山恩賜県有財産保護財産区管理会特

別会計歳入歳出決算認定について 
日程第４３ 議案第９９号 平成２２年度笛吹市名所山恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計歳入歳出決算認定について 
日程第４４ 議案第１００号 平成２２年度笛吹市春日山恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計歳入歳出決算認定について 
日程第４５ 議案第１０１号 平成２２年度笛吹市兜山外五山恩賜県有財産保護財産区管

理会特別会計歳入歳出決算認定について 
日程第４６ 議案第１０２号 平成２２年度笛吹市水道事業会計決算認定について 
日程第４７ 議案第１０３号 平成２２年度笛吹市営春日居地区温泉給湯事業会計決算認

定について 
日程第４８ 議案第１０４号 市道認定について 

 
 

２．出席議員は次のとおりである。（２４名） 
 
 １番 網 倉 正 治 ２番 志 村 直 毅 
 ３番 野 澤 今 朝 幸 ４番 北 嶋 恒 男 
 ５番 中 村 正 彦 ６番 風 間 好 美 
 ７番 渡 辺 正 秀 ８番 亀 山 和 子 
 ９番 降 矢 好 文 １０番 堀 内 文 藏 
 １１番 中 村 善 次 １２番 龍 澤   敦 
 １３番 野 沢 勝 利 １４番 寳     修 
 １５番 新 田 治 江 １６番 大 久 保 俊 雄 
 １７番 上 野   稔 １８番 内 藤 武 寛 
 １９番 中 川 秀 哉 ２０番 渡 邉 清 美 
 ２１番 川 村 惠 子 ２２番 松 澤 隆 一 
 ２３番 前 島 敏 彦 ２４番 小 林   始 
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３．欠席議員 

 
 （ な し ） 

 
 

４．会議録署名議員 
 
 ７番 渡 辺 正 秀 ８番 亀 山 和 子 
 
 

５．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 
 教 育 長 山 田 武 人 総 務 部 長 山 下 真 弥 
 経営政策部長 池 田 聖 仁 会 計 管 理 者 松 岡 利 明 
 市民環境部長 河 野  修 保健福祉部長 中 川 啓 次 
 福祉事務所長 荻 原 明 人 産業観光部長 豊 角 英 人 
 建 設 部 長 佐 藤 貞 雄 公営企業部長 竹 越 富 男 
 教 育 部 長 仲 澤 和 朗 総 務 課 長 芦 澤  栄 
 財 政 課 長 成 島 敦 志 消 防 長 中 込 富 美 雄 
 代表監査委員 飯 田 三 郎 教 育 委 員 長 齊 藤 幸 三 
 農業委員会会長 荻 野 勇 夫 
 
 
 ６．職務のため議場に出席した者の職氏名（３名） 
 
 議会事務局長   鈴 木 幸 弘 
 議 会 書 記   霜 村 和 也 
 議 会 書 記   矢 野  洋 
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開会  午後 １時２８分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小林始君） 

 ただいまの出席議員は２４名であります。 
 定足数に達しておりますので、ただいまから平成２３年笛吹市議会第３回定例会を開会いた

します。 
 開会にあたり、一言ごあいさつを申し上げます。 
 台風１２号は全国的に大きな被害をもたらしました。幸いにも笛吹市には目立った災害はな

く安堵いたしました。亡くなられた皆さまのご冥福をお祈り申し上げますとともに、災害を受

けられた多くの皆さまに心からお見舞いを申し上げます。 
 また、笛吹市の秋の観光シーズンに入りました。日本全国や海外から訪れる観光客の皆さま

に笛吹市の特色あるおもてなしの心でお迎えしたいと思います。 
 なお、地球温暖化防止、節電のため冷房の温度を高めに設定してありますので、上着を脱い

で結構です。 
 本日、傍聴と撮影の申請があり、これを許可しましたので報告いたします。 
 傍聴人に申し上げます。 
 傍聴人は議事について可否を表明し、または騒ぎ立てることは禁止されておりますので、静

粛に願います。 
 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 
 ７番 渡辺正秀君 
 ８番 亀山和子君 
の両名を会議録署名議員に指名いたします。 

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

 お諮りします。 
 本定例会の会期は、本日から９月２６日までの２２日間としたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、本定例会の会期は本日から９月２６日までの２２日間と決定いたしました。 
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  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小林始君） 
   日程第３ 「議会関係諸般の報告」を行います。 

 本日までに受理した請願は、お手元にお配りした請願文書表のとおり総務常任委員会および

建設経済常任委員会に付託いたしましたので、報告いたします。 
 監査委員から平成２３年５月分から平成２３年７月分の例月出納検査の結果について、報告

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

ろ、お手元の名簿のとおり説明員の出席の通知がありました。 
 なお、今議会より赤岡勝廣農業委員会長が就任されましたので、ご紹介いたします。 
 なお、議会関係の出席状況等については、お手元に配布したとおりです。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小林始君） 
   日程第４ 市長より行政報告ならびに日程第６ 報告第６号から日程第４８ 議案第１０４号ま

での４３案件を一括議題とし、提出議案に対する要旨説明を求めます。 
 市長、荻野正直君。 

〇市長（荻野正直君） 
 本日ここに平成２３年笛吹市議会第３回定例会の開会にあたり、提出いたしました案件につ

きまして、その概要をご説明申し上げるとともに、私の行政経営の現状を申し述べ、議員各位

ならびに市民の皆さまのご理解を賜りたいと存じます。 
 国政におきましては、民主党代表選挙、続く首班指名選挙を経て、新たな指導者として野田

佳彦氏が第９５代首相に選出され、９月２日には新内閣が正式に発足いたしました。 
 繰り返される短期政権の現状は、深刻な政治不信を招いていると同時に、国民の生活が第一

とした民主党マニフェストの原点にも乖離している状況と感じざるを得ません。新しい指導者

には、国民の暮らしのための政治を専念し、引き続き東日本大震災からの復興と原発事故の収

束を最優先課題として取り組んでいただくとともに円高に伴う経済対策、社会保障と税の一体

改革など、山積する政治課題へ果敢にチャレンジする強いリーダーシップを期待するものであ

ります。 
 はじめに東日本大震災の災害支援の状況について、ご報告を申し上げます。 
 本市には引き続き５６世帯１５０人（９月２日現在）が避難しておられ、それぞれが強い帰

郷の念を持っているものの、原発による放射線等の不安から帰ることができず、自立への道を

模索しておられる状況と伺っております。 
 ホテル・旅館受け入れ事業については、５月３０日から４度の受け入れを行い、その人数は

福島県南相馬市より１，０９５名、いわき市大浦小学校の児童とそのご家族９６名など、合計

１，４６０名でございます。バスによる送迎の折には、多くの議員の皆さま方にもご協力をい

ただき深く感謝申し上げます。一時的な宿泊支援ではございましたが、被災地の皆さまの心身

のリフレッシュの機会となり、復興に向けてエネルギーを蓄えていただけたと確信しておりま

す。また市と社会福祉協議会、市民ボランティアの協働による被災地および避難者支援のため

の笛吹市救援物資支援センターにつきましては、当初の目的を十分に達成したものと考え、９月
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３０日をもちまして窓口を閉めさせていただきます。今後は、支援対策本部と社会福祉協議会

が協働して避難者への支援を継続してまいります。 
 なお、被災地への職員派遣でございますが、被災家屋の現況調査担当として税務課職員１名

を２週間、仮設住宅への家庭訪問による健康調査担当として保健師１名を１週間派遣しました

ので、併せてご報告を申し上げます。 
 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いて、現在の状況をご説明

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。 
 事業用地につきましては、ＪＲ東日本やＪＲ貨物等の所有地を除いて、北口駅前広場の大部

分の売買契約を締結したところでございます。また、駅舎および南北自由通路の基本設計内容

につきましては、現在、ＪＲ東日本と調整を図っているところでございます。今後、ＪＲと実

施設計協定を締結した上で詳細設計を進め、来年度には工事着手できるよう、取り組みを進め

てまいります。 
 次に、砂原橋架け替え事業および道路整備事業についてであります。 
 ６月２４日に河川管理者であります国土交通省より、橋の架け替え位置の認可を受けたとこ

ろであります。これを受けまして、７月１日ならびに４日に八代町増田地区と石和町砂原地区

の皆さまに説明を申し上げ、現在は道路の測量作業にも着手したところであります。また、橋

梁の下部工につきましては河川管理者と協議を進める中で、１１月より工事に着手できるよう

取り組んでおります。 
 なお、橋梁実施設計において、河川内の各下部工位置での地質調査結果により、さらに深い

杭の必要性が認識されました。また、水理解析結果においては、河川管理者より新たな護岸工

事等についての指摘が追加されており、協議中であります。 
 次に、多機能アリーナ建設事業についてであります。 
 現在、建設委員会・ワークショップなどのご意見をいただきながら、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大・小アリーナを設置し、大アリーナでは体

育館機能を中心に、また小アリーナにおいては体育館機能だけでなくステージを設置し、約１，

２００名での講演等が可能な施設として、広報ふえふき９月号において市民の皆さまにお示し

させていただいたところであります。さらに本施設は東日本大震災を教訓として、災害時の拠

点としての機能も改めて重視し、検討を重ねております。今後は基本設計が完了したところで、

詳細につきましてご説明をしてまいりたいと考えております。 
 次に、バイオマスセンター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、現在、生活環境影響調査に着手しているとともに、生ごみ

をはじめとする原料の性状分析等を行っています。今後は関係地区への説明を進め、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、八代ふるさと公園拡張整備事業についてであります。 
 現在、事業用地を取得するため、地権者に対しまして事業説明を継続しております。本年度

内には用地取得の進捗を図り、来年度の工事着手に向け、取り組みを進めてまいります。 
 続きまして、第一次笛吹市総合計画の施策体系に沿って、主な事業のご説明をさせていただ

きます。 
 まず、市営バス運行事業についてであります。 
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 公共交通空白地帯における交通弱者の移動手段を確保するため、平成２２年１０月から御坂

町若宮地区と石和温泉駅間をモデル地域として、事前予約型のデマンドバスの実証運行を行っ

ております。この１０月からは、石和町富士見地区と石和温泉駅を結ぶ路線を追加し、利便性

の向上と一層の利用促進を図ります。 
 なお、これまでの利用状況を踏まえて、１５人乗りのバスからタクシー車両に小型化し、よ

り笛吹市の交通需要に見合った効果的な事業運営を行っていきたいと考えております。 
 次に八千蔵・高家地域についてであります。 
 八千蔵・高家地域５．５ヘクタールにつきましては甲府市、山梨市、甲州市と笛吹市の４市

で活用できる施設を従前より検討していたところでありますが、７月１１日に開催いたしまし

た４市の市長で構成する八千蔵地域等対策協議会において、４市のための災害廃棄物用ストッ

クヤードを整備することが合意されました。これは、大規模災害時に発生するガレキ等の大量

の廃棄物を適正に分別仮置するための場所を整備するものであります。現在は国や県に支援を

お願いする中、具体的な整備内容や補助制度について調査を開始し、住民の皆さまに概略計画

を説明できるよう準備を進めているところでございます。 
 次に、笛吹市海外トップセールスについてであります。 
 今年度は７月２７日から３０日までの間、台湾・香港へ出向き、山梨県が原発事故による放

射能の影響はなく安全であることや、笛吹市は素晴らしい温泉を有する桃・ぶどう日本一の郷

であることを各旅行エージェントのトップにお会いし、直接売り込むことができました。中で

も果実狩りには特に大きな興味を示し、石和温泉等に送客を約束してくれるなど、具体的な旅

行商品の造成につながる、極めて大きな手ごたえを感じたところであります。 
 次に、笛吹市夏祭りについてであります。 
 笛吹市夏祭りも今年度で７回目を数え、７月２０日から開催いたしました古式ゆかしい笛吹

川石和鵜飼の実演と夏の夜空を彩る石和温泉連夜花火には、多くのお客さまをお迎えできまし

た。８月１６日の甲斐いちのみや大文字焼きも多くの市民の皆さまや観光客で賑わい、フィナー

レを飾る２１日の第４７回石和温泉花火大会では、商工会の会員による１５０ブースを超える

出店が祭りの趣きを笛吹市民手作りによる新たな祭りへと変えながら、市内外から多くのお客

さまをお迎えすることができました。また、各地区で行われた納涼祭りは地域性を十二分に出

した特色ある祭りであり、地域の活性、やすらぎの場となって大いに賑わいをみせておりまし

た。各夏祭りの企画・運営を担当していただきました実行委員会の皆さま方ならびに関係者各

位に改めまして深く感謝申し上げます。 
 次に、防災訓練についてであります。 
 昨日、実施されました笛吹市総合防災訓練でありますが、今年も大勢の方に訓練へ参加して

いただき、大変ご苦労さまでございました。東日本大震災のような大規模な災害の際は、地域

住民の共助による相互協力が被害の軽減に大きな力を発揮します。各地区での日ごろからの防

災活動を引き続きお願いいたします。地震は防ぐことはできませんが、被害を最小に抑えるこ

とに最大限の努力を払うとともに避難所備品や備蓄食糧などを整備して、被災後に混乱を招か

ないよう万全の対策を進めてまいります。 
 次に、消防広域化についてであります。 
 ８月３日に第５回山梨県消防広域化推進協議会が開催されたところでありますが、会議では

消防職員数の充足率、ならびに職員給与について格差を平準化することにより、一部の市町村
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を除き、消防を管轄する市町村にとっては負担増となる試算結果が示されました。さらに、県

がより責任を持って協議を主導すべきとの意見も出されるなど、このままでは合意が得られな

いとし、協議の進め方を再検討することとなりました。本市といたしても、さらなる消防力の

強化を目指すとともに、消防力の確保と財政負担の軽減を念頭に置き、十分な協議を尽くした

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。 
 原発事故の長期化に伴い、市民の放射線被爆に対する健康不安が高まっていたことから、放

射線測定機器を購入し、市内小・中学校や保育所４３カ所の放射線量を測定、公表いたしまし

た。その後も市内９カ所の定点観測を継続実施しております。測定値はいずれも健康に影響が

出るレベルの数値ではなく、市民の皆さまの健康への不安は解消されつつあると思っておりま

す。 
 次に、子ども手当についてであります。 
 国においては、現行の子ども手当は来年３月末で廃止し、来年度以降は児童手当を復活させ

ることが閣議決定され、この１０月から半年間の子ども手当の支給について定めた特別措置法

が成立いたしました。現在の支給額は、中学生以下一律月１万３千円ですが、１０月以降は３歳

未満児と３歳から１２歳までの第３子以降は１万５千円に拡充し、３歳から１２歳までの第１子

および第２子と中学生は１万円に減額することになっております。来年度からは、所得制限も

設けられる予定だと聞いております。今後も国の動向を注視しながら、対象者の皆さまに制度

改正についての周知に努めてまいります。 
 次に、保育所の休日保育についてであります。 
 日曜や祝日などの休日に保護者の方が仕事や傷病、出産などにより、ご家庭で保育できない

場合に、保育所でお子さんをお預かりする休日保育を７月から石和第三保育所で開始いたしま

した。公立保育所においての休日保育には多くの課題がありましたが、今回、指定管理者によ

る柔軟な運営方法や民間ノウハウを活用し、実施することといたしました。市内にお住まいの

方なら、どなたでもご利用いただけます。また、この夏の節電対策として企業が就業日を土曜・

日曜に変更していることを受け、休日出勤により保育ができなくなったご家庭を対象に、９月

２５日までの土日・祝日にも保育の受け入れを行っております。 
 次に、高齢福祉についてであります。 
 今月１５日から老人週間が始まりますが、今年も敬老祝い金を市内各小学校の児童からの手

紙を添えて、７７歳、８８歳、１００歳以上の高齢者の皆さまにお届けいたします。今年度中

に１００歳になられる高齢者は１５名で、この方々を含めますと１００歳以上の長寿者は４７名

いらっしゃいます。最高齢者は１０９歳の女性であります。この期間中、ご長寿の皆さまのご

自宅等を訪問し、お祝いをしてまいりたいと思います。また、地域密着型の小規模特別養護老

人ホーム２施設につきましては、７月末までにそれぞれ建設工事に着手され、来年３月の完成

に向け工事を進めていただいております。 
 次に、子どもの予防接種についてであります。 
 日本脳炎の予防接種後に重い病気になった事例があったことをきっかけに、平成１７年度か

ら２１年度までの５年間、日本脳炎ワクチンについては積極的な接種勧奨を行いませんでした。

予防接種法施行令が改正され、この間の未接種者が定期の予防接種の対象とされましたので、

接種の勧奨をしてまいります。 
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 次に、学校教育についてであります。 
 待望の一宮学校給食センターが、２学期から本格的に稼働しております。教育委員会のイメー

ジキャラクター「フッキー」の描かれた２台の配送車が、おいしく安全で安心できる給食を一

宮町内の小中学校４校の児童生徒、約１千人のもとへお届けしております。また、学校が夏休

みの期間中、中学校５校の生徒用パソコン２０５台の入れ替えと小中学校１８校の図書館シス

テムの入れ替えを実施し、２学期から使用しております。 
 次に、第２８回国民文化祭についてであります。 
 平成２５年に開催する第２８回国民文化祭の笛吹市実行委員会を設立し、県と連携しながら

開催の準備を進めております。継続事業である俳句、現代詩のほか独自事業として笛吹鵜飼祭

り、甲斐国千年の都の文化財巡り、特別展やまなしの縄文を主催いたします。 
 次に、図書館システムについてであります。 
 市内６カ所の図書館は、相互連携を図る中で「いつでも、どこでも、だれでも学べる」環境

づくりを目指しております。７月には新しい図書館システムを導入いたしましたが、その特長

は住基カードを図書館カードとして利用できることと、各小中学校１８校の図書館も同じシス

テムを導入し、つながったことにあります。学校間や公共図書館との密接な連携が図られ、子

どもの読書活動の推進に資するものと期待しております。各市立図書館が７月１５日から新シ

ステムを稼働しておりますが、住基カードの利用については１０月開始に向け、９月１日から

試験運用を始めたところでございます。 
 次に、市民協働の取り組みについてであります。 
 地域振興促進助成事業につきましては５年目を迎え、今年度もすでに１２団体を認定し、助

成金の交付を行っております。また６月２９日には平成２２年度事業の実績報告会を開催し、

助成金交付団体２４団体のうち８団体の発表と１６団体の資料展示を行い、多くの市民の皆さ

まに参加をいただきました。実績報告会はこれからの協働を考える機会となり、応募を考える

団体の参考にもなったと考えております。 
 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条例につきましては、男女共同参画推進委員会より条例案のご提案

をいただき、庁内条例検討プロジェクトによる条例制定に向けた取り組みを進めてまいりまし

たが、例規審査会の審議などの事務手続きも終え、今議会に上程いたしました。議員各位にお

かれましてはご審議の上、ご議決くださいますようお願いを申し上げます。 
 次に、コミュニティ放送局設立検討事業についてであります。 
 現在、市からの行政情報は広報紙やホームページが主になっております。緊急時には防災行

政無線が使われておりますが、それぞれ制約があり、情報を得にくい場合もあります。そこで

ＦＭラジオがあれば、誰もが地域に密着した情報や行政情報などを得ることができるコミュニ

ティ放送は、これからの情報発信の１つの手段と考えます。また、リアルタイムでの情報発信

は災害時にも有効かつ効果的であるため、市の新たな情報提供手段として、今後、調査・研究

を行ってまいります。 
 次に、市役所本庁舎の耐震改修についてであります。 
 市役所本庁舎の耐震改修につきましては、補強工事と老朽化した電気機械設備の改修を行い、

市民の皆さまが安心・安全に来庁し、使いやすく便利な市役所とするものであります。工事に

当たっては組織機構改革も可能な限り取り入れ、ユニバーサルデザインやエコ対策などを考慮
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するとともに引っ越しも可能な限り小規模とし、平成２５年度末の完成を目指しております。

今議会に、設計業務委託関係の補正予算を提案させていただいております。 
 次に、平成２４年４月採用の職員採用試験であります。 
 試験職種につきましては一般行政職と消防職とし、今年は一般行政職の中に社会福祉、建築、

土木の分野に優れた人材を確保するための試験区分を設け、また一般事務には、昨年に引き続

き障がい者枠と自己アピール枠を設定いたしております。応募の状況でありますが、一般行政

職に９８名、消防職に１５名となっており、９月１８日・１９日の２日間行う一次試験、１０月

の二次試験を経て、１１月に最終合格者を発表する予定であります。 
 次に、財政健全化の状況についてであります。 
 平成２２年度決算につきましては、本定例会に認定案件として上程いたしておりますが、地

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

を算出いたしました。健全化判断比率のうち、実質公債費比率は１３．８％と前年度より０．

２ポイント上昇したものの、将来負担比率につきましては８８．４％と２１．２ポイント下回

ることができました。 
 このように、いずれの指標も自治体における早期健全化基準を下回っており、本市の財政状

況は健全化が保たれているものと考えますが、今後も引き続き堅調な財政経営に努めてまいり

ます。 
 続きまして、本日、提出いたしました案件につきまして、ご説明を申し上げます。 
 提出させていただいた案件は条例案３件、補正予算案１８件、決算認定２０件など、合わせ

て４３案件でありますが、主なるものにつきまして概略のご説明を申し上げます。 
 はじめに条例案件について、ご説明申し上げます。 
 まず、笛吹市男女共同参画推進条例の制定についてであります。 
 第一次笛吹市総合計画に掲げる男女共同参画社会の実現を目指し、男女を問わず、市民一人

ひとりがその能力や個性を存分に発揮できる地域づくりの実現に向けた取り組みを行うため、

必要な事項を規定する条例の制定を行うとするものであります。 
 次に、笛吹市職員定数条例の一部改正についてであります。 
 一般職に属する職員の定数について、現状の職員数に即した定数とするため所要の改正をす

るものであります。 
 次に、峡東都市計画事業石和駅前土地区画整理事業施行に関する条例の一部改正についてで

あります。 
 峡東都市計画区域の名称変更に伴い、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２号）でありますが、歳入歳出それぞれ８億５，

７００万円を追加し、総額を３１６億２，２００万円とさせていただくものであります。また、

繰越明許費の設定および債務負担行為の補正、ならびに市債借入限度額の変更に伴う地方債の

補正につきましてもお願いするものであります。 
 なお、今回提案いたします補正予算につきましては、当初予算編成後の社会変化などに対応

するためのものや処理方針が決定したものを中心に編成させていただくとともに、平成２２年

度決算に基づく繰越金の確定により、一般財源確保の見通しがつきましたので、基金からの繰

入回避と年度間の財源調整のため、財政調整基金への積み立てを行うものであります。 



 １６ 

 歳入の主なものといたしまして、地方特例交付金２，７００万円の減、社会資本整備総合交

付金など国庫支出金５，８００万円の追加、安心こども基金サービス等充実事業やわが家の耐

震化支援事業の補助金など県支出金８，３００万円の追加、財政調整基金などからの繰入金３億

３，３００万円の減、繰越金として平成２２年度一般会計決算剰余金１２億６，８００万円の

追加。また市債については合併特例債などに１億９千万円追加する一方、臨時財政対策債は発

行可能額の確定により３億６，３００万円を減額し、全体では１億９，６００万円を減額する

ものであります。 
 次に歳出の主なものにつきましては、本庁舎耐震改修設計監理等に６，１００万円、私立保

育所の施設整備補助に１億３００万円、子どもの予防接種事業に３，９００万円、住宅用太陽

光発電設置費補助に１，８００万円、砂原橋架替事業など道路改良工事に１億円、木造個人住

宅の耐震化に２千万円、消防団員公務災害補償等負担金として４，１００万円、児童生徒の保

護者へ安全・安心メールを配信するシステム構築費２３０万円、芦川町地内の市道災害復旧工

事費３５０万円などの追加をお願いするとともに、財政調整基金に２億４，４００万円を積み

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

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

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

計につきまして、総額４億３，１００万円の増額をお願いするものであります。 
 次に、公営企業会計の補正予算案であります。 
 笛吹市水道事業会計補正予算（第２号）につきまして、収益的支出において予算を組み替え

るとともに、資本的支出においては４，１２０万円増額するものであります。 
 続きまして、平成２２年度の決算認定についてであります。 
 一般会計歳入歳出決算につきましては、歳入総額が３３５億１，６００万円、歳出総額が

３１４億７，１００万円の決算となりました。そのうち翌年度に繰り越すべき一般財源は６億

５，１００万円で、実質収支額は１３億９，３００万円となりました。 
 そのほか特別会計１７案件、企業会計２案件につきまして、地方自治法第２３３条第３項お

よび同法２４１条第５項、ならびに地方公営企業法第３０条第４項の規定により、監査委員の

意見を付して提案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、ご承知をお願い申し上げます。 
 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） 

 続きまして、議案第８４号から議案第１０３号につきまして、会計管理者から補足説明があ

ります。 
 会計管理者、松岡利明君。 

〇会計管理者（松岡利明君） 
 ただいま、市長が提案いたしました議案第８４号の一般会計から議案第１０３号の企業会計

までの決算認定２０案件につきまして、一括して決算内容の補足説明をさせていただきます。 



 １７ 

 なお、概要の説明となりますので、金額については１万円未満は省略をさせていただきます。 
 それではお手元の平成２２年度笛吹市一般会計、特別会計、企業会計、歳入歳出決算書に基

づきましてご説明させていただきますので、決算書の２、３ページをお開きください。 
 平成２２年度の一般会計と１７の特別会計の歳入歳出決算の総括表でございます。 
 この一番下の合計欄でありますが、一般会計および１７特別会計における収入済額の合計は

５１１億６，２１５万円。支出済額の合計は４８５億５，１０４万円。歳入歳出差し引き額の

合計は２６億１，１１０万円となりました。 
 なお、この表には示されておりませんが、翌年度への繰越財源が６億６，４５０万円となっ

ておりますので、それを除く全体の実質収支額は１５億２，３４６万円の黒字となっておりま

す。 
 それでは個々の会計の説明に移りますが、まず議案第８４号 「平成２２年度笛吹市一般会

計歳入歳出決算認定」について、ご説明申し上げます。 
 ６、７ページをご覧ください。一般会計の歳入ですが、収入済額でご説明いたします。 
 第１款市税は収入済額９０億４，６９９万円であります。その主なものとしまして、市民税

３２億５，６１２万円、固定資産税４９億５，６０７万円などとなっておりまして、市税は歳

入全体の２７．０％を占めております。また前年度と比較しますと、８，９１２万円の増額と

なりました。 
 次に第２款地方譲与税でありますが、３億１４３万円となっております。 
 次の第３款利子割交付金から第９款地方特例交付金まで、各種交付金は総額で９億５，

８３７万円。前年度に比べ２９２万円の増額となっております。 
 第１０款地方交付税は９２億９，８０３万円で、歳入全体の２７．７％を占めており、前年

度と比べ９億３，６５０万円の増額であります。 
 以下の歳入につきましては、主なもののみを申し上げます。８、９ページをご覧ください。 
 第１４款国庫支出金４１億３，７７２万円、第１５款県支出金２０億９，５６１万円、第１９款

繰越金１５億６，７０３万円、第２１款市債４８億２，８８６万円であります。 
 その結果、歳入合計としまして収入済額３３５億１，６０７万円となり、前年度と比べ１０．

３％、３１億２，３９５万円の増額となっております。 
 次に歳出であります。１０、１１ページをご覧ください。 
 まず第１款議会費は支出済額２億９２３万円で、執行率は９８．３％であります。 
 次に第２款総務費につきましては支出済額３４億２，０３２万円で、その主なものとしまし

て、総務管理費２７億９，５９０万円。総務費全体の執行率は９６．２％となっております。 
 次に第３款民生費でありますが、支出済額は９０億８，０８５万円となっており、歳出全体

の２８．８％を占めており、歳出の中では最も大きな支出となっております。 
 その主なものとしまして、社会福祉費３８億４，２２５万円。児童福祉費４１億７，２４５万

円。そのほか生活保護費１０億６，６１４万円を含めました、民生費全体の執行率は９５．６％

であります。 
 次に第４款衛生費の支出済額は２５億５２８万円となっており、そのうち保健衛生費５億４，

７００万円、環境衛生費１０億２，６３４万円、また清掃費は７億１，６４８万円でありまし

て、衛生費全体の執行率は９７．１％であります。 
 次の第５款労働費の支出済額は１，２９９万円で、執行率は９７．６％であります。 



 １８ 

 次に第６款農林水産業費ですが、支出済額は１３億３６１万円となっております。このうち

農業費１１億９，２６０万円、林業費１億１，１０１万円であります。農林水産業費の執行率

は８５．８％でありますが、２３年度へ笛吹川左岸地域畑総事業、御坂・八代地内を含み１億

６，３４０万円を繰り越しております。 

 次に第７款商工費ですが、支出済額は３億５，６０８万円。商工費は９１．８%の執行率と

なっております。この中には３．１１東日本大震災の震災対策として、笛吹市商工振興災害対

策資金事業費を含んでおります。 
 次に第８款土木費でありますが、支出済額は３７億５，５５２万円で、そのうち主なものは

土木管理費２億８，１２７万円、道路橋梁費９億８，６７６万円、都市計画費は２２億９，７８７万

円となりまして、土木費全体での執行率は７４．１％でありますが、道整備交付金事業費を含

む道路橋梁費を中心に、２３年度に９億５，４６０万円を繰り越しております。 
 次に第９款消防費ですが、支出済額１３億２，２５７万円で執行率は７８．７％となってお

りますが、防災行政無線デジタル統合事業費３億１，６９７万円を２３年度に繰り越しており

ます。 
 次に第１０款教育費でありますが、１０、１１ページから１２、１３ページにかけてご覧く

ださい。 
 支出済額は３７億９，０５３万円です。そのうち主なものは教育総務費４億９，９４３万円、

小学校費９億５，１１４万円、中学校費５億１，９９９万円、また社会教育費６億１，１３０万

円、学校給食費１０億２，０８４万円となりまして、教育費の全体の執行率は７４．０％であ

ります。一宮中学校の改築費を含み、１１億１，９３４万円を２３年度に繰り越しております。 
 次に第１２款公債費ですが、支出済額は３６億５，０３３万円で償還金借入金の元金３１億

４，２９８万円、利子分５億７３４万円を支出いたしました。 
 次に第１３款諸支出金でありますが、支出済額は２０億６，４０９万円で、これは公共施設

整備基金、減債基金、財政調整基金などへ積み立てを行ったものであります。 
 以上の歳出合計は３１４億７，１４５万円で、翌年度繰越額は２８億９，２５１万円。歳出

合計は前年度と比べ９．７％、３１億３，１２６万円の増額となりました。 
 なお、歳出全体の執行率は８９．０％であります。その結果、１４ページをご覧ください。 
 歳入金３３５億１，６０７万円、歳出金３１４億７，１４５万円で、歳入歳出差し引き額２０億

４，４６２万円であります。 
 次に１８８ページをご覧ください。 
 平成２２年度笛吹市一般会計の実質収支の調書であります。 
 歳入歳出差し引き額までは前に述べたとおりでありますが、翌年度への繰り越すべき財源と

しまして、繰越明許費など繰越額が６億５，１６０万円で、これを差し引いた実質収支額は１３億

９，３０２万円となっております。 
 以上が、一般会計の歳入歳出決算の概要であります。 
 次に１９０、１９１ページをご覧ください。 
 議案第８５号 「平成２２年度笛吹市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定」について、

ご説明いたします。 
 主な歳入ですが、第１款国民健康保険税の収入済額は一般被保険者・退職被保険者を合わせ、

２２億８，４３０万円となっており、保険税全体の収納率は６５．８％であります。 



 １９ 

 第３款国庫支出金２３億４，０６５万円、第５款前期高齢者交付金１２億２，６３２万円、

第７款共同事業交付金８億６，４８４万円、第９款繰入金５億７，２７０万円となっておりま

して、以下、繰越金、諸収入などを合わせました歳入合計は８１億５，６９２万円で、前年度

と比べ５，５１５万円の減額となっております。 
 次に歳出でありますが、１９２、１９３ページをご覧ください。 
 主なものにつきまして、支出済額で申し上げます。 
 第１款総務費が１億４，０４９万円、第２款保険給付費５１億４，３１４万円で、これは前

年度と比べ１，２２３万円の減額となっております。 
 以下、第３款後期高齢者支援金等９億８，５０８万円、第６款介護納付金４億６，７１３万

円、第７款共同事業拠出金９億１，７５８万円などとなっており、歳出合計は７８億３，２８３万

円で、前年度と比べ９，２８１万円の減額となりました。 
 国保会計につきましては、医療費総額が５１億４，３１４万円で、前年比１，２２３万円減

額いたしましたが、一般会計から５，２５７万円の基準外繰り入れを行いました。 
 その結果としまして、１９４ページをご覧ください。 
 歳入金８１億５，６９２万円。歳出金７８億３，２８２万円。歳入歳出差し引き額３億２，

４０９万円であります。 
 以上が、国民健康保険特別会計決算の概要であります。 
 次に２２４、２２５ページをご覧ください。 
 議案第８６号 「平成２２年度笛吹市老人保健特別会計歳入歳出決算認定」について、ご説

明いたします。 
 まず主な歳入ですが、第２款国庫支出金１８１万円、第３款県支出金４５万円などで歳入合

計は２６６万円となっております。 
 次に歳出でありますが、次の２２６、２２７ページをご覧ください。 
 第２款医療諸費２０万円、第３款諸支出金２４５万円で歳出合計は２６６万円となっており

ます。 
 医療保険制度改正により、平成２０年度から後期高齢者医療制度に移行し、老人健康保険制

度による医療給付は、平成２０年３月診療分までのものを精算して、平成２２年度に特別会計

は終了いたしました。 
 その結果としまして、次の２２８ページをご覧ください。 
 歳入金２６６万円。歳出金２６０万円。歳入歳出差し引き額はゼロとなっております。 
 以上が、老人保健特別会計決算の概要であります。 
 次に２３８、２３９ページをご覧ください。 
 議案第８７号 「平成２２年度笛吹市介護保険特別会計歳入歳出決算認定」について、ご説

明いたします。 
 まず主な歳入ですが、保険料は８億５，４３６万円で、収納率は９４．２％となっておりま

す。 
 第３款国庫支出金１０億５，６２６万円、第４款支払基金交付金１３億１，１１１万円、第

５款県支出金６億４，８５４万円などを合わせました歳入合計は４６億１，２６４万円で、前

年度と比べ３．０％、１億３，７４８万円の増額となっております。 
 次に歳出でありますが、２４０、２４１ページをご覧ください。 



 ２０ 

 歳出の主なものは第１款総務費１億３，８６０万円、第２款保険給付費４２億９，９６１万

円。前年度と比べ１億８，５５３万円、４．５％の増額となっております。 
 以下、歳出合計は４５億６，４４２万円で、保険給付費の伸びなどによりまして、前年度と

比べ３．０％、１億３，３９４万円の増額となっております。 
 その結果としまして、次の２４２ページをご覧ください。 
 歳入金４６億１，２６４万円。歳出金４５億６，４４２万円。歳入歳出差し引き額４，８２１万

円であります。 
 以上が、介護保険特別会計決算の概要であります。 
 次に２６４、２６５ページをご覧ください。 
 議案第８８号 「平成２２年度笛吹市介護サービス特別会計歳入歳出決算認定」について、

ご説明いたします。 
 歳入ですが、第１款サービス収入１，５９８万円、第３款繰越金１２７万円。歳入合計は１，

７２５万円で、前年度と比べ１４１万円の減額となっております。 
 次に歳出でありますが、次の２６６、２６７ページをご覧ください。 
 第１款総務費５５０万円、第２款事業費８４８万円。歳出合計は１，３９９万円で、前年度

と比べ３３９万円の減額となっております。 
 結果としまして、次の２６８ページをご覧ください。 
 歳入金１，７２５万円。歳出金１，３９９万円。歳入歳出差し引き額３２６万円です。 
 以上が、介護サービス特別会計決算の概要であります。 
 次に２７６、２７７ページをご覧ください。 
 議案第８９号 「平成２２年度笛吹市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定」について、

ご説明いたします。 
 この後期高齢者医療制度は医療保険制度改正により、平成２０年度からスタートした医療制

度であります。 
 まず主な歳入ですが、第１款後期高齢者医療保険料３億８，３２７万円、第２款繰入金７億

３，４００万円などで、歳入合計は１１億３，１５７万円であります。 
 次に歳出でありますが、２７８、２７９ページをご覧ください。 
 第１款総務費２，５７６万円、第２款後期高齢者医療広域連合納付金１１億２５６万円で、

歳出合計は１１億２，９１５万円となっております。 
 結果としまして、次の２８０ページをご覧ください。 
 歳入金１１億３，１５７万円。歳出金１１億２，９１５万円。歳入歳出差し引き額２４１万

円です。 
 以上が、後期高齢者医療特別会計決算の概要であります。 
 次に２９２、２９３ページをご覧ください。 
 議案第９０号 「平成２２年度笛吹市公共下水道特別会計歳入歳出決算認定」について、ご

説明いたします。 
 まず主な歳入ですが、第１款分担金及び負担金１億１，１３５万円、第２款使用料及び手数

料５億１，５８２万円で、このうち下水道使用料の収納率は８３．１％となっております。第

３款国庫支出金１億４，８９９万円、第４款繰入金１８億４０２万円、第７款市債２億７，４４０万

円などです。 
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 歳入合計は２９億５１５万円で、前年度と比べ２３．４％、８億８，７３０万円の減額とな

りました。 
 次に歳出でありますが、次の２９４、２９５ページをご覧ください。 
 第１款総務費１億５，５２９万円。第２款下水道事業費８億１，９３３万円。第３款公債費

１８億４，２２２万円となっておりまして、歳出合計は２８億１，６８５万円で、前年度と比

べ２４．７％、９億２，６４１万円の減額となっております。 
 その結果としまして、２９６ページをご覧ください。 
 歳入金２９億５１５万円。歳出金２８億１，６８４万円。歳入歳出差し引き額８，８３０万

円であります。 
 以上、公共下水道特別会計の決算概要であります。 
 次に３１０、３１１ページをご覧ください。 
 議案第９１号 「平成２２年度笛吹市農業集落排水特別会計歳入歳出決算認定」について、

ご説明いたします。 
 この会計は、芦川地区の農業集落排水事業にかかる会計であります。 
 まず主な歳入ですが、第２款使用料及び手数料９５１万円、第３款繰入金４，９３０万円な

どで歳入合計は６，５１８万円となり、前年度と比べ１７．９％、１，４２５万円の減額となっ

ております。 
 次に歳出でありますが、次の３１２、３１３ページをご覧ください。 
 やはり主なものとしまして、第２款農業集落排水事業費１，１６６万円、第３款公債費４，

９８８万円などであります。 
 歳出合計は６，１９６万円で、前年度と比べ１５．３％、１，１２１万円の減額となってお

ります。 
 結果としまして、次の３１４ページをご覧ください。 
 歳入金６，５１８万円。歳出金６，１９６万円。歳入歳出差し引き額３２１万円であります。 
 以上が、農業集落排水特別会計決算の概要であります。 
 次に３２２、３２３ページをご覧ください。 
 議案第９２号 「平成２２年度笛吹市簡易水道特別会計歳入歳出決算認定」について、ご説

明いたします。 
 簡易水道会計は一宮、境川、春日居、芦川の４地区において行いました事業であります。 
 歳入の主なものは第２款使用料及び手数料３億１，８１３万円で、このうち使用料は３億１，

５７１万円で、収納率は８８．８％となっております。このほか第４款繰入金３億２，３３２万

円、第５款繰越金４，０２０万円などで歳入合計は７億８２８万円です。前年度と比べ１０．

２％、８，１２７万円の減額となっております。 
 次に歳出でありますが、３２４、３２５ページをご覧ください。 
 やはり主なものとしまして、第２款水道費３億６，５３５万円、第３款公債費２億２，６０７万

円。歳出合計は６億５，３２５万円で、前年度と比べ１２．８％、９，６１０万円の減額となっ

ております。 
 その結果としまして、次の３２６ページをご覧ください。 
 歳入金７億８２８万円。歳出金６億５，３２５万円。歳入歳出差し引き額５，５０３万円で

あります。 
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 以上が、簡易水道特別会計決算の概要であります。 
 次に議案第９３号から議案第１０１号までの９議案につきまして、いずれも恩賜県有林保護

財産区管理会特別会計の決算認定についてでありますので、一括してご説明いたします。 
 ３３７ページからになります。 
 黒駒山財産区ほか８財産区の歳入総額は４，６３８万円で、歳出総額は４４５万円となって

おりまして、差し引き額の４，１９３万円につきましては、主に翌年度への繰り越しとなって

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

動費などに予算執行されたものであります。 
 それぞれの決算額につきましては、３３７ページから４４８ページまでの各財産区管理会特

別会計決算書のとおりでありますので、のちほどご覧いただきたいと思います。 
 一般会計および１７の特別会計につきましては以上ですが、４４９ページから４５６ページ

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

れておりますので、これらも併せて参考にしていただきたいと思います。 
 それでは決算の最後になりますが、２つの事業会計であります。４５８ページをお開きくだ

さい。 
 議案第１０２号 「平成２２年度笛吹市水道事業会計決算認定」について、ご説明いたしま

す。 
 水道事業会計決算報告書に基づきまして、主な内容をご説明いたします。 
 まず収益的収入及び支出のうち収入についてでありますが、第１款水道事業収益につきまし

ては、決算額１１億１，２９３万円となっております。また支出ですが、第１款水道事業費用

の決算額１１億６８万円で、１，２２５万円の黒字を計上しました。 
 次の４５９ページの資本的収入及び支出でありますが、そのうち収入の第１款資本的収入の

決算額は１５億５，２３７万円となっております。また支出でありますが、第１款資本的支出

としまして、決算額１６億９２７万円であります。不足額５，６９０万円は前年度積立金、過

年度留保資金などを補填しております。 
 次に４６７ページの、平成２２年度笛吹市水道事業報告書をご覧ください。 
 営業関係について、給水状況につきましては総配水量７６０万立方メートル。有収水量は

５９０万立方メートルとなり、有収率につきましては７７．７％となりました。 
 また、給水世帯数につきましては約１万８千戸、給水人口は約４万７千人で９７．２％の普

及率となっております。 
 次にその下の建設改良関係でありますが、笛吹市水道基本計画をもとに境川地区に建設の浄

水場・排水場が２２年度完成し、給水を開始いたしました。 
 以上が、水道会計決算の概要であります。 
 最後になります。４８８ページをご覧ください。 
 議案第１０３号 「平成２２年度笛吹市営春日居地区温泉給湯事業会計決算認定」について、

ご説明いたします。 
 この事業には、地方公営企業法が平成２１年度４月から適用されており、まず収益的収入及

び支出のうち収入についてでありますが、第１款温泉事業収益につきましては決算額６，９６２万

円となっております。また支出ですが、第２款温泉事業費用の決算額５，５７５万円で１，３８７万
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円の黒字を計上しました。 
 次の４８９ページの資本的収入及び支出でありますが、収入はありません。また支出ですが、

第４款資本的支出としまして、決算額１，２３０万円となっており、不足額につきましては留

保資金、消費税などを補填しております。 
 以上が、温泉給湯事業会計決算の概要であります。 
 なお、平成２２年度決算概要および主要施策成果報告書を別冊で配布させていただいており

ますが、この中に２２年度中の一般会計、特別会計および事業会計の主要な施策の事業概要も

記載されておりますので、併せて決算の参考にしていただきたいと思います。 
 以上、雑駁な説明でありますが、よろしくご審議の上、ご認定くださいますようお願い申し

上げ、平成２２年度における笛吹市のすべての会計決算の補足説明とさせていただきます。 
〇議長（小林始君） 

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

 代表監査委員、飯田三郎君。 
〇代表監査委員（飯田三郎君） 

 それでは、平成２２年度決算審査の結果をご報告申し上げます。 
 地方自治法第２３３条第２項および同法第２４１条第５項の規定により、審査に付された平

成２２年度笛吹市一般会計および特別会計歳入歳出決算、ならびに基金運用状況の審査結果に

ついてはお手元の決算審査意見書のとおりですが、概要につきましてご報告申し上げます。 
 決算審査意見書の１ページをお開きいただきたいと思います。 
 平成２２年度笛吹市一般会計および国民健康保険特別会計ほか１６の特別会計について、歳

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

する調書、基金運用状況に関する調書を対象に平成２３年７月１日から８月２日まで、古屋、

上野、私、飯田の３名の監査委員により審査を行いました。 
 審査の方法は各会計歳入歳出決算、そのほか政令で定められた書類について、関係諸帳簿、

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

予算執行についても適正でありました。 
 以下、会計ごとに意見を述べさせていただきます。 
 一般会計の意見については、３５ページをお開きいただきたいと思います。 
 平成２２年度一般会計の決算状況は歳入総額３３５億１，６０７万円、歳出総額３１４億７，

１４５万円で形式的収支は２０億４，４６２万円となり、翌年度へ繰り越すべき繰越事業費充

当財源６億５，１６０万円を差し引いた実質収支額は１３億９，３０２万円となっております。 
 歳入については前年度より３１億２，３９５万円の増であり、歳出につきましては前年度よ

り２６億４，６３６万円の増となっております。 
 収納率の向上については、各部課等が連携をしたさまざまな納付対策など、納付額の縮減に

向け、真剣に取り組まれたことを評価するものですが、依然、他の自治体と比較しても数字的

には厳しい状況であるので、財源確保に向けた、これまで以上の努力と工夫をお願いしたいと
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思います。 
 平成２２年度の事業成果報告においては、職員の努力によりさまざまな成果を上げているこ

とが確認できました。今後の笛吹市第１次総合計画の実現に向けた取り組みと年度目標値の検

証を行い、着実な進展を期待するものであります。そのためにも施策の必要性、優先順位を厳

しく選択し、不要不急の事業を優先することなく、限られた財源を効率かつ効果的に配分し、

行政改革を推進しながら、将来財政硬直化にならないよう、着実安全な財政運営を求めるもの

であります。 
 なお、審査の過程で、これからのいくつかの課題として、検討を要することが見受けられま

したので、次の事項について取り組みをお願いしたいと思います。 
 まず１番目に、行政評価の促進であります。 
 事務事業評価および施策評価を定着し、各種事業の費用対効果の検証および各種事業の目標

の明確化を図り、事業の必要性や予算が有効に使われているか検証するため、事業評価の推進

と事務事業の改革に努めてください。 
 ２番目として、市税および料金等の徴収率の向上について。 
 平成２２年度末の一般会計において、市税および料金の収入未済額が昨年度に比べて約６億

円少ない２１億円となっています。税においては、市の歳入の根幹をなすものであり、特に平

成２２年度より２年間は都市計画税を徴収しない状況でありますので、ますます重要な財源に

なるものであります。負担公平の観点からも明確な基準を設けて、関係法令に基づいた収納体

制を強化し、収納率向上に取り組む必要があります。 
 また料金につきましては保育料、学童保育料、住宅使用料、笛吹畑灌分担金等でありますが、

これらの料金の趣旨を十分説明し、効率的・効果的な徴収に努めるとともに、滞納処分につい

ても抜本的な対応策が必要と思われるので、積極的な方法について検討をしていただきたいと

思います。 
 なお、悪質な税・料金等の滞納者につきましては、行政サービスの制限等の検討も併せて行

うことが必要であると思います。また一般会計において、不納欠損額が５億９００万円余りあ

ります。不納欠損処分については法的に定められていますが、時効完成による不納欠損処分を

行うことのないように努め、市民の納税意欲を低下させることのないように不納欠損額の縮減

に努めていただきたいと思います。 
 ３番目、随意契約、委託業務契約について。 
 随意契約が本年も多い状況です。特に１業者のみの見積もりで随意契約するものが多く見ら

れました。事務執行上、やむを得ない場合もあるとは思いますが、随意契約はあくまでも一般

競争入札の原則に対する特例であることを念頭に置いて取り扱われ、安易に業者を決定するこ

とのないように随意契約の意味を十分理解して、計画的な事務処理と契約理由が明確かつ法に

沿い適正であるか、積算金額が適正なものであるか、検証をお願いいたします。 
 また委託業務につきましても、できる限り競争原理を働かせ、管財課契約担当の指導等を得

ながら、適切な契約手続きを執行するよう努めてください。 
 ４番目の補助金についてでございます。 
 各課で所管する各種協議会、委員会等の補助金についてもスリム化を行えると判断される組

織がいくつか見受けられました。補助金については、第２次行政改革大綱に基づき要綱等に則

り、目的に沿って適正に使途されているものであるか検証をしっかり行い、十分な成果を得ら
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れていないものは廃止・減額等、適切な事務処理を徹底されたいと思います。 
 ５番目、指定管理者制度の検証について。 
 指定管理者制度は行政改革の一環として導入されております。市民サービスの向上や経費の

削減など、目的に沿って業務がなされているか。さらに指定管理料の算定根拠について、詳細

に検討し、指定管理の現場にも足を運びまして、施設内のチェック等をこまめに行い、市民に

とって、この制度が利益となるよう努め、また協定書に定められた報告書の提出等、適切な事

務処理の指導・徹底をお願いいたします。 
 ６番目として、災害に対する危機管理体制の強化および公共施設の耐震化について。 
 最近、全国に見られる突発的豪雨や長雨による河川の氾濫および道路の冠水や土砂災害、ま

た本年３月に発生しました東日本大震災のように、近い将来、このような大規模な地震の発生

が予測されております。このように数種類の災害が同時に発生した場合についても、即応でき

る危機管理体制の整備・運用を図られたいと思います。 
 常備消防におきましても、県下平均充足率よりやや低い充足率となっているので、緊急時に

高度な技術装備を十分に発揮することができる体制の整備に努めていただきたいと思います。 
 また公共施設の耐震化は順次行われていますが、災害が発生したときなどには避難所として

利用される施設が相当あると思われますので、早急に耐震化の完了をお願いしたいと思います。 
 なお、平成２３年度の各種諸事業の執行にあたっても、歳入においては震災による国の施策

による補助金交付金等の減少や長引く景気低迷の影響により、引き続き市税等の税収の伸びが

悪化することが予想されるので、負担の公平の原則に立ち、貴重な財源確保のためにも徴収体

制の強化と効果的な方法を図り、滞納縮減に努めるとともに不納欠損処分においても適切かつ

厳正な取り扱いに努めていただきたいと思います。 
 歳出においても震災の影響により震災地への復興が優先的に行われるため、その影響でさま

ざまな材料不足等による工事の遅れや、また昨年度途中から決定された臨時交付金等による繰

越事業の増加等、これまで以上に財政運営に苦慮されると思うので、組織体制をしっかり整え、

事業を遂行していただきたいと思います。 
 次に、特別会計に移ります。 
 国民健康保険特別会計についてです。４２ページをお開きいただきたいと思います。 
 国民健康保険税につきましては歳入決算額８１億５，６９２万円に対し、歳出決算額７８億

３，２８３万円です。調定額から収入済額を引いた収入未済額は１０億２，００５万円となっ

ております。前年度より９１０万円ほど減少しましたが、未収金額の増加は国民健康保険事業

の健全な運営を妨げる大きな要因となるとともに、負担の公平性の面からも認められるもので

はありません。 
 今後は滞納世帯に対し、明確な基準を設け、厳正なる対応をして滞納整理対策を講じ、収入

未済額の縮減に努めた、より一層の徴収方法をお願いいたします。 
 また、国民健康保険事業の健全な運営に向けて関係部局と連携した健康づくり事業への取り

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

険財政調整基金の必要額の確保を努めていただきたいと思います。 
 次に老人保健特別会計の審査意見でございます。４４ページをお開きいただきたいと思いま

す。 
 老人保健特別会計につきましては歳入総額２６６万円、歳出総額２６６万円となっておりま
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す。老人保健特別会計は平成１９年度をもって制度が終わり、事業は終了いたしました。 
 次に介護保険特別会計の審査意見です。４７ページをお開きいただきたいと思います。 
 介護保険特別会計の歳入決算額４６億１，２６４万円に対し、歳出決算額は４５億６，４４２万

円です。介護保険料の滞納額が３，９００万円余りあります。公平な保険料負担と介護保険事

業の安定的継続のためにも保険料の収納率向上と不納欠損額の縮減に努めていただきたいと思

うわけであります。 
 次に介護サービス特別会計審査です。４８ページをお開きいただきたいと思います。 
 介護予防サービスは、要支援と認定された方が要介護状態とならないよう利用するものであ

ることから、予防プランの評価・見直しを徹底し、十分な成果が得られ、要支援者が要介護者

にならないように、より一層の取り組みをお願いしたいと思うものであります。 
 次に後期高齢者医療特別会計の審査意見です。５０ページをお開きいただきたいと思います。 
 後期高齢者医療特別会計の歳入決算額は１１億３，１５７万円に対し、歳出決算額は１１億

２，９１５万円です。滞納額も年々増加傾向にあり、後期高齢者医療保険制度を支える重要な

財源なので、滞納者に対しましては滞納整理対策の強化、納付の相談をしやすい環境を整備す

るなど検討して、収入未済額の縮減に努めていただきたいと思います。 
 また、後期高齢者医療の健全な運営に向けて、関係部局とも連携して、健康づくり事業への

取り組みをお願いしたいと思うわけであります。 
 次に公共下水道特別会計の審査意見、５３ページをお開きいただきたいと思います。 
 公共下水道特別会計の歳入決算額２９億５１５万円に対し、歳出決算額２８億１，６８５万

円です。歳出の６５．４％を公債費が占める状況であるとともに、一般会計からの多額な繰入

金は歳入の６２．１％を占める状況にあります。一般会計における財政運営にも大きな影響を

及ぼしていることから、下水道計画の作成にあたっては十分な検討が必要であり、市の財政計

画と整合性を持たせた事業実施が必要であると思います。 
 また昨年度に比べ、普及率および水洗化率は少しずつではあるが上がってきています。しか

しながら多額の投資がなされているのが現状でありますので、本来の目的達成のためにも積極

的な加入促進が必要であります。 
 なお、下水道受益者負担金及び使用料に１億８，０８５万円の収入未済額があります。自主

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

ための対策やコスト削減についての公営企業部内でも、早急な検討が必要かと思います。 
 次に、農業集落排水特別会計の審査意見です。５４ページをお開きいただきたいと思います。 
 この事業は芦川町地区の集落排水事業であり、歳出は排水処理施設の維持管理、起債の償還

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

いては収納対策を早急に講じていただきたいと思います。 
 次に簡易水道特別会計審査意見です。５５ページをお開きください。 
 本事業の営業実績は給水人口２万２，８６８人で、８７．６％の普及率であります。有収水

量は２６２万立方メートルで、有収率は８２％です。 
 有収水量が昨年度より２％下がっていますので、老朽管の布設替え等を積極的に行い、有収

率の向上を図っていただきたいと思います。 
 また平成２３年度から芦川町を除く地区は上水道事業に移行しましたが、琴川ダムの受水費

の負担も始まり、笛吹畑灌用水の利用による施設整備、既存施設の維持管理費等にも多額な費
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用を要し、給水原価も上がってきています。長期的に立った業務改革を行う必要があり、職員

の経費節減意識の向上等を行う必要もあります。未収金についても給水停止措置等、未収金解

消への対策強化に努めていただきたいと思います。 
 次に財産区管理会特別会計の審査意見です。６３ページをお開きください。 
 財産区の管理体制については、高齢化が進み管理が難しい状況になりつつあるので、後継者

選び等を早急に検討し、今後とも貴重な資源の保護、育成に努めていただきたいと思います。 
 次に財産基金に関する調書の審査意見です。７１ページをお開きください。 
 基金については、的確な管理が行われています。公金の安全性を確保するため、金融機関の

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

ては、より一層の効率的な運用をお願いしたいと思います。 
 続きまして、公営企業法第３０条第２項の規定により、審査に付された平成２２年度笛吹市

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

定める書類について審査したので、その結果について報告いたします。 
 水道事業会計決算書、１ページをお開きください。 
 公営企業法第３０条第２項の規定により、平成２２年度笛吹市水道事業会計決算については、

平成２３年７月１日に審査を行いました。 
 地方公営企業法第３条の経営の基本原則に基づき、適正かつ効率的に予算の執行および事業

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

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

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

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

び当該年度末における財政状態が適正に表示されており、計数は正確であることを認めました。 
 ９ページをお開きいただきたいと思います。 
 本年度営業実績は給水人口４万７，２２２人で、普及率は９７．３％となっています。年間

有収水量は５９１万立方メートルとなり、有収率は７８％となっています。水道水の供給確保

を図るためにも、配水経路の漏水はもとより一般家庭内での漏水も相当あると思われますが、

特にホテル・旅館等の大型施設の漏水については、コストがかかっている大量の水を無駄にし

ている場合もありますので、法的措置等も含め、有収率向上のためにも改善策が急務であると

思われます。 
 水道料金の未収金は、２億７９５万円余りとなっております。滞納者への給水停止措置等の

成果により、前年度より９９１万円ほど少なくなっていますが、未収金の解消には引き続き給

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

者に対する強い姿勢を示し、未収金減少のため、公営企業部全体での取り組みをお願いしたい

と思います。 
 平成２３年度から芦川町を除く地区の簡易水道が上水道事業に移行されましたので、なお一

層、厳しい経営になることが予想されます。長期的な財政計画の中で、住民の福祉の向上のた

め、引き続き最小の経費で最大の効果を挙げるように努めていただきたいと思います。 
 また、水道事業は施設の整備や既存施設の維持管理に多額の経費を要することから、水道事

業における適正な財政運営は本市の財政の健全性を確保する上でも、非常に重要な要素となり
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ますので、今後も施設の合理化等により経費の節減に努め、公営企業として健全な事業経営を

遂行されるよう望みます。 
 次に、春日居地区温泉給湯事業会計決算意見書でございます。 
 １ページをお開きいただきたいと思います。 
 平成２２年度笛吹市営春日居地区温泉給湯事業会計決算について、平成２３年７月１日に審

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

当該年度末における財政状態は適正に表示されており、計数は正確であることを認めました。 
 ７ページをお開きいただきたいと思います。 
 本年度の経営実績は給水世帯１４３戸で、年間総配湯量および有効湯量とも２７万立方メー

トルとなり、有効率は１００％です。 
 温泉使用料の未収金が９９０万余りになっています。 
 未収金の解消のためにも督促状の発送、個別徴収の強化など、特に高額の滞納者に対しては

条例改正等、法的措置を含め、内部検討をして未収金の減少のための取り組みをお願いしたい

と思います。 
 次に、財政健全化比率等審査意見書でございます。 
 １ページをお開きいただきたいと思います。 
 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条の規定による健全化比率および、第２２条

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

等につきましてはすべて適正に作成されており、是正・改善する必要のない数値のため、特に

指摘する事項はありませんでした。 
 以上で、平成２２年度各会計の決算審査の結果につきまして、報告を終わりたいと思います。 
 以上でございます。 

〇議長（小林始君） 
 以上で、代表監査委員の報告が終わりました。 

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

〇議長（小林始君） 

   これより日程第６ 報告第６号を議題といたします。 

 本件につきましては、議案書にありますとおり地方公共団体の財政の健全化に関する法律に

基づく財政健全化判断比率および公営企業の資金不足比率の報告ですので、ご了承願います。 

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

〇議長（小林始君） 

   次に日程第７ 議案第６３号から日程第４８号 議案第１０４号までを一括議題といたします。 

 この際、申し上げます。 

 ただいま議題となっております議案第６３号から議案第１０４号の全案件とも、審査を所管

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

疑に留めたいと思います。 

 それでは、これより大綱質疑の発言を許します。 

 （ な し ） 

 以上で、質疑を終結します。 
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 ただいま議題となっております４２案件については、お手元に配布してあります議案付託表

のとおり、所管の常任委員会に付託いたします。 

 以上で、本日の議事はすべて終了いたしました。 

 次の本会議は９月７日、午前１０時から再開いたします。 

 本日は、これにて散会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

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

散会  午後 ３時０８分 
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平成２３年笛吹市議会第３回定例会 
 

１．議 事 日 程（第２号） 
平成２３年９月７日 
午前１０時００分開議 
於 議 場 

 
 

日程第１ 代 表 質 問 
 
 

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 ） 
 



 ３２ 

 
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 
 教 育 長 山 田 武 人 総 務 部 長 山 下 真 弥 
 経営政策部長 池 田 聖 仁 会 計 管 理 者 松 岡 利 明 
 市民環境部長 河 野  修 保健福祉部長 中 川 啓 次 
 福祉事務所長 荻 原 明 人 産業観光部長 豊 角 英 人 
 建 設 部 長 佐 藤 貞 雄 公営企業部長 竹 越 富 男 
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再開  午前 ９時５８分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小林始君） 

 おはようございます。 
 ただいまの出席議員は２３名であります。 
 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 
 念のため申し上げます。 
 本日も上着は脱いで結構です。 
 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。 
 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。 
 １３番議員 野沢勝利議員より本日遅刻の届が、また２２番 松澤隆一君より早退の届が提

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

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

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

〇２３番議員（前島敏彦君） 
 ただいま、議長より許可をいただきましたので、笛政クラブの代表質問をさせていただきま

すけども、先の台風１２号によります紀伊半島を中心に被害が出たわけですけども、お亡くな

りになりました方のお悔やみと、そして被害に遭われた皆さま方にお見舞いを申し上げたいと

思います。 
 さて９月２日、第９５代野田新首相が誕生いたしました。次期政権の課題は震災復興、原発

対応、復興財源の捻出等々、極めて重要かつ迅速な対策、リーダーシップが求められておりま

す。加えて、最高値を更新した円高による日本を代表する企業の海外流出による中小企業への

悪影響、国債格下げによる日本の信用度の下落、足元を見られた外国政策、日本の９９．９９％

を占める中小企業を守る経済政策と課題は山積しており、国民の目線、国民の将来不安を少し

でも軽減できるよう、方策を代表選の口約束でなく真摯に実行していただくことを強く切望し

ております。 
 一方、地方経済を見ましても３．１１東日本大震災後、幾分の回復はしたとはいえ、いまだ
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ほとんどの業種で大きく前年比を割り込んでいます。山梨県中小企業団体中央会が過日発表い

たしました景気動向判断指数は、直近の６月でマイナス３６ポイントと前月より４ポイント悪

化し、消費低迷に喘いでいる中小・零細・個人企業にとって、依然厳しい経営環境が続いてお

ります。 
 また、こうした状況の中、地方行政においても本年は地方自治法の一部改正が８月２６日に

施行され、地方分権改革推進計画に基づくいくつかの義務付けの廃止や議員定数の上限撤廃な

ど、地方主権に向けた大きな改正が行われたところであります。 
 わが笛政クラブでは、決算議会にあたり健全な財政運営のための財源確保対策や日本一の果

実と温泉の融合する地域活性化による自主財源の確保は、今後の行政サービスの向上に直結す

る各種事業の実施も含め、荻野市政全般にわたり、以下質問に移らせていただきます。 
 まず最初に、財政状況についてであります。 
 自主財源を確保し、将来に向けて健全で安心した行財政基盤づくりが重要でありますが、本

市の財政状況についてを伺いますけども、先の全員協議会でも多少ふれられましたが、通告し

てありますので質問させていただきます。 
 まず、財政健全化法に基づく４つの指標と昨年度の数値と比較した市の財政状況は、どう分

析しているのか。 
 ２点目としまして、景気の低迷、地価下落により自主財源である固定資産税・法人税等、平

成２２年度の影響の有無。また、各種税の収納率と未収納率の詳細および自主財源を確保する

ための取り組みについて、伺います。 
 ３点目としまして、昨年度決算による監査委員の指摘、審査意見等に関して改善された点お

よび問題に残る点を伺います。 
 ４点目としまして、合併特例債限度額と現在までの起債状況と期限についてであります。 
 ２番目に、３．１１東日本大震災後の市の諸施策についてを伺います。 
 東日本大震災を機に各企業・各家庭において、節電および防災対策をしております。特にこ

の夏はサマータイムの導入や休日を土日から変更したり、スーパークールビズを導入する企業

など節電対策を積極的に行っておりますが、市の諸施策についてを伺います。 
 １点目に、本庁・各支所および市施策の節電対策と施設ごとにどのような電力使用量の管理・

把握がなされておるのか伺います。 
 ２点目としまして、防災マップ・水防マップ等、今までの基準を見直す必要もあるのではな

いかと思います。市の見解と県・国との連携・協議は従来どおりでよろしいのか。 
 ３点目に先の９月４日、市内全域で防災訓練が行われましたが、防災の日を受け避難経路・

避難場所の周知徹底等、行政区と当局により、さらに密なるコミュ二ケーションが必要だが、

どのような具体策がとられたのか。 
 ４点目に、今回の震災でございますけども現在市内に避難しておる方がおります。こういっ

た状況は、支援物資等は足りているのか。また、避難している方々の雇用状況についてを伺い

ます。 
 ５点目に被災者受け入れ事業を実施し、議員も何名か南相馬市およびいわき市への送迎に参

加させていただきましたが、今後このような受け入れ依頼があった場合、市ではどのように対

応していくのか。また、市災害対策本部としての今後の活動および市救援物資支援センターの

現在の状況についてを伺います。 
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 ３番目に、観光振興についてであります。 
 東日本大震災後、全国各地の観光地では観光客の数が減少。笛吹市においても震災直後はホ

テル・旅館で観光客が激減。それに伴い、本市のさまざまな観光産業にも影響が出たと思われ

ますが、観光および農産物についてを伺います。 
 １点目としまして、震災から６カ月が経過しようとしておりますが、震災直後に比べ現在の

観光客の集客状況、また年々減少傾向になる観光客だが、旅館組合・商工会等と連携した集客

率アップに向けての工夫は。リピーターを増やすための施策等について伺います。 
 ２点目としまして、今年の笛吹市夏祭りでは、山梨県警指導により露天商の出店が全面禁止

となっておりました。それに伴い、各地域の夏祭りにさまざまな影響はあったと思いますけど

も、この点について。また各地の夏祭りを振り返り、その成果はどのようであったのか、伺い

ます。 
 ３点目としまして、桃・ぶどう日本一の郷を国内外にアピールするための笛吹ブランド確立

のための具体的な取り組みについてでございます。 
 東京都大田市場および台湾・香港へのトップセールスの成果と手応えは、どのようであった

か伺います。 
 ４番目としまして、学校教育ビジョンの具現化についてであります。 
 笛吹市は荻野市政、また教育関係のリーダーシップのもと、本市全小中学校へのスクールニュー

ディール事業を他市に先駆けて、震災前から太陽光発電の設置、春日居中学校の武道館の建設、

一宮中学校の改修工事および一宮給食センターの新設、教育用パソコンの配置など特に教育面

が大変、充実してきております。加えて市単講師や学校サポートの配置など、子どもたちにき

め細かな対応ができるような対応もしていただいております。 
 特に笛吹市の教育は人的にも設備的にも先進的であり、他の市町村よりも進んでいることは

間違いないと感じております。このような素晴らしい教育環境を与えていただいていることに

対し、まず敬意と感謝を申し上げ、こうした施策が将来の笛吹市にとって一体感の醸成に、ま

た人づくりに資するものと感じております。 
 さて笛吹市の教育ビジョンの中にも、目標として挙げられております、郷土を大切にする子

どもの育成という点は、今回改正された教育基本法の教育の目標、第２条の中にも示されてお

ります。道徳教育の中でも重視されており、これらのことを踏まえ２点についてを伺います。 
 笛吹市において郷土を大切にする教育として、どのような取り組みをされているのか。 
 今後また、どのような取り組みを計画していくのかでございます。 
 ５番目としまして、第２８回国民文化祭やまなし２０１３についてでございます。 
 前に一般質問をさせていただきましたけども、現在の進捗状況等でございますけども、「文

化の風とあそぶ～みつめる、こえる、つなげる」をテーマに、山梨県において平成２５年１月

から１１カ月間、開催される国民文化祭についてを伺います。 
 まず、平成２３年度の事業計画。また今後、文化祭までのスケジュール等でございます。 
 ２点目に笛吹市で行う現代詩および俳句は国民文化祭でこれまで実施され、全国的な広がり

を持ち、今後も継続して行われる事業であると聞きますが、笛吹市でも開催でさらに全国に広

がっていくような構想は。また、独自事業で行う予定の笛吹市鵜飼祭り、甲斐国千年の都文化

財めぐり、特別展やまなしの縄文には本市のどのような特色を生かしていくのか。 
 ３点目としまして、プレ大会として９月１日・２日に行われましたＮＨＫ学園生涯学習フェ
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スティバル笛吹市短歌・俳句大会開催の状況についてを伺います。 
 ６番目に、第５期介護保険事業計画策定の取り組みについてを伺います。 
 平成１２年度に始まった介護保険制度は、本年度第４期事業計画期間の最終年度を迎え、３年

を１期とする事業計画の策定が義務付けられましたことから、現在、平成２４年度から平成２６年

度までの第５期事業計画の策定が進められていると思います。この事業計画では、高齢者の方々

が住み慣れた地域で、安心して介護保険サービスを利用しながら生活ができるよう高齢者への

実態調査を行い、事業計画の策定を進めるものとされておりますが、第５期事業計画の策定に

向けた具体的な取り組みについてをお伺いいたします。 
 まず、事業計画策定の基本的な考え方。 
 ２点目としまして、計画策定に向けた検討・協議などの取り組み体制についてを伺います。 
 ３点目に、高齢者の課題を把握するための実態調査の実施内容とその調査内容がどのように

事業計画に反映されているのかを伺います。 
 ４点目としまして、市内の特別養護老人ホームへの入所待機者が５００人を超える現状に対

し、施設の充実に向けた整備の方向性、事業計画ではどのように位置づけられていくのかをお

伺いいたします。 
 最後に７番目、一宮福祉センターの耐震補強についてであります。 
 福祉行政にも市として多大なる行政課題に取り組んでおられる中、一宮福祉センターも築

３８年を経過し、老朽化が進んでおります。先の３月１１日の震度５弱の地震から施設内の亀

裂が大きく目立つようになり、施設を利用している２階の子ども支援施設を利用する保護者か

らは、こんな状態で大丈夫なのかと不安げに聞かれました。また１階では、障がい者の作業所

として体の不自由な方も通所し、万が一のときすごく不安ですと元気に作業をしていた方にも

言われました。３階では老人クラブと連携しながら介護予防事業や地域コーラス、地域のイベ

ント等々、地域のニーズに合った利用の仕方は、非常には高いものがあります。一宮町内には、

こうした福祉の拠点になる施設も近くにはなく、子育てから老人の憩いの場所まで幅広く施設

利用の増加が高くなっております。昭和５６年耐震基準前の施設であり、耐震改修の必要性が

あると考えますが、今後の整備の方向性についてを伺いたいと思います。 
 以上、質問させていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 当局の答弁を求めます。 
 市長、荻野正直君。 

〇市長（荻野正直君） 
 笛政クラブ、前島敏彦議員の代表質問にお答えいたします。 
 はじめに、財政状況についてのうち財政健全化法に基づく４つの指標と昨年度の数値と比較

した市の財政状況をどう分析するかの質問でございます。 
 実質赤字比率ならびに連結実質赤字比率につきましては、一般会計および特別会計、公営企

業会計とも全会計で黒字となりましたので、例年と同様に指標化されませんでした。しかし実

質収支比率が昨年より２．３％上回っておりますので、収支的には前年度以上に健全であった

と考えております。 
 次に実質公債費比率でありますが１３．８％となり、前年度より０．２％上昇いたしました。

この要因は合併特例債の償還額の増額と考えられます。市では、合併特例債を有効的に活用し
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ていきたいと考えておりますので、本指標は今後も高まる傾向にあると推計しておりますが、

健全財政を維持するため、中長期的な視点に立って計画的に財政経営を行ってまいります。 
 次に将来負担比率でございますが、この指標につきましては８８．４％と昨年よりも２１．

２％減と大幅に改善しました。この要因につきましては、普通交付税ならびに臨時財政対策債

の増額による標準財政規模の増大と公共施設整備等基金、減債基金、財政調整基金へ約２０億

円の基金積立ができたことにより、将来負担額に対する充当可能財源が大幅に増加したことが

大きな要因と考えられます。 
 笛吹市の平成２２年度決算におきましても、財政健全化４指標はいずれも健全水準を維持し

ておりますが、今後も４指標には最大限に注視し、財政経営に努めてまいります。 
 次に景気の低迷、地価下落による平成２２年度の固定資産税および法人税等への影響でござ

いますが、本市の法人市民税の現年分調定額は平成２０年度は約６億８千万円、平成２１年度

が約４億１千万円、平成２２年度が約５億４千万円と推移しております。 
 平成２０年のリーマンショック以降、経済情勢も持ち直しの方向で推移してまいりました。

しかしながら、今後につきましては、東日本大震災の発生により法人市民税への影響が懸念さ

れるところであります。また、固定資産税については、県内の地価が平成５年から下がり続け

ているものの、平成２２年度における調定総額は、随時課税を除きほぼ横ばいとなっていると

ころであります。 
 次に収納率の状況、自主財源の確保についてであります。 
 平成２２年度の市税全体の額につきましては、調定額１１６億３千万円に対しまして収入済

額は９０億４千万円となり、収納率は７７．８％となりました。前年度を１．２％上回ること

ができました。このうち現年度分は調定額９０億２千万円に対しまして、収入済額は８６億４千

万円であり、収納率は９５．８％。また滞納繰越分は調定額２６億８００万円に対しまして、

収入済額が４億２００万円であり、収納率は１５．４％でありました。 
 収納率は昨年度と比較いたしまして、現年度分は１．２％、滞納繰越分が４．３％、それぞ

れ上回ることができました。これは、平成２０年度に設置されました県の地方税滞納整理推進

機構の指導助言を受け、預貯金や動産、不動産等の差し押さえ強化などに努めてきた成果であ

ると考えております。 
 また自主財源の確保についてでありますが、都市計画税を除く市税の調定総額を比較すると

平成２２年度はリーマンショックの影響を受けた平成２１年度を上回りましたが、以前の水準

にはまだ届かない状況にあります。 
 自主財源の安定的確保はまちづくりに必要不可欠なことから、今後もさらなる収納率の向上

に努めてまいります。 
 次に昨年度決算による監査委員の指摘、審査意見等に関して改善された点および課題として

残る点はとのご質問でございます。 
 平成２１年度の決算において、監査委員から９項目について指摘がありました。その指摘項

目において単年度ですべて解決することは不可能でありますが、改善に向けて積極的に取り組

んでいるところであります。 
 簡単に、指摘事項の改善状況等を述べさせていただきます。 
 まず事業評価の促進につきましては、事務事業マネジメントシートや施策マネジメントシー

トの活用により行政経営システムを確立した中で、施策の優先度を評価した予算付けなど事務
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事業評価を行っております。 
 次に市税および料金等の収納率の向上についてでありますが、インターネット公売など積極

的な滞納対策により市税全体の収納率は７７．８％となり、前年度より１．２％向上したとこ

ろであります。 
 次に随意契約、委託業務契約の適切な執行につきましては、契約事象を１件ごとに精査し、

法令や財務規則を遵守した上で適切な契約事務を行ってまいります。特に特命随契については

随契理由を明確にし、説明責任が果たせるよう努めております。 
 次に各種補助金の検証と適切な事務処理についてでありますが、引き続きサンセット方式を

採用した中で、今後も削減、縮小の方向で行財政改革の一環として取り組んでまいります。 
 次に指定管理者制度の検証についてでありますが、本制度は毎年件数、金額ともに増え続け

ております。今後とも市民にとって有益な制度となるよう検証を重ねるとともに、新たな施設

への導入も模索していきたいと考えております。 
 次に、公共施設の耐震化の促進についてであります。 
 学校、保育所施設の耐震化を計画的に進めており、また本庁舎の耐震化も前倒しにより本年

度から着手するなど、早期の公共施設耐震化１００％を目指して進めてまいります。 
 災害に対する危機管理体制の強化については、２２年度に雨量観測システムの整備を行うと

ともに、２４年度からの運用を目指し、防災行政無線デジタル統合化事業を行っているところ

であります。さらに今回の東日本大震災による検証をふまえ、地域防災計画の見直しなど早急

に行い、ハード・ソフトの両面を通じて、さらなる防災体制の確立を図ってまいります。 
 次に公共施設の有効利用等についてでありますが、現在、支所施設等の空きスペースにつき

ましては、他団体や民間への貸し出しを積極的に行っております。また、行政財産としての機

能を十分果たせていない土地の利用方法や賃貸借契約の内容見直しについても、今後とも適切

な対応を図ってまいりたいと考えております。また、土地開発基金で取得した土地につきまし

ても順次整理を行い、基金規模の縮小を図ってまいりたいと思います。 
 最後に、消防団の統合についてであります。 
 当初１００部あった部が現在９０部と統合が図られております。今後とも地域の実情を考慮

しながら統合を進め、合理化を図ってまいります。 
 以上、２１年度決算における監査での指摘事項に対する現状であります。 
 次に合併特例債限度額と現在までの起債状況と期限はについてでございますが、合併特例債

の限度額ですが、笛吹市の場合は約３８０億円であります。限度額は、合併後の人口や合併市

町村数などの合併規模により異なっております。 
 ２２年度決算時点での特例債起債総額は約１０５億円であります。未償還残高は８５億７千

万円となっており、特例債の活用期限は、現時点においては合併した年度とその後の１０年間

となっております。 
 続きまして３．１１東日本大震災後、市の諸施策についてお答えをいたします。 
 最初に、本庁・各支所および市施設の節電対策と、施設ごとどのような電力使用量の管理･

把握がなされているかについてであります。 
 東日本大震災に伴いまして計画停電が行われ、国と東電から節電への取り組みが呼びかけら

れる中、本市では４月に笛吹市節電実行推進委員会を設置し、５月に部局ごとの節電目標と具

体的取り組み内容を決定しました。また、市施設全体の節電に向けた目標値として、電力使用
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量対前年同月比で１５％削減することを掲げ、率先して節電対策を行っているところでありま

す。 
 夏期の具体的取り組みとしては、過度な空調機器の利用制限に注意を払いながら冷房温度の

管理を行うとともに、建物温度上昇抑制のため緑のカーテンを庁舎等１１施設、学校１６校、

保育所１５施設で設置をいたしました。また照明照度不足による健康障害に考慮しながら、施

設内照明の取り外し、間引消灯を行いました。そのほかクールビズ実施期間の延長、道路照明

の消灯、社会教育・体育施設の利用時間短縮等を行ってまいりました。 
 電力使用量は、地球温暖化対策実行計画の二酸化炭素削減への取り組みとして平成２１年度

より施設ごとに集計・把握していますが、本年４月からは部局長会議におきまして、対前年同

月を施設ごとに比較検証し、節電対策に取り組んでおります。 
 以上の取り組みの結果、本年７月の市内２０３施設の電力使用量は１０４万４千キロワット

アワーで前年比１４．７％の減、１７万９千キロワットアワーの削減ができました。 
 なお、節電対策が取りづらいライフラインの水道施設等、９４施設を除くと電力使用量は５０万

７千キロワットアワーで前年比２１．４％の減、１３万８千キロワットアワーの削減。さらに

本庁舎と南館を合わせた電力使用量は３万８００キロワットアワーで、前年比３１．５％の減

という大きな節電効果を上げております。 
 次に防災マップ・水防マップ、今までの基準を見直す必要もあるのでは。市の見解と県・国

との連携・協議は従来どおりでよいのかとの質問でございますが、現在山梨県では地域防災計

画の見直しが行われております。広域な災害時には国や県との連携は不可欠でありますので、

市においても、県の計画を受けて見直しを行いたいと考えています。 
 防災マップにつきましては、これまで市全体のものは作成しておりませんでしたが、地区の

状況に合わせて、独自に地域防災マップを作成している地区があります。地区住民が自らの手

で災害時の避難場所や避難経路、危険な個所、消火栓等の防災施設などを地図上に記し、住民

が地域の情報を共有することで災害時に適切な行動を取り、被害を軽減する１つの方法となっ

ております。またこの取り組みは、住民間の防災意識の高揚を図る上でも有効なものとなって

おります。市としましても自主防災組織整備補助金制度などを活用していただき、すべての地

域で作成していただけるよう支援して行ってまいります。 
 また、水防マップについては、今年３月に新たに作成いたしました笛吹市ハザードマップを

６月に各世帯に配布しました。これには土砂災害の危険個所や避難場所、想定氾濫区域などを

地図上で示したものであります。また災害情報の収集方法や、いざというときの対応などを明

示してあります。 
 今後、土砂災害警戒区域や特別警戒区域など、県の指定基準の見直しがなされた場合は修正

し、周知を図ってまいります。 
 次に防災の日を受けて、避難経路・避難場所の周知徹底等、行政区と当局によりさらなるコ

ミュニケーションが必要だが、どのような具体策がとられたかについてであります。 
 今年度の笛吹市防災訓練における行政区での訓練は、避難所までの安全な経路の点検確認や

指定避難所の場所を確認のための人員報告を重点訓練としました。また、近所に声を掛けての

一時避難所への参集訓練、避難者名簿の作成訓練、地区の危険個所、防災施設の情報交換と共

有など、今年度は災害発生時の助け合い行動について、詳細な訓練内容をお示しして各地区の

区長会で説明をさせていただきました。 
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 東日本大震災の記憶もまだ新しいことであり、各地域において臨場感に満ちた効果的な訓練

が実施できたと感じております。 
 次に現在、市内に避難している方々の状況についてでありますが、発災後より避難者に対す

る人道的支援を行うため、避難者カードの発行を行っており、９月２日現在、５６世帯１５０名

の方々が笛吹市内におられます。その内訳は宮城県４世帯７名、福島県５２世帯１４３名となっ

ており、中でも福島県南相馬市や双葉郡からの避難者が多くを占めております。これらの地域

が警戒区域や緊急時避難準備区域であることから、避難理由の多くが放射能によるものだとい

えます。 
 市内での避難者の住宅については市営住宅１１世帯３６名、民間賃貸住宅等１５世帯３３名、

社宅等１９世帯５０名、縁故者宅３世帯６名であります。市営住宅につきましては当面の間、

家賃の減免措置を行っておりますが、民間住宅につきましても市民活動団体の紹介により家主

さんのご好意で無償貸与されていると聞いております。 
 生活の状況につきましては、さまざまな収入形態があろうと思いますが、被災により就労先

がなくなったり、失業された方は失業手当等を受けたり、家族の一部が被災地に戻り仕事に復

帰している方もあると伺っております。 
 また、避難区域の方々のほとんどは、福島県や当該市町村からの義援金の分配や東京電力か

らの仮払い補償金を受けており、こうした収入により生活をしていると伺っております。 
 避難者の就労状況につきましては、笛吹市での生活を一時的な避難生活と考え、就職に踏み

切れない方が多いように伺っておりますが、すでに市内の企業に就職されている方、農作業の

期間雇用に就かれている方もあります。 
 避難者支援の取り組みといたしましては公営住宅、水道料金の減免をはじめ、避難者生活支

援事業を実施し、避難者の支援に取り組んでおります。物資につきましては、救援物資支援セ

ンターをご利用いただいておりましたが、利用者の固定化などから一定の成果を達成したもの

と考えております。 
 次に、被災者受け入れ事業の今後の実施についてであります。 
 被災者受け入れ事業は１，４６０人の被災された方々が利用され、人道的な支援として一時

避難的な受け入れとともに被災者の復興に向けた、心身のリフレッシュを行っていただいたも

のと考えております。 
 被災地におきましては復興に向けた取り組みが進められており、本事業で受け入れてまいり

ました南相馬市につきましても南相馬市民の帰還計画が策定され、市民が一丸となって復興・

再生への取り組みが行われているところであります。 
 こうした状況を鑑み、本市における被災者受け入れ事業につきましても一定の役割を果たし

たものと考え、今後の事業実施につきましては、現段階での計画はございませんが、引き続き

支援をしていきたいと考えております。 
 次に笛吹市災害支援対策本部についてでありますが、避難者把握や災害救助法の対応などの

必要性、直接的な被災地、避難者対応につきましては、現在避難されている方々の自立に向け

た支援を継続する必要がありますので、個々の形態を検討しながら必要な態勢をとってまいり

たいと考えております。 
 次に救援物資支援センターにつきまして、市民ボランティア、市社会福祉協議会との協働に

より設置して、市民の皆さまの善意をお寄せいただき、避難者への生活物資支援、被災地への
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支援物資としても活用させていただきました。 
 避難者の生活も半年を経過する中で救援物資支援センターの利用、運用情況も落ち着きを見

せており、人道的支援を掲げて取り組んでまいりました避難者のための物資支援も当初の目的

を達成していると感じております。こうしたことから市民ボランティアの皆さまとも十分協議

をした中で、９月をもって救援物資支援センターを閉所させていただくことにいたしました。

これまで寄せられた市民の皆さまの善意を無にしないよう、物資を活用させていただきたいと

考えております。 
 続きまして、観光振興につきましてお答えします。 
 はじめに、現在の観光客の集客状況と各種機関と連携した集客力アップに向けての工夫につ

いてのご質問でございます。 
 ３月１１日に発生しました東日本大震災後、日本全土にわたり祭り等の事業の中止を余儀な

くされ、笛吹市においても災害直後に計画しておりました桃の花祭り等を自粛しておりました。 
 しかしながら、５月に入りまして「がんばろう！日本」を合言葉に積極的経済活動の推進と

観光ＰＲ活動を実施することに努めてまいりました。震災直後、観光客の減少により観光関連

事業の業績は最悪の状況まで落ち込みましたが、事業者の創意工夫や全国の機運が災害に負け

ない積極的な展開へと移り、ゴールデンウィークごろから徐々に観光客が戻り、８月に入ると

前年度並みまでとはいかないものの、大きな回復が見られました。 
 今後、秋の観光シーズンに向けて、ブドウをメインとするブドウエキスポの開催や笛吹産ワ

インをアピールするイベントとして、東京でのヌーボーフェアーおよび市内でのヌーボー祭り

の開催、さらにはＪＲと協賛で行う菊の散歩道をコースとする駅からハイクや浴衣でウォーク

など、さまざまなイベントを関係機関と協力しながら積極的に展開してまいります。また、冬

には石和温泉旅館協同組合で冬の花火を計画するなど、事業者が自ら考え実行する事業も加え、

県内外に笛吹市の魅力をアピールしてまいります。 
 情報発信については、先を見据えたイベント計画を早めに公表するなど、年間を通じて楽し

める笛吹市の魅力を発信することで、特定の時期に限定されないリピーターの誘客を増やして

まいりたいと思います。 
 次に、露天商出店禁止の夏祭りへの影響と夏祭りの成果についてであります。 
 笛吹市では山梨県内における暴力団の抗争に伴い、山梨県警察本部からの要請を受け、夏祭

りへの露天商の出店禁止を県下でもいち早く表明いたしました。 
 各祭り実行委員会や商工会と連携を図る中、商工会会員に屋台ブースの出店を依頼し、祭り

を盛り上げる役割の一端をお願いしたところであります。幸い、夏祭りのフィナーレを飾る石

和温泉花火大会には１５０店の出店があり、計画した店舗数は応募期間早々にいっぱいになる

など、地元の祭りへの深い関心が感じられたところであります。店舗個々では、看板や販売方

法に工夫を凝らし、売り上げを伸ばす努力等もあり、従来と異なった地域全体でつくり上げた

素晴らしい祭りが開催できました。 
 また、本年は災害後行った笛吹市の大きなイベントであり、避難している被災地の皆さまは

二十日祭においては地域の皆さまとともに出店され、花火大会では花火を楽しんでもらえるな

ど、被災者にもやさしい取り組みができ、各地域でも笑顔あふれる祭りを実施することができ

ました。祭りの参加者は天候の影響等で若干減少したものの、祭りの原点である自分たち手作

りの祭りができたことは、大きい成果であったと考えます。 
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 次に、笛吹ブランド確立についての具体的な取り組みはについてでございます。 
 東日本大震災に伴う放射能汚染の風評被害や景気低迷、円高などの影響により今年の桃やブ

ドウの出荷販売は非常に厳しいものとなっております。そのような状況の中、ＪＡふえふきと

ともに、本年は特に国内でのトップセールスに力を入れ取り組んでまいりました。 
 桃の出荷が本格的に始まる６月３０日には、他の産地に先駆け東京の大田市場におきまして

笛吹フェアを開催し、多くの仲買人や市場関係者に安全・安心でおいしい桃をＰＲしてまいり

ました。また７月７日から８日の２日間、大阪市場におきまして関西・中京地区の市場販売対

策会議を開催するとともに、西宮ガーデンズにおきまして一般消費者に向けての消費宣伝を行っ

てまいりました。そのような取り組みの中、前半の桃の販売価格は昨年比１割高で推移し、安

心したところでございます。 
 次に海外への輸出状況ですが、台湾につきましては順調に輸出が伸びておりました平成２２年

度までは１２７トンの輸出実績でしたが、昨年のモモシンクイガの問題で本年は残念ながら輸

出を自粛いたしました。香港につきましては、平成２０年度から市長トップセールスとして輸

出販売促進活動を行ってまいりましたが、香港市場でも笛吹の桃が定着してきております。昨

年は１６．５トンの輸出を行っております。しかし本年は、放射能汚染の風評被害の影響の中

で現地での放射性物質検査に１週間ほどかかることから輸出を諦めておりましたが、県が実施

いたしました放射性物質検査で不検出となり安全が確認されたこと、また香港からの輸入の要

請があったことから浅間白桃５キロ箱１５５ケース、黄桃２キロ箱３０ケースを８月５日から

香港イオン店などで販売いたしました。 
 今後とも国内外に向けて、笛吹ブランド確立のためさまざまな取り組みを継続していきたい

と考えております。 
 続きまして、第５期介護保険事業計画策定の取り組みについてお答えいたします。 
 平成１２年に始まりました介護保険制度は高齢化社会が進む中、高齢者の介護を社会全体で

支える仕組みとして１１年目を迎えており、この６月には介護保険制度の新たなサービスの創

設を盛り込んだ介護保険法の一部改正が行われ、高齢者の方々が住み慣れた地域で安心して暮

らし続けることができる体制づくりに向け、具体的に取り組むことが重要となることから第５期

事業計画を本年度中に策定するものであります。 
 はじめに計画策定の基本的な考えの１つであります、国の示す基本方針に即して各自治体は

介護保険事業にかかる保険給付の円滑な実施に関する計画を定めるためのものであり、介護保

険事業計画は高齢者保健福祉計画と一体のものとして、策定することとされております。 
 前回の計画策定から３年を経過する本年度中に、介護給付実績、各種統計数値のとりまとめ

および現行計画の達成状況についての現状分析を行い、平成２４年度以降における介護給付費

見込み量や第１号被保険者保険料の推計をより詳細に行うとともに、各種調査等の分析・評価

や市民意識、国の動向などの実態把握に基づく計画策定を行ってまいります。 
 次に計画策定に向けた取り組み体制についてでありますが、計画の策定にあたっては介護保

険運営協議会、福祉関係組織、公益団体、民間団体、医療機関の代表者と一般公募による委員

４名で構成した委員１４名による介護保険事業計画策定委員会を設置し、事業計画に盛り込む

べき基本的な考え方について審議をお願いしたところであります。 
 また策定委員会の下部組織として、介護保険事業者連絡会代表、介護相談員、福祉関係団体

等で構成する計画策定専門部会に、今後の事業展開に向けた方向付けとともに事業計画書の素
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案等の協議、検討をお願いするものであります。 
 計画書の素案につきましては、来年１月までには介護保険運営協議会へ諮問させていただき、

その答申を受け、事業計画内容を確定していきたいと考えております。 
 次に高齢者の課題把握のための実態調査の実施とその活用についてでありますが、事業計画

を策定するにあたり、高齢者の抱える課題の把握は必要不可欠であります。 
 そのため本年２月から３月にかけて、一般高齢者２千人および在宅要支援・要介護認定者１，

１７０人に対して、日常生活圏域ニーズ調査を実施いたしました。その結果、高齢者の皆さん

がどのような支援を必要としているのか、普段の生活や健康などについてどのような意見を持っ

ているかなど、地域高齢者の抱える課題が鮮明になってきたところであります。 
 今後、それらの課題に対して、市として最も効果的な施策を検討し、第５期事業計画に反映

させてまいりたいと考えております。 
 次に、特別養護老人ホームへの入所待機者解消に向けた事業計画での施設整備の方向性につ

いてであります。 
 特別養護老人ホームへの入所申込者数は、本年４月の推計では６３０人ほどに留まっており

ますが、この中でも特に入所が必要と思われる介護度３から介護度５までの重度の方が３７０人

ほどで申込者数の約６割となっており、このうち在宅での待機者は１８０人ほどとなっており

ます。 
 実際、待機者がどれだけ切迫している状況かは十分に把握されていない状況でありますが、

反面、特養への入所待ちが多いことから早めに申し込まないとという意識も高く、それによっ

て待機者数が多く出ている状況もあろうかと推察しているところでもございます。 
 本年第１回定例会におきまして、地域密着型特別養護老人ホームの整備についての質問に対

し、本年度末までには、市内に民間活用による２施設５８床の整備が推進される旨、答弁させ

ていただきましたが、これだけでは、すべての方々への家族負担の軽減には非常に難しい面が

あります。 
 このため、現計画の中に設定してあります市内３圏域の日常生活圏域での介護サービス利用

者の現状分析、またサービス提供事業者への調査で今後の事業展開への意向がありました事業

所へのヒアリングを通じ、第３期から設定されている日常生活圏域の検証とともに、介護給付

費の的確な推計と併せ、施設サービスの充実に向けた方策を検討してまいりたいと考えており

ます。 
 続きまして、一宮福祉センターの耐震補強についてのご質問にお答えいたします。 
 はじめに耐震改修の必要性、今後の整備の方向性についてでありますが、一宮福祉センター

は昭和４８年に建設され、地域福祉活動の拠点、ＹＬＯ会館と併せ末木区公民館を併設して地

域の集会施設として利用されてきたところであります。 
 ご指摘のとおり昭和５６年以前の建築物であることから、平成１８年度に耐震診断を実施し

ており、耐震補強の必要性が指摘されているところでもあります。 
 一宮福祉センターは、地域福祉センターとして笛吹市社会福祉協議会が指定管理をしており、

１階は社会福祉協議会、一宮地域事務所および同協議会が運営する障害者小規模作業所夢風船

および会議室スペースなど、２階は笛吹市がＮＰＯ法人に運営を委託しております子育て支援

センターきっずいちのみや、３階はママさんコーラスや舞踊の練習等に使用されているホール

となっております。 
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 今後の対応につきましては検討委員会を設置し、社会福祉協議会や福祉センターの利用団体

とともに、また地元末木区や地域審議会等のご意見も伺う中で検討を重ね、今年度中に方向性

を決定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。 
 なお、学校教育ビジョンの具現化についてと国民文化祭につきましては、教育長より答弁さ

せていただきます。 
〇議長（小林始君） 

 続いて、教育長より答弁を求めます。 
 教育長、山田武人君。 

〇教育長（山田武人君） 
 笛政クラブ、前島敏彦議員の代表質問にお答えいたします。 
 はじめに学校教育ビジョンの具現化についてのご質問のうち、郷土を大切にする教育として

どのような取り組みをしているかについてでございますけども、平成２０年に策定しました学

校教育ビジョンでは、きらめき・ひびき合う・ふえふきの子を目指す子ども像として定め、生

きて働く力を身に付けた子どもの育成とともに家族や人を愛し、自然や郷土を大切にする子ど

もの育成を２つの大きな基本目標に掲げております。 
 生きて働く力とは、社会や個人の生活をよりよくしていくために、学んだことを実生活に幅

広く生かしていく力のことで、知育・徳育・体育のバランスのとれた教育を通して培われてい

くものです。 
 また教育は人づくりであり、人は多くの関わり合いの中で自立した人間に育っていきます。

子どもたちにとって一番身近な社会は家庭であり、生活基盤である地域です。地域の子は地域

で育てるという考えも人づくりの大切な視点です。子どもたちが家族や地域に温かく見守られ

健全に育てられていくことにより、子どもたちの心の中に家族や人を愛し、笛吹市の自然や地

域を大切に思う気持ちが育まれてくるものと思っております。これがやがていつでもどこで生

活していようとも家族や郷土を思い、大切にする心を忘れない人づくりにつながると思います。 
 議員ご指摘のとおり、改正された教育基本法でも郷土を大切にする子どもの育成が目標に謳

われております。改訂された学習指導要領の道徳の中でも郷土の伝統と文化を大切にし、郷土

を愛する心を持つとされています。 
 市教育委員会では、子どもたちにこの地域を知ってもらうために「わたしたちの笛吹市」と

いう社会科副読本を市内の先生方の手づくりにより作成し、小学校３・４年生の社会科の学習

の中で活用しております。ここへ持ってきました、この本でございます。この副読本には、市

内の地理や市内の産業、豊富な内容の歴史など、市内の様子や安心して暮らせるまちづくりの

様子などについて身近な資料で学ぶことができるようになっており、今年度はその内容を更新

する予定でございます。 
 また、歴史資料として小学校６年生には「甲斐国千年の都笛吹市」「笛吹市の古代と中世」

を配布し、国の重要文化財に指定された釈迦堂遺跡博物館の土偶や国分寺をはじめとする太古

からの豊富な歴史を持つ笛吹市を学ぶ資料として活用していただいております。この本でござ

います。 
 これらの副読本や資料を通して、子どもたちに笛吹市の素晴らしさや歴史の深さを再認識し

てもらい、この市に生まれ育つことに誇りを持ってもらいたいと考えています。 
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 次に今後どのような取り組みを計画しているかについてですが、将来を担う子どもたちが地

域のことに関心を持つことはとても大切です。平成１７年度から市内の小中学生を議員とした

模擬議会 笛吹こども議会が開催されております。 
 こども議会では、過去に市のシンボルとして市の木 桃、市の鳥 オオルリ、市の花 バラ

を選び出すなど次世代の意見を反映できる場となっております。さらに今年は中学校２年生を

対象にした次世代リーダー育成事業、通称、Ｆプロジェクトを計画しています。 
 ＦプロジェクトのＦは笛吹市のＦ、未来 フューチャーのＦ、友だち フレンドのＦなどＦ

からはじまる、よい言葉の意味を含めています。学校教育ビジョンの具現化を考える中、生き

て働く力を身に付けるにも、家族や人を愛し自然や郷土を大切にするのにも、いろいろな場面

でリーダーは必要不可欠です。未来の笛吹市のリーダーとして、また学校のよきリーダーとし

て育ってほしいという願いを込め、県内や市内で活躍している方々を講師として招き、礼儀作

法教室や講話、フリートークなどを交えた２泊３日の宿泊研修を予定しております。 
 この研修をとおして、リーダーや人としてのあり方を身に付けた子どもたちが未来の笛吹市

の力となってくれることを期待したいと思います。 
 続きまして、第２８回国民文化祭やまなし２０１３についてにお答えいたします。 
 まずはじめに２３年度の事業計画、今後のスケジュールについてですが、国民文化祭は国民

が日ごろ行っている各種の文化・芸術活動を全国的な規模で発表、競演、交流する場として、

すでに２５回開催されている日本最大級の文化イベントです。 
 山梨県においても平成２５年に開催予定であり、笛吹市では継続事業として俳句・現代詩を、

また独自事業として笛吹鵜飼祭り、甲斐国千年の都文化財めぐり、特別展やまなしの縄文の５事

業を開催いたします。２３年度においては、７月６日に市の実行委員会を設立。２６名に委嘱

状を交付し、役員構成、会則の制定、今後の事業計画、予算について協議していただきました。

８月２６日には俳句企画委員会、３０日に現代詩企画委員会を設置し、具体的な開催要項、募

集要項の検討、県および文化庁との調整に入ります。これから本格的な準備段階ですので、１０月

から事務組織体制も整えたいと考えております。 
 また、１０月末に京都で開催される第２６回国民文化祭の視察や先進県の状況調査を行い、

事業別実施計画を策定します。 
 なお、年間を通じて広報紙に啓発記事の掲載、市ホームページへの掲載等、広報宣伝活動も

積極的に行ってまいります。 
 ２４年度には開催要項、募集要項の配布や選者の委嘱・調整、文化庁および県との調整、関

係公募作品の募集、パンフレットの作成・配布等を行い、２５年度には俳句・現代詩の公募作

品の受け付け、審査、表彰等を行います。 
 単独事業として予定している笛吹鵜飼祭り、甲斐国千年の都文化財巡り、特別展やまなしの

縄文は市内の歴史ある文化財を訪ねたり、全国的に珍しい徒歩鵜の実演、国重要文化財に指定

されている５，５９９点の縄文土器・土偶を中心とした特別展など、特色のある事業を開催す

る予定です。その間、ボランティア団体の募集・養成を行い、市民の多くが国文祭に関わりを

持てるよう、進めていきたいと考えています。 
 俳句については、現在、小中学生俳句会を開催しており、全国から３万句を超える応募があ

り、国文祭を通じて俳句のメッカであるというＰＲと子どものときから俳句に親しむよう出前

講座事業の開設等も積極的に行います。 
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 現代詩については、市民講座のメニューとして受講者の募集を行っており、市民が誰でも学

べる場として準備をしております。また、国文祭で取り上げる笛吹市出身の詩人 堀内幸枝や

小説家 深澤七郎等、笛吹市になじみのある人たちの文学コーナーを図書館に設けることも検

討しております。 
 次にプレ大会として行った９月１日・２日のＮＨＫ学園生涯学習フェスティバル、笛吹市短

歌・俳句大会の状況についてですが、北は北海道、南は長崎より短歌の投稿が２，３６８首、

俳句の投句が５，７１２句あり、大会当日も大勢の皆さまに参加をいただき市内の名所を巡り、

ミニ吟行の開催、表彰式典、講演、選評等を行い、参加者に満足していただいた大会となりま

した。 
 特に飯田蛇笏・龍太の居宅であった山盧の見学等、初秋の笛吹を訪ねていただき、雄大かつ

素朴な自然の中で短歌・俳句を愛する仲間と一緒に親しめたことを、多くの方に喜んでいただ

きました。 
 今後は国文祭やまなし２０１３に向け、市民の気運が高まるよう進めてまいりたいと思って

おります。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 前島敏彦君。 

〇２３番議員（前島敏彦君） 
 懇切丁寧な答弁、ありがとうございました。 
 まず最初に財政状況についての再質問をさせていただきますけども、先ほどの答弁の中でも

ございました。単年度でしたら黒字であったと。この黒字の根幹は各事業がなされた上での黒

字であったのか否か。市の分析と見解について。またこの黒字、どのような部分が経費の削減、

例えば人件費ですとか、入札等のこういった欄も影響しておるのか。 
 あと１点、合併特例債に関して、先ほど震災地の場合は５年伸びたということでありました

けども、１０年間の期間延長が国において議論されておるようでございます。情報収集等はど

のように分析をされているのか。こういった今後の特例債を活用した事業等も計画しておりま

すけども、このへんに影響はないのか。このへんにつきまして、質問させていただきたいと思

います。 
〇議長（小林始君） 

 成島財政課長。 
〇財政課長（成島敦志君） 

 笛政クラブの、前島議員の再質問にお答えいたします。 
 ただいま単年度黒字についての分析見解ということでございますけども、昨年１２月に国の

補正がございまして、その中で新たに追加した事業等がございます。また３月の大震災の影響

によりまして、２３年度へ繰り越した事業費でございますけども、約２９億円となっておりま

すけども、当初計画されました事業につきましては、各部局とも計画に基づきまして確実に執

行されております。子ども手当制度の導入等もありましたので、歳出総額は合併以来最高の

３１４億７千万円の決裁額になったところでございますけども、単年度収支黒字の表につきま

しては歳入面におきまして地方交付税、それから臨時財政対策債の多額な増収があったことに

なります。また歳出面におきましては職員数の減少、それから給与改定によりまして人件費が
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約２億３，７００万円減少しております。また、国民健康保険の特別会計の繰り出しのほうで

ございますけども、２１年度に比べまして大きく減少しております。繰出金全体では２億５００万

円減少したことなどが挙げられます。そのほかにも使い切り予算の廃止を徹底しているところ、

また事務費の節減等もありまして、不用額のほうが予算に対しまして１０億円生じたことなど

が黒字になった原因と分析をしております。 
 次に合併特例債に関しての期間延長のご質問でございますけども、合併特例債につきまして

は今回の大震災で被災した７２市町に限り、発行期限を５年間延長する。合併特例債延長法が

８月２４日の国会で可決・成立しております。 
 一方で震災の影響を受けて、施設建設計画、スケジュール等も見直す自治体が増えると見ら

れるということで、総務省のほうでは被災地以外の合併市町村にも期限の延長を認める方向で

検討に入っております。秋の臨時国会にも法案を提出するというような報道もされているとこ

ろでもあります。 
 特例債活用事業につきましては、大きな変更はあるのかというご質問でございますけども、

基本的には大きな変更は考えておりません。しかし、耐震化されていない公共施設の改修につ

きましては早期の事業着手を行い、今後も合併特例債の活用を図ってまいりたいと考えており

ます。 
 あと、そのほかにも合併特例期間が延長された場合につきましては、２年間延長されており

ます、ごみ処理施設の建設に合併特例債のほうが当初の計画どおり活用できることになります。 
 答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 前島敏彦君。 

〇２３番議員（前島敏彦君） 
 ありがとうございました。 
 あと税に関わることで、未収対策ということで収納率が上がったという話、また不納欠損も、

大きな不納欠損もあったという報道もありましたけども、このへんにつきましてを質問させて

いただきたいと思います。 
 収納課の職員の皆さま方、また管理職員におかれましては、夜間、また休日の特別訪問には

徴収をしていただいておりますけども、どの程度の割合で行っているか。またこういったもの

が成果として表れてきているのか。 
 あとコンビニ収納が当然、収納率上がっておるかと思いますけども、収納率に関して、今、

若い方はコンビニが多いわけでございまして、このへんで収納率がどのくらいの数字として挙

がってきているのか。このへんについてをお伺いしたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 山下総務部長。 
〇総務部長（山下真弥君） 

 前島議員の再質問にお答えいたします。 
 まず収納対策ということでございますけども、本市では県内でも悪いほうに属する収納率を

いかに引き上げていくのか、これは数年前から大きな課題でございました。そんな中、重点項

目として、まず第一に先ほど指摘もありましたが、コンビニ収納の環境を整備してまいりまし

た。コンビニ収納につきましては件数で、全体の収納件数の２３％をコンビニ収納で占めてい
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ます。その中でも特に若い人の利用率が高い結果が出ておりまして、軽自動車税につきまして

は全体の３６％がコンビニ収納で納めているという結果が出ております。今後につきましても、

コンビニ収納につきましては力を入れていきたいなというふうに考えております。 
 重点項目の２番目としましては、広報やホームページ等におきまして、収税意識の高揚を図っ

ていくところでございます。 
 また３つ目としましては、山梨県の滞納整理機構、こことの連携を密にしまして、差し押さ

え等の滞納処分の強化を図っているところでございます。 
 差し押さえの件数につきましては、２１年度が４４６件に対しまして、７４０件までに伸び

ております。それから換価、お金に換算できた数字としましては、２１年度が４，９００万円

に対しまして、２２年度は１億３００万円と２倍以上に伸びているところでございます。 
 それから先ほど議員さんも指摘がありましたとおり、管理職を中心に冬の時期に日曜日、そ

れから夜、管理職が収税課とタッグを組んで収納強化月間ということで取り組んでいる。こう

いう重点項目を取り組んだ結果、２１年度から２２年度にかけまして、全体として１．２％の

収納率の伸びという結果が出ているわけでございます。 
 今後につきましても、このような取り組みをさらに強化して、収納率の向上対策を図ってい

きたいと考えております。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 前島敏彦君。 

〇２３番議員（前島敏彦君） 
 先般の報道でもありました、不納欠損が５億円ということでございましたけども、こういう

ことで一番危惧されるのはなんら、税を払っていただいている方に、そんなこともあるなら払

わなくてもいいのかなという、危惧するところがありますけど、このへんについてもし答弁が

あればお願いしたいと思いますけども。 
〇議長（小林始君） 

 山下総務部長。 
〇総務部長（山下真弥君） 

 不納欠損につきましては、市税としまして５億４００万円ほど、それから国保としましては

１億６千万円ほど、昨年度の不納欠損がございまして、それは全協でもご説明をさせていただ

いたとおりでございます。 
 今回の不納欠損につきましては、旅館や宿泊施設等の倒産によりまして徴収しきれなかった

もの、それから倒産した会社の経営者が死亡しまして相続放棄があったもの、こういうものが

大きく伸びた原因となっております。 
 それから国保の関係では生活保護の開始、それからリストラ、自営の業績悪化等、これらの

原因で自己破産に至った、こういう経過がございます。 
 いずれにしましても不納欠損の主な原因としましては、すべての財産を充てても、なお徴収

しきれない税が生じることがあります。徹底した財産の調査を行いまして、支払いの可能な方

には厳しく、また負担額が生活実態からかけ離れたものになっているような場合には執行停止

をかけるということで、法律に基づいた対応をしっかり実施していきたいと考えております。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 
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〇議長（小林始君） 
 前島敏彦君。 

〇２３番議員（前島敏彦君） 
 マスコミ等でこうやって出ますと、中身はあんまり詳細については見なくて、そういう方も

多いわけですので、たしかに市の皆さま方には、税に対する徴収等で大変ご苦労をかけており

ますけど、再度聞かせていただきました。 
 次に入ります。 
 ２点目の災害後の諸施策についてでありますけども、先ほど答弁の中でも節電に関する市長

の答弁がございました。節電実行推進委員会を設置したとありましたが、３月１１日以来、４月

になってしたということで、そのへんの成果も出ておるのかなと思いますけども、このへんの

委員につきましては何名ぐらいで構成したのか。各支所、全部の施設にそういった委員の方が

いて、そういう対応をしていただいたのか。また被災者に対しては、できる限りのご支援も今

後もしていただきたいと思いますけども、もう１点、自主防災組織整備補助金制度ですか、今

までになく、このへんの要望等も数多く出たのかという感もするんですけども、そのへんにつ

いてもちょっと要綱等がございましたら、ご説明していただきたいと存じます。 
〇議長（小林始君） 

 山下総務部長。 
〇総務部長（山下真弥君） 

 それでは前島議員の再質問、２点ございますけども、お答えをいたします。 
 まず１点、節電対策についてでございますけども、市長答弁にもありましたとおり、いろん

な取り組みの中で大きな成果を挙げているわけでございますけども、国と東電からの指示の中

で、１５％以上の節電をというお願いがきたあとから、すぐに市としましての取り組みを部局

長会議のほうで決定をさせていただきました。その下に検討委員会、作業部会という形になり

ますけども、検討委員会を設置しまして、各部局から各課から職員、若手を中心に招集しまし

て、具体的な取り組みを検討させていただいております。具体的な方針をいかに毎日実践して

いるのかというチェックも含めて、取り組みをした結果が大きな成果につながったのかなとい

うふうに考えております。 
 それから自主防災組織の関係でございますけども、本市には自主防災組織、防災設備整備補

助金というものがございまして、各区に設置されております自主防災組織への施設整備の補助

金になっているわけでございます。現在の要綱におきましては各自主防災組織、上限２０万円

まで事業費の半額を補助するという形になっておりまして、今年度につきましては非常に多く

の応募がございました。当初予算２００万円でございましたけども、３２行政区の申し込みに

対しまして、２００万円では２１行政区分しか対応ができておりません。残りの１１行政区に

つきましては現在、この９月補正で１１０万円ほどの補正をお願いしているところでございま

すけども、これで対応していきたいと考えております。 
 それから来年度に向けて、この要綱につきましても若干、見直しを行いまして、防災マップ

等の作成の費用につきましても補助対象にできないかということで、検討をしていきたいなと

いうふうに考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 
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〇議長（小林始君） 
 前島敏彦君。 

〇２３番議員（前島敏彦君） 
 ありがとうございました。 
 今回、こんな震災のあとでございまして、ぜひこのへんの補助制度も今回、補正で出される

ということでございますけども、ぜひ前向きにやっていただきたいと思います。 
 次に３番目、観光振興に移りたいと思います。 
 先ほどいくつかの今後の事業等も計画してあると答弁がありましたが、次年度の計画とはい

つごろ準備をする計画なのか。また今回、花火大会が今までになく商工会の協力をいただく中

で、屋台等も、私の知っている限りでは大文字焼きですとか、石和温泉花火大会等々にも参加

をしていただきました。今後、次年度もそういった形でいくのか、このへんについてを質問し

たいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 豊角産業観光部長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 まず１点目の、次年度以降のイベント等の計画の時期になりますが、観光客が求める情報、

特に観光関係、いち早く情報提供をすることが来客にもつながるという認識でおります。そこ

で私ども、秋、冬はもちろんのことですが、来年の春、夏に向けたイベント情報についても観

光客が求める具体的な事業内容について、市のホームページ、掲載できない部分、例えば宿泊、

食べ物、あるいはショッピング、イベント等も含めてになりますが、こういった細かい情報に

ついて、市の観光物産連盟のホームページで紹介したいと思っております。これについても現

在、作成中ではありますが、こういったものを見ていただくことにより、今の情報化が進んだ

現在、より詳しい観光情報を観光客に提供することにより、多くのお客さまに集まっていただ

けるように、寄与ができるものと考えております。 
 ２点目でありますが、花火大会に伴います出店の関係になります。 
 今年度については、非常に天候が不安視された中でありますが、非常によい反響を得ており

ます。花火ももちろんですが、やはりイベントの華として出店等も当然ながらあろうと思いま

す。今回、答弁にあったように１５０のブースを出店する中で、今現在、各出店者に対してア

ンケートを執り行っております。まだ完全な集計が出ておりませんが、来年度以降についても、

反響のよいことから継続してまいりたいと考えております。 
 これについては、警察からの要請もありました。また警察からは、笛吹市の特に花火大会の

イベントが、県内における祭りのイベントのモデルとなるというようなお言葉もいただいてお

ります。そういったことで本来の姿である地元市民の手作りのイベント、これについては笛吹

市内の夏祭りも含めて、すべての祭りを含めて来年度以降は継続してまいりたい、こんなふう

に考えております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 前島敏彦君。 

〇２３番議員（前島敏彦君） 
 ただいまの答弁の中でもございましたけども、市民の手作りのというような前向きな答弁を
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いただきましたけども、ぜひこのへんも進めていただきたいと思います。 
 また先ほどのいつごろということで聞いたわけでございます。早いうちにということでござ

いますけども、今の旅行者というのは大体、もう半年ぐらい前にはでき上がっていなければ間

に合わないというのが実態でございます。早いところによりますと、もう１年も前にいろいろ

そういう企画はやってもらわなければ困るよということでございますので、ぜひ早いうちに来

年の春の祭りに関しては年内の早い時点でいろんなチラシ、またそういうものをアピールして

いただきたいと思います。 
 次に入らせていただきますけども、教育はあとにして、本市の介護保険についてであります

けども、本市の介護保険の基準額は月額にしますと４，５８２円で、県内の平均よりもちょっ

と高いと聞いております。介護保険料は国、県、市が負担しておりますし、公費分と合わせ介

護保険料の運営財源としては大変重要なものとなっております。この保険料の収納状況によっ

ては財源の確保に影響が出てくるものと思いますが、介護保険料の収納状況と未納対策につい

てをお伺いしたいと思いますけども、また待機者が５００人を超えている現状の中で、本年も

２地区、御坂と一宮に地域密着型小規模特養が２９カ所ですか、整備していただきました。こ

ういった中で、１つの施設を造ることによって、介護保険料も多少上がるのかなという感もし

ますけども、このへんで１つの施設を造ることによってどのくらい上がるのか、ちょっとこの

へんをお聞かせいただきたいと思いますけども。 
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） 

 笛政クラブ、前島議員の再質問にお答えをさせていただきます。 
 介護保険料の収納状況と未納対策についてでございますが、これまでの過去３年間の収納状

況を申し上げますと、平成２０年度と２１年度はともに９７．７％でございました。そして昨

年、平成２２年度が９７．９％となっております。２２年度がそれまでより、わずかではござ

いますが、０．２％ほど増収というふうな形になっております。これは現在も行っております

事業、第４期の事業の計画の中では収納率の見込みが９７．８５％となっておりますので、ほ

ぼ計画に沿った収納率になっているかなというふうな捉え方をさせていただいております。 
 ただ、その一方では昨年、２２年度の決算で現年度分の調定額８億６，８００万円に対しま

して、およそ１，８００万円の未納額がございました。この未納者の多くは、年金の受給額が

１８万円以下の、年金から天引きではない普通徴収の方々となっております。その未納者に対

しましては、介護保険のサービス利用につきましては１割負担のところを１割から３割に引き

上げられるというふうな説明もさせていただく中で、生活の状況によりましては分割や納入等

の指導を行う中で、保険料の徴収に向けた対応を、年間を通じて行わせていただいております。 
 本年度も前年度の収納率を上回るようにということで、保険料の未納者に対しましては職員

が定期的な周知と個別訪問を実施させていただいておりまして、年度もこれから後半に向けま

して、なお一層の収納率向上に向けての努力をさせていただきたいというふうに考えていると

ころでございます。 
 それから小規模特養の施設整備の保険料への影響はという質問でございますが、今回、小規

模特養に施設整備を進めているところでございますが、平成２２年度の実績から推計しますと、

被保険者１人当たりの月額が、これにつきましては８１円程度、増額するというふうなことが
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予測されております。 
 ただ、小規模特養の整備に伴いまして、これまでの例でございますと、その特養施設にショー

トステイと、それからデイサービスの事業が併設されるというようなものが通常的な傾向にご

ざいます。仮に利用定員をそれぞれショートステイが１０名、デイサービスが１５名ほどの想

定をさせていただきますと、被保険者の１人当たりの月額の保険料は、これに１４円くらいは

上乗せがされるということで、合わせまして１人当たり１０９円程度の保険料の増額が見られ

るというふうなことが予測されます。本年度、４，５８２円に対しましては、この金額ですと

２．４％程度の増額というようなことになってまいります。 
 本年度計画しておりますのは２施設ということになりますので、当然、この金額の２倍程度

が施設の建築によって影響してくるというふうに考えているところでございます。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 前島敏彦君。 

〇２３番議員（前島敏彦君） 
 市の福祉に対する思いといいましょうか、２施設、本当はなんか１施設しか造らない予定が

あったようでございますけども、ありがたいことに一宮と御坂に造っていただいているという

現状でございまして、今後も整備していくということでございます。ぜひ前向きに進んでいた

だきたいと思います。 
 次に７番目の一宮の福祉センターについて、教育委員会はあとにいたしまして、福祉センター

の件について質問させていただきます。 
 先の答弁の中で、今後どうするのかということで、検討委員会を立ち上げてというような答

弁がありました。この委員については、どのような人選でいくのか。そのへんをちょっとお伺

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） 

 一宮福祉センターの今後の対応につきましては、検討委員会を設置して、これから年度内に

は結論を出していきたいということで考えているわけでございますが、委員につきましては関

係する市の部局の担当と、それから関係する機関・団体等ということで、先ほど市長も答弁さ

せていただきましたが、答弁していなかった部分で申し上げますと、当然、この１番の所管は

私ども保健福祉部の関係になりますので、福祉総務課、児童課、それから一宮の住民課が施設

の管理を横でやっておりますので、一宮の住民課。さらに施設の中に入っております社会福祉

協議会の担当者、それからあと先ほど市長も答弁でさせていただいたように、一宮の末木区の

公民館と併設させていただいておりますので、末木の、できれば区長さんに入っていただくと

いうことを考えております。そして一宮の地域審議会の代表の方というようなことで、まずは

その前段階としまして、市の中で関係部署で寄りまして検討を重ねた上で、そういった関係の

委員さんに、今の状況をご説明する中で協議を進めていきたいということで、現況では今、福

祉センターの利用をされている利用状況の調査を行っているのと、それからこれから建物を補

強する場合は、どのくらい費用がかかるのか。また極端な話ですと、もしこのまま使用するの

に費用が掛かりすぎるということで解体するということになりますと、どのくらいかかるのか
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というふうな、双方の費用試算も行っておりますので、それらの資料が整ったところで委員会

の検討に入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） 
 前島敏彦君。 

〇２３番議員（前島敏彦君） 
 今、現状、利用している方が８，４００人くらいですかね。年間にしますと数多くの方が利

用しているということで、先ほども質問させていただきましたけども、委員においては利用者

の方の意見もいろいろお聞きしながら幅広くやっていただきたいと思いますし、ここは、前、

末木区の公民館と、そしてあそこの第三投票所にもなっておると思うんですけども、こういっ

た状況の中で、やはり一番の望みは耐震、市長も先ほど答弁の中で耐震には積極的にというお

話もございましたので、ぜひそういった方向でいっていただければと思いますけども、ただ、

検討委員会を立ち上げてということでございます。ぜひ利用者の皆さんを入れた中で、いろん

な意見をお聞きしながら進めていただきたいと思います。 
 時間があれですから、そしてまた、その中には福祉作業所、福祉の施設として春日居、八代、

一宮という中におきまして、成人の子どもだと思いますけども、こちらにほうにも作業所で一

宮夢の風船というような、一宮８名、八代が１０名、春日居が１３名ですか、こういった方々

も遠くなると、なかなか行けないよという方がいらっしゃいますので、ぜひそういった声もお

聞きしながら進めていただきたいと思います。 
 では、次に教育のほうで質問させていただきますけども、４番目の先ほどの教育ビジョンの

中で、次世代のリーダー育成事業について、ちょっとご説明がございましたけども、このへん

の具体的な内容についてと、もう１点、国民文化祭について。私も前に質問させていただきま

したけども、準備が着々と進んでいると思います。前の山日にもございましたけども、国文祭

のイメージソングがここで決定したりということで、県のほうでも進んでおりますけども、市

としての国文祭、この本市におきましては俳句・現代史の分科会ともども成功に導けるよう、

一層の取り組みをお願いしたいわけでございますけども、また先般の９月１日・２日にＮＨＫ

の生涯フェスティバルの一環として開催をされましたＮＨＫ学園俳句・短歌の全国大会が、あ

のときはたしか台風１２号の接近により大雨であったわけでございますけども、これにもかか

わらず全国から多くの俳句の愛好者が集まりまして、盛大に行われたという話も聞いておりま

すけども、俳句の里笛吹市が大いにアピールできるのではないかと。この大会には、飯田龍太

先生がＮＨＫの生涯学習講座の役員と申しましょうか、俳句講座に携わっていて、今年がちょ

うど３０年ということで、節目の年ということでＮＨＫさんがこちらの市で開催できたという

ことでございます。 
 全国でも群馬の伊香保ですとか、岐阜の郡上八幡でも毎年やっておりまして、この大会が大

きな大会であるということは熟知しておるわけでございますけども、今回の大会を一過性のも

のとは考えずに今回を機会に笛吹市でも継続して、小中学生俳句大会ともども、全国に俳句の

里笛吹市をアピールしていくのがよろしいかと思いますけども、この点についてをお伺いした

いと思います。 
〇議長（小林始君） 

 仲澤教育部長。 
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〇教育部長（仲澤和朗君） 
 笛政クラブの、前島敏彦議員の再質問にお答えいたします。 
 まずはじめに、次世代のリーダー育成事業の内容についてということでございますけども、

この事業につきましては、今年度より始める事業でございます。今年度より始めまして、大変

期待をしている事業でございますけども、先ほど答弁の中にもありましたように、市内の中学

２年生を対象に２０名をお願いしまして、研修を計画しております。笛吹市を離れまして、環

境を変えた中で２泊３日という宿泊研修を行う予定でございます。 
 研修の内容につきましては、まずはじめに市長の講話から始まりまして、マナー講習会。そ

れから体験活動などを大きな内容としております。そのほかにも市内や市外の実践的に活躍し

ている皆さんをお招きいたしまして、そしてこれからのリーダーに必要とされる心構えはとい

うようなもの。また人生についてというものにつきましては、体験的なお話をしていただきた

いと考えております。さらには座談会方式をもちまして、子どもたちが講師の皆さんともども

に触れ合いながら身近で質問をしたり、されたりというような中の研修も含まれております。 
 ３日間でございますけども、１０名の講師をお願いいたしまして、９つの講座を開催する予

定でございます。時期につきましては１月、寒い時期でございますけども、１月の上旬に実施

市をしたいと考えております。子どもたちにとりましては、３日間という大変かもしれません

けども、私どもにとりましては、これからの笛吹市を担う子どもたちがいい経験をもちまして、

そして大きな力になるような研修になるということを期待しているところでございます。 
 次に、ＮＨＫ学園の俳句・短歌大会の状況につきましてということでございます。 
 先ほど議員のおっしゃるとおり９月１日・２日、台風の影響もございましたけども、無事に

開催をさせていただきました。ちょっと質問の中でもございましたけども、このＮＨＫ学園の

短歌・俳句大会につきましては、笛吹市の出身であります飯田龍太先生がまず始められたと。

お話をもって始められて、今年で３０回目というようなことが開会のあいさつの、ＮＨＫの学

園長のあいさつの中にございました。石川県の七尾市におきましては和倉温泉大会として、ま

た岐阜県の郡上市では毎年開催いたしまして、庁舎を提供していると。定着しつつある大会で、

開催しております。さらには群馬県の伊香保大会では、平成１３年に国民文化祭を開会いたし

ました。それを契機にいたしまして、伊香保でございますが、温泉地を全国にアピールしよう

というようなことで、その国民文化祭を契機にいたしまして、このＮＨＫ学園の短歌・俳句大

会を毎年開催し、定着しております。 
 教育委員会といたしましても、今回、日本を代表する俳壇の巨匠 飯田蛇笏・龍太先生の出

身地でございます。初めて開催させていただきました。北海道から、また長崎から、それから

岡山から当日、出席していただきまして、大変有意義な大会であったと自負しております。こ

れからも私ども笛吹市の温泉と果実のまち、全国にアピールするために、また交流を求めるた

めに、これからＮＨＫのほうとも連携をもちながら前向きに検討したい考えでございます。 
 ただし、ＮＨＫのほうとも開催年度につきましては、それぞれ計画があるようでございます。

これからよく協議をさせていただきまして、検討をさせていただきたいと思います。 
 以上で、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 前島敏彦君。 
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〇２３番議員（前島敏彦君） 
 今回の国文祭も大きなイベントでございますし、その県に匹敵するくらいの人口があるとい

うようなことも聞いております。ぜひとも県と連携をとりながら、笛吹市の大いにアピールに

なればと思います。 
 大変、懇切丁寧なご答弁をいただきまして、ありがとうございました。 
 以上で、質問を終了させていただきます。ありがとうございました。 

〇議長（小林始君） 
 以上で、笛政クラブの代表質問を終わります。 
 暫時休憩いたします。 
 開会は１時３０分。 

休憩  午前１１時４８分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 １時２５分 
〇議長（小林始君） 

 再開いたします。 
 正鵠会の代表質問を行います。 
 中村正彦君。 

〇５番議員（中村正彦君） 
 議長の許可をいただきましたので、正鵠会を代表いたしまして質問させていただきます。 
 ３月１１日のあの悪夢のような震災から、早いもので半年余りが経過いたしました。まだま

だ復興には遠く及ばず原発問題も収束には至らず、多くの問題が残されております。同じ国民

として心を痛みつつ、絆という文字に願いを込め、一丸となって復興に向け協力をしたいと思

います。 
 そんな中でわが笛吹市も被災者の受け入れ事業を積極的に展開し、市民の皆さまの賛同をい

ただき、被災者の皆さまにひと時の癒しの時間を味わっていただけたと思います。また被災者

の皆さまに喜んでいただいた笑顔に、反対に私たちが元気をいただきました。 
 また今年の夏は猛暑、酷暑で日本一の桃とぶどうの郷笛吹の農家の皆さまも大変な年だった

と思います。そんな中で荻野市長もトップセールスとして国内外に積極的に出向き、笛吹ブラ

ンドのより一層のＰＲ、販売に尽力していただいたことは、高く評価がいただけるものだと思

います。今後も果実、観光のＰＲには、なお一層の努力をお願いしたいと思います。 
 また国のほうでは新内閣が発足し、新総理のもとスタートを切りました。国政には山ほどの

難題が残されています。東北の復興、原発、経済情勢、財政状況、雇用不安、社会保障などい

くつもの問題をぶれることなく、われわれ国民に信頼される国政を円滑に推し進めてほしいと

思います。 
 本市としても総合計画に基づき、各種施策を展開し、市民の安心・安全、住みやすいまちづ

くりに向けて努力されているところでありますが、以下、次の点についてお伺いをいたします。 
 ２２年度決算についての財政状況と２３年度決算施策編成の取り組みについて、伺います。 
 ２２年度決算においては歳入３５５億円、歳出３１４億円と単年度収支で２１億円余りの黒

字を計上することができたと伺っております。総合計画に基づく枠配分予算が浸透し、行政改

革、財政基盤の安定に努めた結果であり、評価できるものと考えます。 
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 昨年度２１年度決算においては、財政健全化を示す４つの指標、実質赤字比率、連結実質赤

字比率、実質公債費比率、将来負担比率、すべての指標が健全の基準内であるとの評価が出て

おりますが、そこで２２年度決算につきまして、本市の財政状況はいかほどかをお伺いいたし

ます。 
 また２３年度においても、マニフェストに基づき計画されました市の事業がその達成に向け、

各部、各担当において鋭意努力していることと推測されます。一般会計における歳出に目を向

けてみますと、３０数％を占める民生費の中で子どもすこやか医療費助成事業保育所の建設な

どの新規事業、さらには土木費における道路整備をはじめとする公共事業、ほかに教育分野へ

の取り組みなどの施策を確実に実施していく中、今年の３月に発生しました東日本大震災や最

近の円高等による経済の混乱により、市税等の歳入の落ち込みが確実に予想されております。 
 このような社会情勢の緊張が続く中、本市の２３年度決算見込みについては、どのような予

想をされているのか。また２４年度予算編成に向けた重要施策について、お伺いをいたします。 
 次に八千蔵・高家地域開発について伺います。 
 この地域の５．５ヘクタールの土地の有効活用が４市の合意ができ、産業廃棄物用ストック

ヤードとして整備する方向性が、先日の全員協議会等で説明がありました。この地域の開発で

は４市の歩調が合わず、二転三転して今日に至っております。 
 境川のごみ処理場との並行で進めるという話でしたが、この地域の問題は取り残された格好

となっていました。私は行政責任の中で早い結論を出さなければいけない問題だと思っており

ます。そのためには基本計画・基本設計を十分に考慮し、地元への説明、市民への理解を示し

ていただき、先に進まないといけないと思っております。 
 今後、諸問題が生じてくるとは思いますが、事業主体はどこで行うのか。また今後のスケジュー

ルはどのようになっているのかをお伺いいたします。 
 次に多機能アリーナ建設について、お伺いいたします。 
 われわれ正鵠会では多機能アリーナ建設は、本市の将来を展望する中で必要な施設であり、

今後のまちづくりの拠点となる施設であると考えております。会としてもほかの市のアリーナ、

ホール等を見学に行き、市民、行政の話を聞き、勉強会も重ね、改めて必要性を痛感しており

ます。現在、基本設計も進み、建設委員会等も開催していると思いますが、改めて今後のスケ

ジュール、進捗状況等を伺いたいと思います。 
 次に山梨県消防広域化推進協議会の現状と消防団の再編について、お伺いをいたします。 
 県では平成２０年５月に消防広域化推進計画を策定し、平成２５年度には県下統一消防署と

してスタートさせる計画を打ち立てましたが、先日の新聞等で暗礁に乗り上げたというような

報道が掲載されました。 
 今日まで推進協議会、幹事会また２７市町村、１０消防署本部のすり合わせが行われてきま

したが、充足率、財政面、いくつかの問題点の中で不調のようでした。合併協の進行状況は。

また今後の笛吹市消防署の考え方はどのような考え方なのか、お尋ねいたします。 
 また現在、市でも笛吹消防団の再編に取り組まれているわけですが、あの３月１１日の震災

でも、現地では地元の消防団の活躍が改めてクローズアップされました。再編でスリム化し、

効率よくするという目的も十分理解できますが、市民の安心・安全という観念からも慎重に取

り組んでいただきたいと思います。そこで、現在の再編についての進捗状況をお聞きしたいと

思います。 
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 以上、質問とさせていただきます。 
〇議長（小林始君） 

 当局の答弁を求めます。 
 市長、荻野正直君。 

〇市長（荻野正直君） 
 正鵠会、中村正彦議員の代表質問にお答えいたします。 
 はじめに、２２年度決算についての財政状況と２３年度決算見込み、施策編成の取り組みに

ついてでございます。 
 平成２２年度決算につきましては実質収支が１３億９，３００万円、実質単年度収支が７億

８，４００万円と、それぞれ大幅な黒字決算となりました。この主な要因は地方交付税と、そ

の身替り措置とされる臨時財政対策債の大幅な増額にあります。双方を合わせると、２１年度

決算額より実に１８億６，３００万円増加したところであります。また、自治体の財政構造の

弾力性を判断する指標である経常収支比率は前年度を８．８％下回る７５．６％となり、通年

と比較しても、ゆとりのある財政経営を行った１年であったと考えられるところであります。 
 次に２３年度の決算見込みでありますが、４月より５カ月を経過した現時点で決算を見込む

のは大変困難と言わざるを得ません。しかしながら、前年度剰余金が約１４億円余り繰り越さ

れていることから、今後、各種事業費の増額補正も考えられますが、２３年度においても黒字

決算が見込めるものではないかと考えております。また予算編成につきましては、２３年度分

から行政経営システムと連動した施策別枠配分予算による予算編成を行っております。 
 この方式につきましては、最小の経費で最大の効果を発揮させるため、施策マネジメントシー

トをもとに事業の必要性・効率性や効果など、多面的に事業の成果向上やコストの位置づけを

検討する方式であります。この検討結果をもとに、集中的に取り組む重点施策や施策の優先順

位づけを明確化した上で、次年度の経営方針を決定いたします。 
 平成２４年度の予算編成につきましても、施策の方向性を十分踏まえた経営方針をもとに施

策別枠配分予算による予算編成を行ってまいります。 
 次に、八千蔵・高家地域開発について伺うにお答えいたします。 
 まず、事業主体はどこで行うのかであります。 
 平成１８年に県のごみ処理広域化計画に基づき、ごみ処理施設建設候補地が境川町上寺尾地

区に決定いたしました。これにより、甲府市および笛吹市において、従前にごみ処理施設の建

設候補地であった、この八千蔵・高家地域につきましては山梨市および甲州市を含めた４市に

よる協議会を設置し、新たな開発を検討していくことといたしました。 
 その後、設置いたしました八千蔵地域等対策協議会で活用策につきまして検討を進める中、

平成２１年にはバイオマスの堆肥化施設を中心とした利活用の構想もありましたが、生ごみ分

別収集の問題やバイオマス処理計画の違いにより、４市共通利用施設としては難しいことが確

認され、改めて４市で共通利用できる活用方法を検討してまいりました。 
 平成２２年以降、検討してまいりました、いくつかの活用策の中で災害廃棄物ストックヤー

ドの整備という案が４市で共通利用できる施設として適していると意見がまとまり、２３年７月

の協議会において４市の市長の間で正式に合意がされました。 
 災害廃棄物ストックヤードを整備するにあたり、事業主体としてはこの４市で組織する一部

事務組合がまず考えられるわけですが、ご承知のとおり現在、同じ構成の一部事務組合として
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甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合があります。この組合とは別に一部事務組合を設立する

ことは非効率的でありますので、事業主体はこの甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合が最適

であると考え、４市の市長による八千蔵地域等対策協議会で提案させていただく考えでありま

す。 
 次にスケジュールについてですが、現在は、災害廃棄物ストックヤードはどのような構造を

持つ必要があるのか。また平常時にはどのような活用方法が考えられるのか、調査・検討をは

じめたところであります。また、併せて補助金など財政面での支援についても国や県の情報を

収集するとともに働きかけもしてまいります。 
 今後は地形調査等も進め、ストックヤード整備事業の概略計画ができ上がったところで、地

域住民の皆さまに具体的な内容をお示しし、同意をいただきたいと考えております。 
 この地域の開発については、これまでもご説明してきたとおり、当該地域等で構成する八千

蔵・高家地域開発検討委員会に当該用地を取得することおよび、境川のごみ処理施設と並行し

て推進することを約束しておりますので、平成２４年度の前半には関係者の同意をいただき、

その上で新たな事業主体に処理を引き継ぎ、設計施工、用地買収などを実施していきたいと考

えております。 
 続きまして、多機能アリーナについてお答えいたします。 
 まず現在の進捗状況でありますが、基本設計につきましては、本年１０月の完成に向け検討

を重ねております。検討にあたっては利用者視点でご意見をいただくワークショップや市体育

協会などの意見を伺う中で、建設委員会でご議論いただいております。 
 なお、現段階の設計内容を９月の広報ふえふきで中間報告いたしましたが、よりよい施設を

目指し検討を重ねておりますので、基本設計が完成いたします１１月を目安に市民ミーティン

グを開催し、改めて市民の皆さまにお示しし、ご理解を得たいと考えております。その後、実

施設計の予算につきまして、１２月の定例会に上程する予定でありますので、よろしくご理解

をお願い申し上げます。 
 建設予定地につきましては、従前よりご説明申し上げておりますとおり、御坂町成田地内の

県立博物館西側を考えております。 
 具体的には、予定地内で営業いたしております企業の代替え地の場所について、企業・権利

者の了解のもと確定する中で、アリーナ建設事業としてのエリアを約４ヘクタールとし、外構

等の設計を進めております。 
 今後、エリア周辺の皆さまを含め、関係者の方々に再度ご説明申し上げる中で、１０月に調

査測量業務等を実施していく予定であります。さらに基本設計の策定と並行して、管理運営に

関します計画を策定中であり、この計画につきましてもワークショップのご意見をいただく中、

建設委員会でご協議をお願いしてまいります。また建設の経緯や施設のコンセプト、基本設計、

管理運営の考えなどをまとめた基本計画につきましても、現在とりまとめ中であります。今後、

基本設計と併せ、皆さまにお示ししてまいります。 
 次にスケジュールについてでありますが、事業の全体スケジュールにつきましては、合併特

例債の発行期限の年度であります平成２６年度完成を目指して取り組んでおります。多機能ア

リーナは、本市の主要な避難所や復興拠点としても計画しておりますので、国の動向を注視し、

スケジュールにつきましても臨機応変な対応で臨みたいと考えております。 
 いずれにいたしましても多機能アリーナは本市の人づくり、健康づくり、交流づくりの拠点
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としてばかりでなく、災害時の拠点施設としても欠かせない施設であります。今後も次世代を

担う子どもたちのためによりよい施設となるよう建設委員会をはじめ、多くの市民の皆さまの

声をお聞きする中で事業を推進してまいります。 
 続きまして、山梨県消防広域化推進協議会の現状と消防団の再編についての質問にお答えい

たします。 
 まずはじめに推進協の進行状況についてでございますが、平成２１年１０月に山梨県消防広

域化推進協議会が設置されて以来、これまでに５回の協議会が開催されてきました。その間、

１０消防本部の消防長と２７市町村担当課長で構成される幹事会では現在までに１５回行われ、

広域消防運営計画の指針となる消防広域化将来構想の策定に向け、精力的に協議を重ねてまい

りました。消防広域化将来構想策定にあたり、基本的な協議項目は多岐に及んでおりますが、

８月の協議会では幹事会から広域化の重要な課題となる職員の充足率、給与体系について、財

政的なシミュレーションを含めた報告がありました。 
 しかしながら、報告内容につきましては、幹事会で調整されたものではなく、現状想定され

る経費負担の最大値と現在の消防本部の試算額の比較報告に留まったものでありました。職員

の充足率につきましては、県内最高値の甲府地区消防本部の７２％に平準化し、かつ１０消防

本部の給与表を統一することで、一部の市町村を除き、消防を管轄する市町村に今まで以上の

財政負担を伴う結果でありました。 
 また以前から、本市は県の広域化への強力な参画を提案してまいりましたが、協議会では県

はより責任を持って協議を主導すべきとの提案も出されるなど、８月の協議会では消防の広域

化への合意は得られず、協議会の進め方を再検討することとなりました。 
 次に笛吹市消防本部の考え方はについて、お答えいたします。 
 ３月に発生いたしました東日本大震災では、マスコミを通じて緊急消防援助隊員の活動が詳

細に報じられました。全国から集まった消防隊員が被災された住民を救出していく光景は非常

に頼もしく、また崇高な光景だったと記憶いたしております。 
 ここで大事なことは受援態勢であります。大規模災害がこの地に起きたとき、全国からの支

援をいかに効率よく災害現場に導くことができるかであります。このことからも受援態勢を高

めていくためには、財政負担の軽減を図りながら、広域化のスケールメリットを生かし消防力

が向上できるなら、県内１消防本部として組織がまとまることが望ましいとの基本的な考えを

持っております。 
 また、県内１０消防本部は、その財政規模や職員数さらには地域の実情が異なる中で、効率

的な消防態勢を構築してきたわけですから、消防広域化にあたっては、単に消防職員の充足率

を平準化させることに捉われるのではなく、消防団との連携や施設・装備の充実度など、地域

特性を考慮した総合的な消防力で判断することが重要と考えております。そして、以前から主

張してきました県の広域化への積極的な参画も引き続き働きかけていきたいと考えます。たと

え時間を費やすことになっても、総合的な消防力を充実させるよう協議会では十分に意向を伝

え協議を尽くしたいと考えております。 
 次に今後の予定についてでありますが、８月に開催されました第５回山梨県消防広域化推進

協議会では、今後の方策や会議の予定などは具体的には示されてはおりませんが、本協議会は

このまま継続協議となっておりますので、引き続き協議会、幹事会等におきまして、笛吹市民

にとっての最良の消防サービスを目指して協議を尽くしてまいります。 
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 次に、消防団の再編についてでございます。 
 本市消防団におきましては、地域に合った効果的な消防団の組織体制づくりを進めておりま

す。平成１９年度の御坂分団第１８部、１９部の統合を皮切りに、これまでに御坂分団が１カ

所、一宮分団は３カ所、境川分団は１カ所が統合となり、現在７分団９０部の体制となってお

ります。消火活動をはじめ、いろいろな災害対応においても効果的な消防団活動が進められる

よう、これらの体制づくりと併せて消防車輌、詰所施設の整備等を行っております。 
 今後も行政区と消防団とも協議を進め、笛吹市に適した消防団組織をつくり、市民の安心・

安全のための消防団の向上に努めてまいります。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 再質問を行います。 
 中村正彦君。 

〇５番議員（中村正彦君） 
 ご丁寧な回答をありがとうございました。 
 再質問ですが、八千蔵・高家地区の開発について、ちょっと伺いたいと思います。 
 ４市の市長の合意ができて、ストックヤードという話が浮上した現段階で、市民の皆さまの

中には東北のガレキを運んでくるというような、間違った解釈をしている市民もいらっしゃい

ます。今後、基本計画・基本設計をしっかり進めるにあたり、市民への説明は十分に果たして

いただきたいと思います。 
 その中で、まだスタートラインについたということですが、平常時の使い方が大きな問題だ

と思います。私、個人的に考えて空き地にしておいてももったいないと思いますので、公園と

かグラウンド等とかが考えられますが、そのへんのお考えはあるのか、お伺いをいたします。

また、この事業費はどのくらいの予想をしているのか、見通しがあったらお聞かせを願いたい

と思います。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、池田経営政策部長。 
〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 中村議員の再質問にお答えいたします。 
 最初にご質問の中にありました、東北のガレキ等を持ち込むという誤った解釈ということで

ございますけども、本市ならびにこの協議会で考えておりますのは、あくまでも４市の災害時

のガレキ処理ということであります。そのような説明をしっかりしてまいりたいと考えており

ます。 
 それから平常時の使い方でございますけども、具体的にはこれから概略計画を策定していき

たいと考えております。その中で平常時の使い方につきましても検討してまいります。いずれ

にしてもこれからの協議になりますけども、私どもといたしましては、できる限り地域の振興

に役立つような使い方ができればということを考えておりますので、笛吹市としての提案をし

てまいりたいというふうに思います。 
 それから大体、概算事業費がどのくらいかというお話でございますけども、これからのお話

しになりますが、現段階では数字的な回答はできないということでご理解をいただきたいと思

います。 



 ６１ 

 以上です。 
〇議長（小林始君） 

 中村正彦君。 
〇５番議員（中村正彦君） 

 この八千蔵・高家の開発の、この地域について、まず今、答弁がありましたが、この地域の

方々に本当に地域以外、また笛吹市にとってもプラスになるものを十分に考慮していただきた

いと思います。 
 また続いて、消防署、消防団に関わる質問をさせていただきます。 
 ３月１１日の東日本大震災には、緊急に笛吹消防署でも発災後、署員、機器資材等を被災地

に敏速に派遣したわけですが、今、市長も申されていたとおり、受援体制の大切さというのは

十分、分かります。ですが今後もこのような緊急事態も想定されます。そのようなときに笛吹

市内の安心・安全は十分確保できるのか、そのへんを伺いたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 中込消防長。 
〇消防長（中込富美雄君） 

 正鵠会、中村正彦議員の再質問、消防、緊急援助隊が出動後、市内の備えは大丈夫かについ

てお答えいたします。 
 消防本部では未曾有の東日本大震災に対しまして、４４名の職員を派遣いたしました。派遣

部隊の活動日数につきましては、移動日も含めまして５日間とされ、交代部隊とは現場で交代

することとなりました。一時的には、被災地に１６名の職員が滞在することとなりました。 
 この派遣部隊の選出につきましては、あらかじめ隊編成を行い、計画的に実施しております。

隊員につきましては階級や救命士の資格、さらには勤務場所などを考慮しつつ、本市の防災を

考えた上での人選を行ってまいりました。 
 全職員の２割近い職員が出動していることから、この間、休みの職員を含めまして全職員で

勤務体制を再検討いたしまして、日勤業務の本部・本署職員も含め、２４時間勤務にあたらせ

ております。 
 このような中で、火災や風水害への対応につきましては、地域の消防団との連帯が必要不可

欠なため、笛吹消防となってから延べ１１回合同訓練を実施し、意思の疎通や連帯感の熟成に

努めているところであります。また消防団におかれましても、災害マニュアルを作成するなど、

消防本部との連携した活動に取り組んでいただいております。 
 緊急援助隊が出動であっても、このように各種災害への対応につきましては、訓練や準備を

十分行っているため、安心していただけると思います。 
 しかし、救急事案につきましては専門的な業務のため、消防職員での対応となり、消防団員

との連携については現在、考えてはおりません。それは救急救命士などの資格や年間を通じた

病院実習等の訓練を必要とする業務が救急業務であるからであります。火災や救急事案が重なっ

たときは休みの職員を招集したり、応援協定を結んでおります東山梨消防本部、富士五湖消防

本部などに応援出動をお願いして、市民の皆さまの安全・安心は確保していけるものと自負し

ておりますが、今後、出動事案の重なりの増加や大規模化する災害に対して、緊急援助隊の派

遣が長期化することも想定される今、現場を預かる消防長といたしましては、限りある人員で

の市民への安全・安心の確保、さらには職員の健康管理を考察すると、財政的に許されるのな
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ら職員の充足率を高めていくことも考えていかなければならない時期にきているのかと思って

おります。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 中村正彦君。 

〇５番議員（中村正彦君） 
 ありがとうございました。今、消防長のほうから回答をいただいたわけですが、消防署、団

の任務は本当に市民の皆さまに安心・安全を提供するという中で、署また団が連携した中で、

十分、連結をとりながら市民の皆さまが安心できる生活が送れるように、ぜひ頑張っていただ

きたいと思います。 
 最後になりますが、今、国も大変な状況です。そんな中で笛吹市も行政、市民、われわれ議

員もオンリーワン都市笛吹の構築を目指して頑張っております。荻野市長にもリーダーシップ

を十分発揮していただき、未来に向けて日本一のまちづくりに向けて、ぜひ政策を通じて頑張っ

ていただきたいと思います。 
 以上で、質問を終わらせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 以上で、正鵠会の代表質問を終わります。 
 続いて、公明党の代表質問を行います。 
 中川秀哉君。 

〇１９番議員（中川秀哉君） 
 ただいま議長の許可をいただき、通告に従いまして、これより公明党を代表して質問をさせ

ていただきます。 
 はじめに３月１１日の東日本大震災より、もうすぐ半年を迎えるわけでございますが、この

震災を教訓とした諸施策や復興に向けました取り組みが、全国の自治体で行われているところ

でもございます。 
 一日も早い被災地の復興を願いながら、以下、質問に入らせていただきます。 
 さて本定例会には、東日本大震災に学ぶ笛吹市のまちづくり全般について、以下４つの質問

をさせていただきます。 
 １番目に、電力供給力減少等に対応するための学校施設の省エネルギー対策を求むでござい

ます。 
 文部科学省は、本年６月にこのたびの東日本大震災の被害を踏まえた学校施設の整備に関す

る検討会を立ち上げ、今後の学校施設の整備方策について検討を行い、７月７日に検討会とし

ての緊急提言をとりまとめ、公表されました。この緊急提言のポイントは、１番にはまず津波

対策でございます。そして２番目に、学校施設の防災機能の向上でございます。そして３つ目

に学校施設の省エネルギー対策でございます。特に今回の災害時に太陽光システムを導入した

学校施設が計画停電の影響を受けている状況から、一定の電力を確保する設備投資が必要と考

えられますが、現状と今後の取り組みについて、市当局の見解をお伺いいたします。 
 ２つ目に、営農希望者向けに積極的な就農支援と情報提供を求むでございます。 
 全国的に農業就業人口が減少して、かつ高齢化している中で、今回の震災を機に農業をやめ

てしまう事態も考えられます。一日も早い復旧・復興への取り組みが求められていることはも
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ちろんでございますが、当面、営農活動を続けたいという農業者に対しまして、そのための具

体的な情報を提供することも重要と考えられます。これまで被災者を積極的に受け入れてまい

りましたわが笛吹市といたしましても、この遊休農地を利用していただき、営農活動を続けた

いといわれる就農希望者の方々へ、この就農支援や情報提供などのサポート体制の確立が必要

と考えられますが、現状と今後の取り組みについて市当局のご見解を伺います。 
 ３つ目に、被災地復興支援キャンペーンの取り組みを求むでございます。 
 東日本大震災による被災地の復興に向け、個人のボランティアをはじめ、企業、自治体など

支援の輪が広がっております。復興への歩みを着実に進めるためにも、支援の輪を全国的に拡

大することが必要と考えます。そうした中、被災地やその周辺地域で作られた農林水産物や加

工食品を販売する催しものが開催されたり、社内食堂、また外食産業などで被災地の産物を優

先的に利用しようという取り組みが全国的に広がっております。 
 これまで、被災地支援を積極的に取り組んでまいりましたわが笛吹市から一日も早い被災地

復興と震災以来、冷え込んでおりますわが地元の地域経済の盛り返しのためにも、この情報発

信が必要と考えられますが、現状と今後の取り組みについて市当局のご見解を伺います。 
 ４つ目に、さらなる市民と協働したまちづくりを求むでございます。 
 去る平成２０年６月議会におきまして、合併当初から３年間にわたる地域要望の質問に対し

まして、厳しい財政状況の中、限られた財源ですべての要望個所に対応することは困難だが、

今後も地域と連携をとりながら緊急性などを勘案し、計画的・効率的に１つでも多くの地域要

望に応えられるよう推進していきたいとのご答弁をいただきました。これまでに市当局のご努

力に対して、大変評価するわけでございますけども、さらなる醸成を含めて本年１０月に市政

誕生７周年を迎える佳節でありますが、このさらなる市民との協働したまちづくりの醸成が必

要と考えられますが、現状と今後の取り組みについて市当局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。 
 市長、荻野正直君。 

〇市長（荻野正直君） 
 公明党、中川秀哉議員の代表質問にお答えいたします。 
 はじめに東日本大震災に学ぶ笛吹市のまちづくり全般についてのご質問のうち、電力供給力

減少等に対応するための学校施設の省エネルギー対策についてでありますが、学校の太陽光発

電設備につきましては文科省交付金と地域活性化・臨時交付金を活用し、平成２２年度に芦川

小学校を除く市内１８小中学校に整備いたしました。 
 今回の太陽光発電導入の意義は環境教育の推進、ＣＯ２

 しかしながら、東日本大震災を期に太陽光発電を導入する意義・効果について、環境面や省

エネ対策等の効果ばかりではなく、停電時の非常用電源として防災面からも期待されるように

なってまいりました。小中学校の太陽光発電設備につきましては、現状では停電時における発

電機能までは有していないため、被災時における非常用電源としては活用できない状況にあり

ます。実際に計画停電が実施された際には、学校においても電力の供給がストップしてしまい

の削減、学校の電気代節約など環境

面への配慮や学校のエコ化の推進といった効果を期待するものであり、また学校の整備を通じ

て、地域や民間の環境・省エネ意識の高まりや地域経済への波及効果、地域活性化に資すると

ころでもあります。 
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ました。 
 市内の小中学校は災害時の避難所ともなっているため、体育館などへの非常用電源の確保は

不可欠であると考えられます。非常用電源としての太陽光発電設備の活用につきましても、現

在、研究・開発が進められておりますので、その動向を注視しながら進めてまいりたいと考え

ております。 
 次に、営農希望者に向けた積極的な就農支援と情報提供を求むについてのご質問でございま

すが、農林水産省では先の東日本大震災において被災された皆さまへの農山漁村における受け

入れ支援のネットワークシステムを構築しております。これにより受け入れ地域と被災地域、

双方からの利用が可能となり、知りたい情報を迅速に把握することができ、効果的できめ細か

なマッチングが可能となりました。 
 笛吹市では空き家の受け入れ支援をネットワークを広げ、福島県、宮城県、茨城県などから

９月２日現在で５６世帯１５０人の方を受け入れております。 
 この方たちの中で現在、笛吹市での営農を希望する方はおりませんでしたが、今後、営農を

希望する方がありましたら農業委員会と連携を図り、情報提供や営農相談を行うとともに農地

の斡旋など積極的に支援を行ってまいりたいと考えております。 
 次に、被災地復興支援キャンペーンの取り組みを求むについてのご質問であります。 
 笛吹市では発災後より人道的支援として被災者の受け入れや公営住宅の提供をはじめ、被災

地住民の宿泊施設への受け入れ事業を実施し、被災者・避難者支援の取り組みを行ってまいり

ました。また、市民ボランティアや社会福祉協議会と協働して救援物資支援センターを設置し、

未曾有の大災害に対する国民的支援の一端を担うことができたと感じております。 
 さて、ご指摘の被災地の復興と地域経済の盛り返しのための情報発信につきましては、これ

からの国家的な課題ともいえると考えております。現地での経済活性化とともに、笛吹市の経

済的な活性化のためには、今後の地域間交流に向けての取り組みが不可欠であります。 
 笛吹市では、発災直後の３月下旬より福島県相馬市、南相馬市、茨城県日立市へ支援物資を

お送りしたほか、被災地への職員派遣も行っております。また、宿泊施設受け入れ事業では１，

４６０人の被災地の方々を受け入れましたが、お帰りの際には感謝の言葉とともに、また笛吹

市を訪れたいとの声も多く聞かれました。こうした縁を今後の地域間交流につなげ、被災地に

笑顔が戻るよう取り組んでまいりたいと考えております。 
 次にさらなる市民と協働したまちづくりを望むについてでありますが、市では地域やＮＰＯ、

市民ボランティア団体などが行う市民活動や、地域振興に取り組む市民活動を支援するための

事業を展開しております。 
 支援事業としては、合併特例債等をもとに造成した地域振興基金の運用益を活用した市民団

体の自発的・自主的な活動を支援する地域振興促進助成事業の実施。これから市民活動を始め

たいと考えている市民へのアドバイス、すでに活動を行っている市民のステップアップを目的

とした市民活動支援講座の開催。市民活動団体が打ち合せなどを行うためのフリースペースと

して、よっちゃばる広場の開設。自らが住む地域の課題やこれからのまちづくりについて住民

自身が考え、実際の活動に移していくきっかけづくりの場となる地域づくり講座の開催。市民

活動の周知と団体同士の交流を目的とした、市民協働フォーラムの開催支援などを行っており

ます。 
 今後も協働のまちづくりに向けて、市民活動支援事業を積極的に展開しながら、地域や市民
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活動団体の自主的・自発的な取り組みに対する支援を行い、共助の意識を高めることで、ひい

ては市全体の地域力の強化につなげてまいりたいと考えております。 
 また、ご質問にもありましたように、地区要望につきましては、毎年、各行政区の区長をと

おして、要望が上げられているところでございますが、そのうち半数近い要望についてお応え

しております。これからも各行政区と協議しながら、限られた予算の中で計画的・効率的に１つ

でも多くの地区要望に応えられるよう推進するとともに、市民と協働した新たなまちづくりの

取り組みについても工夫してまいりたいと考えております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 再質問を行います。 
 中川秀哉君。 

〇１９番議員（中川秀哉君） 
 それでは、１つずつ再質問させていただきます。 
 はじめに、１番目の電力供給力減少等に対応するための学校施設の省エネルギー対策を求め

るでございますが、今回の検討会の中で出ました、今回の震災では供給電力が大幅に減少して、

学校施設においても従前以上に省エネルギー対策を講じることが求められるため、既存施設を

含めて環境を考慮した学校施設、いわゆるエコスクールの整備を一層推進することが必要。さ

らに電力供給力減少への当面の対策として、短期間で効果が得られる方策や子どもたちなど学

校関係者、自らが改善できる方策を講じることが必要であるといわれております。 
 この観点から最新の技術を活用とされた太陽光発電や燃料電池、そしてＬＥＤ照明などの導

入が先進自治体で進んでおります。そこで１つ目は太陽光発電の付帯設備といたしまして、こ

の蓄電システムの大規模改修に対する、最大２分の１の国の補助が受けられるといわれており

ます。現在、市内１８校に設置済みの太陽光発電にこの蓄電システムを整備して、この計画停

電等に対応すべきと考えますが、市当局のご見解を伺います。 
 さらに一次避難所となる体育館には、緊急時の照明や空調など電力確保のための外部発電機

の接続が可能となる施設整備が必要と考えられます。そのため、外部からすぐにでも付けられ

るような、いわゆる機械を設置するんではなくて、電力を確保するための整備ができれば、い

つでも可能となりますので、それはできないだろうかということをお伺いします。 
〇議長（小林始君） 

 仲澤教育部長。 
〇教育部長（仲澤和朗君） 

 公明党の、中川秀哉議員の再質問にお答えいたします。 
 まずはじめに太陽光発電装置に蓄電装置は付けられるかと、こういう内容でございますけど

も、先ほど答弁でもございましたように、平成２２年度に笛吹市内１８校に太陽光発電設備を

整備させていただきました。 
 最大出力２０キロワットという太陽光発電でございますけども、これにつきましては節電の

ために付けたために、電力の使用、それから売電、このシステムは付いております。残念なが

ら、今ご質問にございました蓄電装置につきましては付いてはおりません。ですから停電時に

おける蓄電装置からの電力の出力というのはできません。お聞きするところによりますと、家

庭用の蓄電装置につきましては、ある程度の活用がされているようでございます。大型、体育
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館、学校等そういったときの蓄電装置につきましては今、各関係機関で研究がなされているよ

うでございます。私ども教育委員会といたしましても、現在、付けられた太陽光設備につきま

しては蓄電装置が付いておりませんから、そういった研究機関、研究の動向を注視して進めて

まいりたいと考えております。 
 次に体育館においての外部発電、発電機の設置ということだと思いますけども、ご指摘のと

おり学校施設、体育館が避難所として指定されております。先の震災の状況を見ますと、ある

避難所としての機能を保つためには、一定量の電力は必要になってくると思います。笛吹市に

おきましては、民間リース業者と防災協定を結ばせていただいております。必要に応じて、必

要な容量を持つ発電機の配備につきましては、そういった防災協定を結ぶ中で配備していこう

という考えでございます。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 中川秀哉君。 

〇１９番議員（中川秀哉君） 
 ありがとうございました。今、まさにこの震災に対する中で、千葉県の小学校では震災前に、

いわゆるコンデンサーを含めたコンプレッサーですか、それを含めた蓄電システムを付けて、

この計画停電に対する回避ができたという現状もありますので、ぜひまた研究・検討をお願い

したいと思います。 
 続きまして、２問目の営農希望者向けの積極的な就農支援と情報提供を求むでございますが、

東北農政局のホームページによりますと、管内の農地、農業用施設被害では東日本大震災によ

り東北６県全域にわたり、大規模かつ広域的な被害が発生。中でも宮城県の被害は突出してお

り、全県で約２兆円を超える被害額になるといわれております。その大半が津波によるもので

ございました。 
 こうした中で、先ほど答弁にもございましたが、農業委員会系の全国組織である全国農業会

議所では運営するインターネットサイト、農地情報提供システムを活用して、東日本大震災被

災農業者向けの農地情報の提供を始めたところでございます。これに向けて、まずは笛吹市の

農地情報について最新のデータを登録していただくことによりまして、全国の皆さまに笛吹市

の状況をお知らせすることができると思いますので、それについて市当局のご見解を伺います。 
 ２番目といたしまして、さらに笛吹市独自で就農支援に対する取り組み情報と、この東日本

大震災農業者向け受け入れ情報を笛吹市ホームページや広報に掲載していただいて、また全国

に発信していただきたいと考えますが、市当局のご見解を伺います。 
〇議長（小林始君） 

 豊角産業観光部長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 中川議員の再質問でありますが、営農希望者に向けた積極的な就労支援、それから情報提供

ということになるかと思います。２問、ご質問がございましたが関連がございますので、一括

して答弁といたします。 
 まず、全国の農業者会議の中で立ち上げてありますインターネットサイトになりますが、こ

れの情報提供システムについては現在、被災後になりますが、北海道と青森、静岡の３県のみ

となっております。 
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 今後になりますが、笛吹の農地情報については、答弁でも先ほどいたしておりますが、農水

省での被災者受け入れ支援の中の受け入れ情報システム、この活用を考えております。現在に

ついては空き家の住まい情報が、笛吹では掲載がされております。このほかに雇用情報、ある

いは活用できる農地、あるいは耕作放棄地の情報等の掲載もありますので、今後関係する農業

委員会等と連携を図る中で営農を希望する方がありましたら、情報提供や営農相談を行ってい

き、また農地の斡旋などについて積極的に進めてまいりたいと、こんなふうに考えております。 
 以上、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した。 
 これは本当に中長期的な面を向けて、この農業の人口の減少を防ぐためにも、また笛吹市の

果樹産業の復興のためにも必要と思われますので、ぜひ今後とも進めていただきたいと思いま

す。 
 続きまして、３問目の被災地復興支援キャンペーンの取り組みを求むでございますが、農林

水産省のホームページによりますと、「食べて支援しよう」とのキャッチフレーズのもと先進

自治体での取り組みが紹介されております。例えば山形県新庄市では、友好都市である茨城県

高萩市復興支援のために「風評被害をぶっ飛ばせ 高萩市の農産物直売市」の開催などが紹介

されております。まずは今、私たちにできることを考えた中で、被災地復興支援は食べて支援

しようとの意義を込め、市商工会やＪＡ笛吹など関係団体と協議される中で被災地物産フェア

を地元笛吹市で開催してはと考えますが、市当局のご見解を伺います。 
 さらに地元の地域経済の盛り返しを図るため、笛吹市観光物産連盟など関係機関と協議され

る中で、地元の温泉と、これから秋・冬の食材の収穫を祝うイベントの開催をする中で、全国

に元気な笛吹市を情報発信すべきと考えますが、市当局のご見解を伺います。 
〇議長（小林始君） 

 豊角産業観光部長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 復興支援のキャンペーンの取り組み関係になりますが、まず食べて支援しようという、非常

に復興支援策としては重要な課題だと認識はしております。ただ、農業を基幹産業とする笛吹

市においては、非常に検討を要する難しい状況であると思っており、また問題もあろうかと思っ

ております。 
 今後、関係団体との協議になりますが、これを課せられる中で、できる限りの支援策につい

ては前向きに取り組んでいきたいと、こんなふうに考えております。 
 もう１点の温泉と秋・冬の食材の収穫を祝うイベント等の件でありますが、これら等につい

ては秋・冬の食材といいますと、やはり代表的なものがブドウになろうかと思います。その中

に柿ですとか、自然の中から採れるキノコ等、山菜といいますか、キノコ等もあろうかと思い

ますが、こういったもの、収穫祭的なものの計画はございませんが、ブドウを使ったブドウエ

キスポの開催、またブドウを原材料とするワインを使ったヌーボー祭り、こういったものがこ

の秋から冬にかけて、すでに計画がされております。また旅館組合等では、冬花火等も計画が

されております。こういった先を見据えたイベント計画については早め早めに情報発信、これ
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についてもホームページ、広報、そのほかに観光物産連盟のホームページを通じる中で、また

全国のエージェント等に発信する中でいち早い情報発信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） 
 中川秀哉君。 

〇１９番議員（中川秀哉君） 
 少々、辛口の答弁でございましたけれども、ぜひこの被災地も含めて、わが笛吹市が早く復

興、またこのデフレスパイラルから抜け出すためには、まず元気な笛吹市をアピールするため

にいろんな施策を用いて広く世間の皆さまに知っていただくということは大事だと思われます。 
 さらに１つ、要望させていただきますと、一昨年に向け、春・夏に行いましたプレミアム付

き商品券が大変好評だったというふうに考えますが、今こそこの秋・冬にかけて、今一度、ま

た関係機関と協議する中で、このプレミアム商品券をぜひまた活用していただきたいというこ

とを要望させていただきたいと思います。 
 続きまして第４問といたしまして、さらなる市民と協働したまちづくりを求むでございます。 
 これまで私も含めて、市当局に届けてまいりました市民や行政区からの声に対しまして、ど

のように取り組まれてきたか、お伺いさせていただきたいと思います。 
 １つ目は、まず市部通りの街路灯の件につきましてでございますが、前回のご答弁の中にも

これからの省電力化への取り組みについて、ご見解がございました。ぜひその後についての市

当局の取り組みについて、お伺いしたいと思います。 
 さらに今、県と進めておられます、この１級河川渋川に関わる市部地区、特に石和南小周辺

の約８００メートルにつきまして、どのような取り組みがされ、また今後の対応をされるのか、

市当局にご見解を伺います。 
 さらに今回の台風やゲリラ豪雨に対しまして、石和笛吹本所の裏の通路が水が溢れて、かな

りひどい状況だったと。特に夕方付近に関しまして、道か水路か分からないような状況が１時

間以上続いたという中で、かなり悲惨な状況だったというふうに考えております。私も現地で

見させていただきましたけども、こういう個所に対して早急な対応が求められるところでもご

ざいますが、市当局のご見解をお伺いいたします。 
〇議長（小林始君） 

 佐藤建設部長。 
〇建設部長（佐藤貞雄君） 

 中川秀哉議員の再質問でありますけれども、３点、順に答弁させていただきたいと思います。 
 まず最初の市部通りの街路灯の省電力化の取り組み、このことについてでありますけども、

市部通りの街路灯につきましては、平成１６年に施工者であります山梨県と、それから市部ま

ちづくりクラブで維持管理協定を締結して、電気料につきましては市部まちづくりクラブが負

担していくということで協定を締結いたしまして、現在に至っております。 
 こういったことから、先ほどの質問でありますけれども、省電力化への取り組みという質問

でありますけども、今後、市部通りのまちづくりクラブの意向等を伺った中で、街路灯の所有

については山梨県でありますけども、そういった街路灯の所有者であります山梨県であること

も、そういったこともふまえながら、市といたしましては、できる範囲の中で協力をしていき

たいと考えております。 
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 次の２点目でありますけども、石和南小周辺の渋川に対する取り組みということであります

けども、渋川の改修につきましては現在、河川管理者であります山梨県におきまして、中流域

の改修を進めていただいているところであります。 
 今後につきましては、上流部の改修について渋川改修促進期成同盟会と協力しながら、全線

改修に向けて積極的に、河川管理者であります山梨県のほうに早急な改修の要望をしていきた

いと考えております。 
 最後に３点目ですけども、市役所裏から南館にわたります、その用水路の氾濫があった件で

ありますけども、これについての取り組みにつきましては地元の行政区と今後、十分協議して

進めていきたいと考えております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 中川秀哉君。 

〇１９番議員（中川秀哉君） 
 ありがとうございました。今の３問につきましては喫緊の課題ということでもありますが、

特に１問目につきましては、県とまちづくりクラブということでの中だと思いますが、いわゆ

る市街地の一丁目一番地であります、この通りにつきまして、他市の甲府市では市が管理する

という実態もあると伺ってもございます。やはり一番、メイン道路になるところは市が率先し

て関わっていってもらいたいなということをぜひ要望していきたいと思います。 
 さらにこの渋川につきましても、この期成同盟会等で進められていると思いますが、まだい

つ、この上流までいけるか、まだ分からないという状況の中で、一日も早い改修、また実施が

されるように市当局の方にも、ぜひお願いを申し上げます。 
 以上をもちまして、私の質問とさせていただきます。ありがとうございました。 

〇議長（小林始君） 
 以上で、公明党の代表質問を終わります。 
 続いて、正正会の代表質問を行います。 
 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、正正会を代表して５点、質問いたします。 
 １点目、本庁舎・支所は災害時の防災拠点となる場所、また市民の安全を守るため、耐震化

と事務組織、総合窓口化について、お聞きします。 
 １．本庁舎の耐震化に伴う改修内容、期間、スケジュールについて。 
 ２．仮設の庁舎が必要となるのか。またその間の、工事期間中の市民サービス、各種窓口に

ついては検討されているのか。 
 ３．耐震後の事務組織、支所も含め、総合窓口ワンストップサービスの考えは。 
 ４．耐震後の耐用年数、改修・仮設庁舎、建設と同時に職員の異動、またコンピューター移

設等々を含んだ総費用と財源は。 
 ２点目、笛吹市の学校教育ビジョンについて。 
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 １．笛吹市学校教育ビジョンでは、子どもたちに生きて働く力を身に付けた子どもたちの育

成を基本目標の１つに挙げています。この確かな学力の低下が大きく取り上げられていま

す。報道などによると、山梨県の学力は決して高いとは言えない現状にあるといっていま

す。県としても、確かな学力の定着を目的とした学力向上パイロットスクール事業や学力

把握調査など、学力向上に向けた対策といっていますが、市としてはどのような取り組み

をしているか、お聞きします。 
 ２．先日、児童生徒の問題行動など、生徒指導上の諸問題に関する調査の結果が発表されま

した。山梨県では前年度に比べ、不登校者数は５８人減少したものの暴力行為の発生件数

は３７件、いじめの認知件数は３０件増加している。学力向上についての取り組みも大切

ですが、いじめ、暴力行為、不登校などの生徒指導上の問題を解消することは、児童生徒

が安心して学校生活を送るために必要と思います。市の取り組みをお聞きします。 
 ３、生活指導について。 
 先ほどの問題にも関連しますが、ファミリーレストランなどで中学生がタバコを吸ったり、

茶髪の生徒を見かけました。生徒指導についてもお聞かせください。 
 ３点目、昨年にも亀山議員さんより石和中学校の分離分割の要望が出されていましたが、合

併前からマンモス校という声もあったように、大規模校の先ほどの問題行動にしましても、大

規模校の弊害も大いにあると思いますが、石和中学校の建て替えについての進行状況をお聞か

せください。 
 ４点目、笛吹市の男女共同参画推進条例は、長い時間をかけて大勢の人の意見が入り、白紙

の状態から条例案としてつくり上げたものです。他市ではあまり見られないものです。担当職

員も専門に来ていただいた講師も、家に帰れば１２時近いこともありました。男女共同参画推

進条例制定に伴い、今後の取り組みについてお聞かせください。 
 ５点目、山梨県のまとめによると２０１０年度に生活指導を受けたのは３，８９６世帯で最

近、５０年間では最多といいます。生活保護の現況について、１．市の現状。２．日常生活の

ケースワーカーの職務内容について。３．現行保護制度の市においての問題点についてお聞き

します。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 当局の答弁を求めます。 
 市長、荻野正直君。 

〇市長（荻野正直君） 
 正正会、新田治江議員の代表質問にお答えいたします。 
 はじめに本庁舎・支所耐震化と事務組織、総合窓口化についてのうち、耐震化に伴う改修内

容、期間、スケジュールについてでありますが、本庁舎耐震改修にあたり、災害時対策本部と

しての機能が発揮できるよう耐震指標のＩＳ値を一般建物の１．２５倍とするため、増築部分・

屋上突起物等の撤去により重量を軽減するとともに、耐震フレーム・耐震壁挿入による耐震補

強を行います。併せて老朽化した電気・機械設備を更新し、エレベーターの設置等により、ユ

ニバーサルデザインとエコ対策を取り入れ、市民の皆さまが安心・安全に来庁され、使いやす

く便利な庁舎としたいと考えております。 
 耐震化・改修のスケジュールでありますが、本議会において設計業務委託の費用を審議して
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いただき、平成２４年度に南館および仮執務スペースの整備を行い、平成２５年度中に本庁舎

の耐震補強・改修を完成する計画であります。 
 工事期間中における市民の皆さまへのご不便・ご迷惑は最小限になるよう、努めてまいりま

すので、ご理解をお願いいたします。 
 次に仮設の庁舎になるのか。その間の市民サービス、各種窓口においては検討されているの

かについてであります。 
 工事を効率的に進めるために、まず平成２４年度に南館４階の改修を行い、その後２階を改

装し、現在、本庁舎１階で執務している住民窓口系のスペースを確保し、将来的には南館２階

と保健福祉センターに、住民窓口担当課を集約したいと考えております。また本庁舎改修時に

は、支所の空きスペースを仮の執務場所として活用し、足りないスペースについては仮設の庁

舎を利用することになります。 
 次に耐震後の事務組織、総合窓口ワンストップサービスの考え方についてですが、本市の現

状は本庁舎で戸籍・住民票、国民健康保険・国民年金、税関係の窓口サービスを行い、その他

の業務は南館と保健センターで行われております。 
 複数の用件を済ませようとする場合には、それぞれの施設を往復しなければならないという

状況であり、市民にとって便利な市役所とはいえません。本庁舎耐震化および南館４階改修と

併せ、市民の需要が多く市民に密着した諸証明の交付や転入などのライフイベントにかかる届

け出を総合的に処理できる窓口の検討を行っていきます。支所では、すでにある程度のワンス

トップ窓口の構築はできておりますが、今後は機能を維持しながらサービスの向上を図ってま

いります。 
 次に耐震後の耐用年数、改修・仮設庁舎など総費用と財源はについて、お答えいたします。 
 本庁舎耐震診断時にコンクリート圧縮強度、中性化を調査いたしましたが、コンクリート強

度は設計値以上あり、中性化の進行もないため、現在の状態で標準耐用年数６０年が見込める

と判断しております。さらに耐震改修時に防水工事、外装材の補修をすることによって耐用年

数を延ばせると考えております。本庁舎耐震改修および南館改修関連事業は今後、実施設計を

行い、総事業費の確定をしてまいります。財源としては合併特例債を充てる計画であります。 
 続いて男女共同参画推進条例制定に伴い、今後の取り組みについてのご質問でありますが、

性別や年齢などに関わらず、市民一人ひとりがその個性や能力を存分に発揮できる社会、男女

共同参画社会の実現に向けて、笛吹市男女共同参画推進条例の制定を本定例会に上程させてい

ただきました。ご審議をよろしくお願いいたします。 
 この条例につきましては、市民の代表である男女共同参画推進委員会からご提案いただいた

条例案をもとに、市と推進委員会が合同で検討・協議を重ねた上で作成されたものであります。

今定例会でご議決いただき男女共同参画推進条例が制定されましたのちには、すでに策定され

ております第２次笛吹市男女共同参画プランと併せ、男女共同参画推進委員会と連携して推進

活動を行い、市民の皆さまに周知を図ってまいりたいと考えております。 
 現在の男女共同参画推進委員さんは、６月に新たに委嘱された皆さまですが、すでに数回の

委員会を開催し、プラン実現のための活動について検討を進めていると伺っております。市と

いたしましても、推進委員会の活動に協調しながらプランに掲げる具体的施策の実施を基本に

男女共同参画社会の実現を目指した取り組みを進めてまいります。 
 続いて、生活保護の現況についてのご質問にお答えいたします。 
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 はじめに笛吹市の現状についてでありますが、厚生労働省による最近のデータとして、平成

２３年３月末時点、全国で生活保護を受けている被保護者数は約２０２万人となり、戦後の混

乱期であった昭和２７年以来、５９年ぶりに２００万人を突破したことが報道されました。ま

た受給世帯数は約１４６万世帯となり、過去最高を更新いたしました。 
 本市においても、ここ数年来、被保護世帯ならびに被保護者数が増えております。平成２３年

７月末現在で４２８世帯、５２０人、人口１千人に対する被保護人員は７．２人となっており、

平成１６年１０月の合併時と比べますと、いずれも約１．５倍と大幅な増加となっております。 
 保護の受給理由は世帯主の病気やケガ、収入の減少が上位を占めております。最近は収入減

と失業による受給理由が増加傾向にあります。 
 続いて、受給世帯を世帯類型別で見てみますと、高齢者世帯の占める割合が全体の５５％と

高く、続いて障害・傷病者世帯、母子世帯と続いております。また、保護受給世帯を地域別で

見ますと、石和町６９％、春日居町１５％と観光温泉郷地域に偏在しており、保護受給世帯全

体の８４％を占めております。続いて御坂町７％、一宮町５％、八代町、境川町の順となって

おり、平成２２年度に生活保護費として支給された扶助費は約９億９，８４０万円で、内訳と

いたしましては医療扶助費が全体の５３％と最も多く、次いで生活扶助費、住宅扶助費等と続

いております。 
 次に日常生活のケースワーカーの職務内容についてでありますが、生活保護制度の目的は最

低生活の保障であり、資産・能力すべてを活用してもなお生活に困窮する者に対し、困窮に応

じた保護を実施するものであります。 
 福祉事務所のケースワーカーはこのことを念頭に置き、日々の面接や相談業務をはじめ、保

護申請に伴う新規審査、家庭訪問、その他諸調査のための関連業務と常に保護手帳を片手に随

時ケース検討を行い、適切な保護の実施に努めているところであります。 
 本市のケースワーカーにつきましては保護受給世帯の増加に対応するため、今年度から１名

増員いたしまして６名体制とし、ケースワーカーを指導する査察指導員１名を含め、フル稼働

で業務に当たっております。 
 ケースワーカー１人当たりの受け持ち世帯数は７０から８０世帯となっており、ここ数年の

長引く経済不況による雇用状況の悪化により、急増する新規の保護申請や相談、慢性的なアル

コール依存症、威圧的な態度のクレーマー等の生活態度に問題を抱える者等の困難ケースへの

対応などで業務量が増加しております。 
 次に現行保護制度の市においての問題についてでありますが、本市における保護率が県内平

均６．１パーミル（１千人当たり６．１人）を上回っている要因としては、従前から温泉街に

職を求めて来た方が高齢を理由にいったん職を失うと再び働くことができなくなり、保護申請

に至るケースが多いことが挙げられます。保護受給世帯の状況ですが、単身世帯が８２％を占

めており、その中でも高齢者の割合が多く、身寄りのない者、扶養親族がいても親族関係が希

薄、疎遠であることなどが理由であります。病院・施設入所時に同意が求められない場合や亡

くなられたときなど、ケースワーカーが親族に代わって対応せざるを得ない状況も増えており

ます。 
 なお、全国的な傾向として、稼働能力はあるものの雇用状況の悪化などから就労先を確保で

きない稼動年齢層の保護開始が増える傾向にあります。 
 本市では被保護者の就労支援強化と早期の自立につなげるため、平成１７年１０月から専任
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の就労支援員を配置し、ハローワークとの連携を強化し、就労可能な人に対しては就労支援・

就労指導を行い、就労・自立につなげているところであります。しかしながら、いったん保護

を受給してしまいますと就労意欲が低下し、就労指導に従わない保護受給者等、なかなか自立

に結びつかないのが現状であります。反面、就労収入があり収入申告義務を承知していながら

申告していないなど、不正受給件数が増加しております。収入申告をしないための保護費の返

還額も年々増加しており、平成２２年度の不正受給は９件で、徴収金額は総額３６６万円となっ

ております。返還金は被保護者の資力の問題から、いったん消費されてしまいますと回収困難

な債権になってしまうことから、今後は課税調査の徹底や家庭訪問回数を増やすなど、不正受

給防止に向けた取り組みの強化をしてまいりたいと思います。 
 なお、社会問題化しておりますホームレス対策においても、生活保護のニーズが高まってお

り、新たな行政課題となっております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 
 なお、笛吹市の学校教育ビジョンについてと石和中学校の建て替えについてのご質問につき

ましては、教育長より答弁させていただきます。 
〇議長（小林始君） 

 続いて、教育長より答弁を求めます。 
 山田教育長。 

〇教育長（山田武人君） 
 正正会の、新田治江議員の代表質問にお答えいたします。 
 はじめに学校教育ビジョンについてのうち、児童生徒の問題行動についてと生活指導につい

てに併せてお答えいたします。 
 平成２２年度の市内小中学校の暴力行為の発生件数は８件で、前年度より１２件減少してお

ります。いじめの認知件数は１２件で前年度より１件減少、不登校者数は８７件で前年度より

３件減少といずれも減少しており、その背景には学校現場の先生方の努力が大きな要因となっ

ております。 
 教育委員会ではひまわり教育相談室を設置いたしまして、いじめや不登校問題の解消に向け

て電話料金の掛からないフリーダイヤルを用意するなどして、相談活動や家庭訪問による指導

を行っています。 
 また、各校の生徒指導担当者と児童相談所の職員、警察の生活安全課の職員で組織される市

生徒指導連絡協議会で情報交換等を行い、状況によっては児童相談所や警察などの機関との連

携を図る中で問題の解決に取り組んでいます。さらに２名の指導主事を配置することにより学

校からの細かな情報収集ができ、早い段階での適切な学校への指導や支援ができております。

学校現場や各地域の青少年育成コーディネーターなどとの連携に基づく、きめ細かな取り組み

が全体的な問題行動の減少につながっていると思っております。 
 次に笛吹市の学力向上に向けての取り組みについてですが、市教育委員会では生きて働く力

を身に付けることを学校教育ビジョンに掲げ、確かな学力、しなやかな心、丈夫な体の知・徳・

体のバランスのよい児童生徒を育成しようと考えております。 
 そのために市内小中学校より先生方の代表者に集っていただき、確かな学力いわゆる知、し

なやかな心・徳、丈夫な体・体の３部会に分かれ、知・徳・体のバランスのよい育成を図るた

め、市内小中学校全体で共通して取り組める具体的な取り組み内容を現在、検討しております。
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決定したことを本年度末に市内小中学校全体に周知し、平成２４年度より実施する予定でおり

ます。 
 また、特に学力向上のために次の４つのことに重点を置き、取り組んでいます。 
 第１に、小学校における学力の把握に努めています。小学校での学習がそれ以降の学習の基

盤になります。そのため、小学校における学力の推移をしっかりと把握し分析するために、平

成２０年度から小学校１４校で、ＮＲＴ全国標準学力検査を行っております。全体としては全

国標準を上回る結果となっていますが、まだ学校間に差が見られます。それぞれの学校で自校

の結果を細かく分析し、授業改善に取り組んでいるところでございます。 
 第２に、学力の向上を目的とした講師と学校サポーターを計３０名配置しております。講師

は少人数指導や習熟度別学習、Ｔ・Ｔ指導、専科指導などより効果的な学習を行うことを目的

として、小中学校に１８名配置しています。また、きめ細かな指導を目的として学校サポーター

を小学校に１２名配置しております。 
 第３に、昨年度よりあいさつ・聞き方・言葉遣いの取り組みを進めております。これは社会

におけるマナーや生活規律はもちろんのこと、授業の姿や確かな学力を培うものとして、授業

の中にも取り入れて、少しずつ定着を図っております。 
 第４として、家庭学習の定着を図る取り組みを進めております。確かな学力を付けるという

ことと、子どもたちの学習習慣の確立は相関関係にあります。そこで家庭学習を呼びかけるリー

フレットを作成し、４月に市内の小中学生全員に配布しました。このリーフレットの配布に合

わせて、それぞれの学校において実態に合わせた家庭学習の取り組みが進められております。

この活動を通して、毎日学習する習慣づくりと自ら学習しようとする意欲を育成するきっかけ

にしたいと考えております。 
 最後に、県の学力向上パイロットスクール事業に、石和中学校が指定されています。確かな

学力の定着・向上を目的とした研究と実践を行い、その成果を笛吹市に還元していただけると

期待しているところでございます。 
 次に石和中学校建て替えについてでありますが、石和中学校の北館、普通教室棟につきまし

ては、これまでの議会においてもご説明のとおり、他校に例を見ない、俗にいうバッテリー型

といわれる廊下のない特殊な構造であるため、とても不便で使いづらい校舎であるという指摘

を受けております。また、耐震化が必要とされる給食棟につきましては、この建物の中にＴＴ

教室が設置されており、今後、給食棟を改築していく場合には、そのＴＴ教室の移設先が確保

できないことなど、生徒が学校生活を送る上でさまざま課題を抱えております。 
 このため、普通教室棟および給食棟の改善の方向性を探るため、現在、コンサルタントによ

る調査を行っております。調査内容は、普通教室棟の増改築計画およびドライ方式による給食

棟の改修計画の作成、ならびに概算経費の積算などを行うものであります。この調査結果に基

づきまして、石和中学校の子どもたちが安全・安心で快適な中学校生活を送ることができるよ

う、改修事業を進めてまいりたいと考えております。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 再質問を行います。 
 新田治江君。 
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〇１５番議員（新田治江君） 
 先ほどの市長の説明の中には、総事業費がどのくらいかはまだ出ていませんでしたが、それ

についてはいかがですか。 
〇議長（小林始君） 

 山下総務部長。 
〇総務部長（山下真弥君） 

 新田治江議員の再質問にお答えします。 
 本庁舎耐震関係の総事業費ということで、回答させていただきます。 
 設計関係の概算が約７千万円、それから工事概算額が８億数千万円ということで、おおむね

９億円を超えるかなというような試算をしております。ただ、これにつきましては、これから

精査する必要がありますので、若干の増減があるかと思います。いずれにしましても、当初予

算のほうで工事費等については、計上をさせていただく予定であります。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 
 そうすると、今のおおよそですが、９億円の中にはいろんな移設費用とか、そういうものが

含まれていないですか。 
〇議長（小林始君） 

 山下総務部長。 
〇総務部長（山下真弥君） 

 移設費用ということでございますけども、この中には仮庁舎の設計から工事費、それから南

館の４階の設計工事費、また南館の２階のフロアの改修等も入っています。引っ越し等の業務

については、基本的にはこの中には入っておりませんけども、できる限り経費を節減した中で

やっていきたいなと考えております。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 
 そうすると９億円、たぶんいると思いますが、先ほどの答弁の中に耐用年数が６０年といい

ましたが、その６０年というのは、４２年の建設から、もう残すこと。４０年経過しているの

で、そのあとというと１５年という捉え方でいいですか。 
〇議長（小林始君） 

 山下総務部長。 
〇総務部長（山下真弥君） 

 そのように解釈していただいて、よろしいかと思います。ただ、この６０年というのは、こ

れから工事をするわけですが、外壁の修理とか、それから補強の具合等で延びるというふうに

考えております。ぜひ延ばしたい、工事はしたいと考えております。 
 以上で答弁とします。 
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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） 
 では費用対効果の面から見て、どうでしょうか。 

〇議長（小林始君） 
 山下総務部長。 

〇総務部長（山下真弥君） 
 費用対効果から見てどうかということでございますけども、現状、この庁舎を建て替えると

いうことになりますと、数十億円の費用ということになりますので、現在、考えられる経緯等

を考えますと、この耐震化がベスト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） 
 新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 
 先ほどの答弁の中にも南館と保健センターに常備窓口をと言っていましたが、南館の駐車場

の問題については、現在、見に行きましたら公用車が主に結構、占領しているんですけど、そ

の駐車場の問題何かは、もう検討が入っていますか。 
〇議長（小林始君） 

 山下総務部長。 
〇総務部長（山下真弥君） 

 南館のほうに市民サービスの部分を集約するということで、一番検討したものが駐車場のス

ペースの確保という点でございました。現在、向こうの南館のほうの２階部分、道路から平ら

な部分になりますけども、ここのスペースが非常に少ない。下のほうへいきますと、公用車が

停まっている部分につきましては、本庁舎と同じぐらいのスペースがございます。それで、ま

ず第一に考えたのが、道路と同じ高さの部分に２階建ての駐車場を造るということで、場所に

つきましては南館の南側ですね。道路から入ってすぐ左へ曲がって、そこへ１０台ほど駐車ス

ペースがありますけども、そこから同じ高さで曲がって奥のほうへ入っていく立体駐車場を考

えております。それで３０数台確保できますので、全体として今の本庁舎の１階の部分の台数

は確保できると。それでも足りないことが予想されますので、その点につきましては南館の１階

部分の公用車を必要な場合、あるいは非常時になるかもしれませんけども、本庁舎側、あるい

は今、職員が駐車をしている場所等に移動させて、市民の駐車場の確保をしていきたいと考え

ております。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 
 それでは次に会派の中でも話が出ましたが、耐震の施工方法の中で１階、２階の床の強度を

どのようにして保つか。また基礎の補強等はどのようにするのか、教えてください。 
〇議長（小林始君） 

 山下総務部長。 
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〇総務部長（山下真弥君） 
 工法等につきましては、これからの設計にお願いする格好になろうかと思いますけども、耐

震補強の方法として、２１年度の耐震診断のときに概要が示されておりますので、それについ

て、ご報告をさせていただきます。 
 まず建物の形状としましては、あとで増築された部分がかなりあります。その部分を切り離

して取り外すという格好になろうかと思います。 
 それから屋上の突起部分等についても取り払うということで、形状自体を改善していく。そ

れから建物重量の自体の軽減ということで、屋上防水保護コンクリートの撤去ということも掲

げられております。 
 それから耐震工法としては、耐震のフレームを入れていく。あるいは耐震の壁を挿入してい

くということが概略として示されておりますけども、先ほど申し上げましたとおり、具体的な

補強については、これからの設計ということになろうかと思います。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 
 会派の中でも耐震補強というと、まわりを囲んだりとかできるけども、床の面はとても大変

だろうなという話が出ましたから、今、聞きました。 
 そして、あと１点は前回、南館の４階の改修工事はどんな理由でしなかったのか、ちょっと

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） 

 限られた予算の中で、当面できる範囲での改築ということで考えておりまして、その当時の

考えで、４階は基本的な耐震工事は終わっております。配線等の準備もされておりますけども、

内装の関係等はされておりません。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 
 ４階を、先日、会派でも見にいきましたが、あのときしておけばよかったかなという話も出

まして、その都度の改修ではいろんな、余計なお金がかかるから計画的にしたほうがいいとい

う話になりました。そして、一緒にお聞きしますが、市民の理解を得て新しい庁舎を造るとい

う考えはどうでしょうか。先ほども中川議員のほうからゲリラ豪雨でとても大変な目にあった

とか言っていましたけども、新しい庁舎を造るという考えについてはいかがですか。 
〇議長（小林始君） 

 荻野市長。 
〇市長（荻野正直君） 

 新しい庁舎につきましては、私の任期中はそのことは考えておりません。というのは、私の

任期中、新しい庁舎を造るということに関しましては、議会においても否決をされたというこ
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とでございますから、その計画はございません。 
〇議長（小林始君） 

 新田治江君。 
〇１５番議員（新田治江君） 

 あと１つ、支所の耐震も身近なところで重要と思いますが、その支所の耐震については、ど

のようなお考えを持っていますか。 
〇議長（小林始君） 

 山下総務部長。 
〇総務部長（山下真弥君） 

 支所につきましては現在、耐震が済んでいない支所につきましては境川支所、それから春日

居支所、また芦川支所ということで、３支所の、全部ではなくても一部ということでございま

した。これらにつきましては、この大震災を受けまして、やはり見直しが必要かなというふう

に考えておりますので、今後の支所のあり方、それから財政との絡み等々を総合的に勘案しな

がら計画に考えていきたい、検討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。 
〇１５番議員（新田治江君） 

 やはり大震災の教訓から、そういうしっかりしておくということが市民の安心・安全のため

にも必要なので、ぜひこれからも積極的に検討していってほしいと思います。 
 では２点目の学校ビジョンについて、お聞きしたいと思います。 
 新聞報道上で学校現場のことが報道されて心配しましたが、先ほどの教育長の答弁にもより、

学校現場が職員体制も十分とってあったり、相談活動、家庭訪問の指導、そしてまた学校外の

連絡協議会との連携をとったり、問題行動も減少しているということで安心しました。そして

学力向上についても早めの指導をしたり、そして共通に取り組んでいる様子で、きめ細かに体

制をとって進めているということをお聞きして安心もしました。 
 最近の新聞報道に暴力行為、いじめ、また虐待のこともよく報道されますが、学校現場ばか

りでなく、やはりそれは家庭環境にも、学校ばかりでなく、それ以前の問題もあると思います。

そして今、保護者の親にしても虐待したり、そして育児放棄をしたり、食事を与えなかったと

いうことも聞くと、なんか親教育ということもとても重要な、以前の問題ですが、それも重要

な問題ではないかと思いますが、そんな点については関わり方とかがあったらお聞かせくださ

い。 
〇議長（小林始君） 

 仲澤教育部長。 
〇教育部長（仲澤和朗君） 

 正正会、新田治江議員の再質問にお答えいたします。 
 ご質問がございましたように、新田議員のお話の中の親教育、家庭教育が大事ではないかと

いうことでございますけども、家庭や保護者の皆さま、そして地域の皆さんが学校教育に関わっ

ていただくのは大変ありがたく、大事なことだと思っております。 
 教育基本法の第１０条にもありますように、父母その他の保護者は子の教育について第一義

的責任を有するというようにございます。今まで、子どもの問題については学校で行うべきだ
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というようなことが当たり前のように考えられて通ってきました。子どもの問題行動につきま

しても、まず保護者が責任を持って対応していただくということが大事だと思います。そして

責任が保護者にあるからといって、学校が全然何もしませんということではもちろんございま

せん。従来どおり、学校は子どもたちのためにこれからもきめ細やかな愛情を持ったご指導を

していくつもりでございます。 
 しかし、これからは保護者をはじめといたしまして、子どもを取り巻く大人たちが学校に任

せるばかりでなく、地域や家庭や、もちろん保護者と。そして学校も協働で、連携を持ってそ

れぞれの責任を持って対応していただきたいと思っております。 
 先ほど答弁にもございましたように、あいさつ・聞き方・言葉遣い、地域を含めて取り組ん

でおります。その事業と同様に、子どもたちの指導につきましても同様に、地域に発信してい

きたいと思っております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 
 よく分かりました。やはり保護者についても、学校側からしてみれば聞いてもらいたい親は

たぶん来ていないと思います。そして、真面目で問題はないという保護者の人たちは来るんで

すけど、私が子どもを育てているころもそうでしたが、そういう聞いてもらいたい親というの

は比較的来ていないですよね。ですからまた今後、その方面なんかにも、ＰＴＡのほうにも投

げかけたり、大勢の人が学校へ足を運ぶような取り組みもお願いしたいと思います。 
 そして、もう１つ伺いたいんですけど、ビジョンの中に食教育の充実ということがあります。

本年度、一宮学校給食センターが建設され、先日、議会でもセンターからの給食をいただきま

した。ちょっと薄味かなとは思ったんですけども、でもあれが普通の食事の内容で、本当はこ

の味がいいんだろうと思います。正しい、栄養士さんが計算されたもので出していて、たぶん

あれがいいと思います。その中で食育が注目されていますが、市の食育についてお聞かせ願い

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） 

 市の食育の取り組みということでございますけども、学校におきましては食育サークルとい

うのが組織されておりまして、それぞれの教科、家庭科とか社会科とか保健体育科、そういっ

たものの関連をしまして、お互いに関連を持ちまして、食育の指導にあたっております。例え

ば保健体育の健康の生活とか、家庭科では体をつくる栄養素、社会科では農業・漁業において

米等を作って、そして収穫するといったことの中で、食育の指導にあたっているところでござ

います。 
 八代小学校には栄養教諭が配置されております。市内には１０名の栄養士、市単も含みます

けども配置されておりまして、それぞれの工夫を持った献立を作っていただきまして、子ども

たちに安心して食べられるような給食の提供を行っていただいております。 
 特に栄養教員につきましては、年間の計画表に沿いまして、そして各クラスを巡回いたしま

して、食育についての担任の先生と合わせた指導を行っているところでございます。 
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 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） 

 食事サークルが出て、体育面、また家庭科面、そしてお米の生産のこととか、いろんな勉強

をさせてもらって、本当に子どもたちが伸び伸び育って、食育に対しても興味が出てきてくれ

て本当にいいと思います。 
 そして１点お願いなのは、今の子どもたちの食が将来の生活習慣病につながっていくものだ

と思います。ですから子どもの食生活が、今の子どもが学校で受けた、先生に教えてもらった

教育を、また子どもから親にいって、そして家庭全体でその食生活を見直せるよう、またそう

いう子どもの学校からの伝達が親に伝わり、食教育というものがもっと家族中で意識してもら

えるような、コミュニケーションが取れるような教育も伝えてほしいと思います。 
 次に中学校の建て替えについてですが、石和中学校は県下でも１、２の大規模校と伺ってい

ますが、石和西小建設当時には石和町の中においても小学校統合を考え、そこに中学校を分離

するという話も伺いましたが、中学校建て替えのときに分離する考えは、ちょっと違う、以前

の問題ですが、検討されたでしょうか。 
 そして保護者、学校現場でも大きいから分割してほしいという声がありますが、アンケート

などを調査した過程があるかをお聞きしたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 仲澤教育部長。 
〇教育部長（仲澤和朗君） 

 石和中学校の分離ということにつきましては、先ほどまた前回の先の議会でご答弁させてい

ただきましたように、１学区として改修していくという考えでございます。またアンケートと

いうことにつきましては、今回、そのアンケートといいますと、今回につきましてはというこ

とで、アンケートをとっておりません。ただし、平成１８年度に通学区域の検討委員会という

のを立ち上げました。その際には全保護者、それから子どもたちにアンケートをとりました。

通学区域に関するアンケートでございます。そういった中で、通学区域のうちの２地区につき

ましては弾力的な運用をしておるというようなことで、アンケートをとりまして、今現在、そ

れを進めておりまして、４年目になっておりますので、教育長も前に述べましたように、５年

をめどに検討をしていくという考えでございます。今回は、そういったことの中も含めまして、

１学区という中で改修を進めると。また給食棟も含めまして、改修がございました。現在、コ

ンサルトに頼みまして、調査を進めております。その調査結果に基づきましての改修をしてい

きたいと考えております。 
 いずれにいたしましても、通学区域ということにつきましては区域境ということの弾力的な

計らいということにつきましては、これからもそれぞれの地域で考えていかなければならない

と思いますけども、現在、石和地区につきましても、そういった区域境の通学区域については、

また検討をしていきたいと思っております。 
 以上で、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 新田治江君。 
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〇１５番議員（新田治江君） 
 これからも住民の声を聞いてこそ笛吹教育ができるというもので、みんなの声を聞いていっ

てほしいと思います。 
 男女共同参画推進条例ですが、平成２０年に条例検討委員会を立ち上げ、また本当に白紙の

状態から笛吹市はつくり上げました。１３０以上の事例からつくり上げ、市でも時間をかけて

本当に検討をしていただき、ほかに誇れる条例になると思います。そして広報でも毎月１ペー

ジを使って、笛吹市の取り組みが出されて、全国大会でも発表し、他市他町から本当にそんな

１ページも使って出してもらえるなんていいねと、うらやましがられました。 
 そして推進委員会でも今回新たなメンバーが加わり、任期までにはどこまでできるかという

ことで、真剣に今、話し合いをしています。ぜひ庁内体制推進のほうも強化していただき、全

庁的な取り組みとして進めていってほしいと思います。そしてぜひ、そちらの執行側も早いう

ちに女性がこの席に座れるような体制で進めていってもらえば、うれしいなと思って期待して

います。条例については、ぜひ前向きに検討して推進委員会とともに進めていってほしいと思

います。 
 最後に生活保護について、お聞きしたいと思います。 
 支援課のほうでも話に行きましたら、とても今、例えば職員が傷病休暇をとってしまうとか、

とても精神的に大変な課だと思いました。そしてケースワーカーも１人が７０、８０世帯とか、

今現在６名体制でしているようですが、とても大変なことであるし、こんなことを思いました

が、例えば面接相談員、週何日かは警察官ＯＢの採用などをしたらどうかなと思いますが、そ

の点についてはいかがでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 荻原福祉事務所所長。 
〇福祉事務所所長（荻原明人君） 

 正正会、新田治江議員の再質問にお答えいたします。 
 生活保護の面接相談員に警察官ＯＢを週何日か、そういった採用を考えてみてはというふう

なご質問かと思います。 
 生活保護の業務は福祉事務所の生活援護課で、ケースワーカーという職員が６名体制でかかっ

ておりますけども、最近では業務も非常に複雑かつ多様化しておりまして、かなり心身ともに

負荷が掛かっていると。最近ではそういった増加する保護申請の対応ですとか、また生活保護

の不正受給、あるいは不正請求、そういったものの指導。それから威圧的な相談者ということ

もございます。そういったことから、面接相談員あるいは訪問調査の仕事を警察官のＯＢなど

の嘱託職員を雇用している福祉事務所というのも全国的にはあるようでございます。しかし県

内の福祉事務所、また自治体におきましては、まだそのような取り組みは聞いておりません。

生活実態を把握するためには定期的に、なおかつ回数も多く訪問をすると、そういう訪問がで

きるような体制整備が必要であるというふうに考えております。 
 面接相談員また訪問調査員といった仕事はなかなか、なり手がいないというのも実情でござ

います。生活保護の適正実施を図っていく上で、今後、面接相談員あるいは訪問調査員といっ

た雇用を検討していく中では、警察官ＯＢという方も含めた中で検討をしてまいりたいという

ふうに思います。 
 以上、答弁とさせていただきます。 
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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） 
 ぜひ、今後の雇用の検討課題に入れてほしいと思います。支援課へ何回か伺いましたら、お

互いにそれぞれが相談、お互いに心配して相談して、ではこんなふうにしたらいいとか、お互

いに共通理解で、みんなが精力的に仕事をしているので、なんとかほっとしたところです。 
 そして先ほども市民からの通報もあったり、そしてなかなか仕事に就かないという状況、や

はりそれは税の公平から見ても適切ではないし、笛吹市自体で就労の場所の確保ということは

なんか考えられないでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 荻原福祉事務所所長。 
〇福祉事務所所長（荻原明人君） 

 新田治江議員の再質問でございます。 
 ２点ほど質問をいただきました。税の公平性からも適切な生活保護の実施をと。それから笛

吹市への就労の場所の確保はできないということでありますけども、たしかに市民の方から生

活保護受給者の不正受給、あるいは不正就労といったことに関する通報も時折寄せられます。

本当に生活に困窮されている一人暮らしの、例えば高齢者や病気やケガで働けない方、そういっ

た方たちのためにも、不正受給の防止というのは大きな課題というふうに認識しております。 
 生活保護の財源というのは、国民の税金で賄われておりますことからご指摘のとおり、適切

な保護の実施と、また自立支援に向けた取り組みの強化、そういったことに努めていかなけれ

ばならないというふうに考えております。不正受給など悪質なケースにつきましては、厳正に

対応をとっております。 
 それから笛吹市での就労の場所の確保、そういったことができないだろうかということです

けども、生活保護受給者の自立に向けた就労支援、就労促進を強化するために、先ほど答弁の

中にもありましたように、就労支援員を嘱託の職員ですけども、平成１７年度から１名、生活

援護課内に配置をしておりまして、就労可能な方に対しまして、ケースワーカーと連携を図り

ながら就労意欲の喚起、また求人情報の提供などを行いまして、また公共職業安定所、ハロー

ワークへのつなぎとか同行などもする中で、個別の就労支援、指導を行っております。 
 また就労場所の確保ということで、非常に難しいご質問かと思いますけども、６０歳以上で

も就労可能な方につきましては、就労支援員を通じまして、市のシルバー人材センターへの紹

介、登録も行って、現に働いていただいている方もいらっしゃいます。 
 なかなか厳しい経済情勢、また厳しい雇用情勢の中ですから就労へつなげるというのも非常

に容易ではないわけですけども、平成２２年度の実績といたしまして、就労支援の事業で２５名

の方に就労支援を行いまして、そのうち１０名の方の就労が実現いたしました。なおかつ１世

帯、お二人の方は生活保護からの自立、廃止というふうに進めたというふうな実績がございま

す。今後も年間を通して就労支援員とケースワーカー、連携をとりながら生活保護受給者、ま

た相談に見えられる困窮者等の自立促進や就労指導、就労促進に努めてまいりたいと思ってい

ます。 
 以上、答弁とさせていただきます。 
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〇議長（小林始君） 
 新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 
 なかなか就労支援に向けてはとても大変ですが、少しずつ就労していく、自立に向けていっ

ているようですが、容易でない発言なんですけど、笛吹市として就労の場所が何か、就労の場

所を何か立ち上げてくれればいいなと、今後の課題にしてください。 
 そして、もう１点。先ほども扶助費のうちで９億９千万円と報告されましたが、医療費が半

分以上を占めているということ。そして、この医療費についても保健指導、訪問の必要性とい

うのは、これはどうでしょうか。その必要性ということに。保健指導、訪問の必要性というこ

とについては。 
〇議長（小林始君） 

 荻原福祉事務所所長。 
〇福祉事務所所長（荻原明人君） 

 お答えいたします。 
 生活保護受給者の保健指導、あるいは訪問の必要性はどうかということでありますけども、

先ほど答弁がございましたように、生活保護費の中の半数以上を医療扶助、公費が占めており

ます。生活保護受給者のうち、その医療扶助、病院等にかかって医療扶助を受けていらっしゃ

る方もトータルでは８割以上の方が受けておりますので、相当な金額になるわけですけども、

生活保護を開始する、その理由となったことも、やはり病気とかケガ等で仕事ができなくなる、

そういった方が多いことから、そういうふうな８割以上の方が医療扶助を受けているという現

状なわけですけども、健康の回復ということが自立へ進めていく大きな要素になります。 
 平成２２年度に支出されました９億数千万円の・・・失礼しました、５０数％の医療扶助費

ですけども、生活保護者の１人当たりに計算してみますと、年間でお一人１０２万円かかって

いるということになります。生活保護世帯のいろんな相談業務、また指導等をケースワーカー

が行っておりますけども、やはり医療に関することにおきましては、ケースワーカーだけでは

非常に対応が難しいということで、医療機関のご協力をいただく中で、また市の保健師と連携

をしながら生活保護受給者に対する健診とか、また保健指導の対応をしております。また今後

は予防医療、医療扶助費の抑制といろいろな観点から、医療に問題を抱えているような世帯に

つきましては保健師等による定期的な訪問活動、訪問指導を実施しまして、生活習慣の改善等

に向けて取り組んでまいりたいと考えております。 
 以上で、答弁をさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 
 ぜひ、保健指導を進めていってほしいと思います。これからも税の公平性の面からも、市民

が納得する行政を期待して質問を終わります。 
〇議長（小林始君） 

 以上で、正正会の代表質問を終わります。 
 ここで、暫時休憩いたします。 
 ３時５５分、開会といたします。 
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休憩  午後 ３時４２分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ３時５５分 
〇議長（小林始君） 

 再開いたします。 
 続いて、日本共産党の代表質問を行います。 
 亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 通告に基づきまして、日本共産党の代表質問を行います。 
 まず、国保運営事業について伺います。 
 新国民健康保険法は昭和３４年１月に施行されておりまして、その第１条で社会保障および

国民保健の向上に寄与すると定めております。国保は社会保障であることを明確に位置づけて

おります。しかし笛吹市ではさまざまな場面で、いつも国保は相互共済と発言しております。

国保を社会保障と位置づけるのか、相互共済と位置づけるのかでは運営に大きな差が生じるの

は当然のことであります。市が言う相扶共済、相互共済の根拠になっているのは過日の議員研

修の際にも説明がありましたけども、最高裁の判決がもとになっているようであります。 
 国民健康保険中央会が「国保のことば」という冊子を発行しておりますけども、その冊子に

も国保制度は相扶共済の精神に則りと書かれており、そのもとにもやはり最高裁の判決がある

ようです。 
 しかし、この最高裁判決は新法施行前の昭和３３年２月１２日のことであります。たしかに

旧法には、その第１条で国民健康保険は相扶共済の精神に則りと書いてあるそうであります。

新法が施行される前の判決を拠りどころにしているというのは、わが笛吹市では旧法のもとで

国保事業を運営し、職員の皆さんは旧法のもとで国保の仕事をしているということでありましょ

うか。以下、質問いたします。 
 行政の仕事といいますのは、憲法を最高規範としてさまざまな法律や条例、規則に依拠し、

そしてそれを一番に守って仕事をしているところであります。そういう行政が国保は社会保障

と明記している国保法第１条をしっかりと守って、仕事をするというのは当然のことではない

でしょうか。市長の認識、見識を伺います。 
 ２つ目に、平成２３年度の国保税の税率は据え置きとなりました。しかし、所得が減り続け

ている中では実質的な値上げにも等しいものがあります。市では、たしか平成２１年度に国保

会計の大幅な赤字に対して、およそ２億円の一般会計からの基準外繰入を行った経過がありま

す。市民のこれ以上の負担増を抑えるためにも、一般会計からの基準外繰入を行うことに対す

る市長の見解を伺います。 
 次に医療費の窓口負担金の減免制度実施の件について、伺います。 
 笛吹市の場合は、小学校６年生まで医療費が窓口無料ですので、中学１年から６９歳までは

医療費の窓口負担、原則３割であります。しかし失業など、特別な事情があるときは国民健康

保険法第４４条に基づいて減免されることになっております。しかし、笛吹市ではこの制度、

実施されておりません。３割の窓口負担が払えず、受診や治療ができないことから病気を悪化

させたりとか、ときには命をなくす事例も生まれております。減免制度を速やかに実施するこ

とを求めたいと思います。 
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 次に保険税の減免制度について、伺います。 
 国民健康保険税の減免制度には、国の基準に基づいて均等割、平等割を減額する法定減額と

７７条を根拠にして地方自治体が独自に行う申請減免があります。合併前の石和町において、

住民運動によってこの制度がつくられましたけども、これまでの利用実績をまず伺います。 
 また笛吹市のこの制度は条件が大変厳しく、困っている人が容易に救済される中身にはなっ

ておりません。失業や廃業、倒産、災害などのほかにもさまざまな理由による所得の低下など

も救済できるよう、現制度のより一層の拡充を望むものですけども、見解を求めます。 
 次に限度額認定証の、短期保険証の方への発行について伺います。 
 これまでもわが党は再三再四要求してきましたし、市民の皆さんとともに交渉も重ねてまい

りました。しかし国保税の滞納を理由に、発行を拒み続けているのが笛吹市の現状であります。

高い国保税を払いたくても払えず滞納している人が高額な療養費を払えないのは、誰が考えて

も明らかであります。短期証の人にこそ、限度額認定証が必要なんではないでしょうか。 
 最後に事業仕分けの山梨県版で、重度心身障害者医療費助成制度の事業が仕分けの対象になっ

ております。事業仕分けは、今月上旬に３人の民間の評価委員が行うということでありますけ

ども、制度の見直しが実施されたら大変と不安が広がっております。笛吹市内にはこの対象者

がおよそ２，４００人いるということであります。この事業仕分けに対する市長の見解を伺い

ます。 
 次に合併特例債事業の見直し、事業の優先度、必要度について伺います。 
 市が予定している特例債事業といいますのは、３月１１日の東日本大震災の前に計画・発表

されたものであります。未曾有の大災害である今回の大震災には復旧・復興、被災者救援のた

めに多額の国費が必要になります。 
 国も地方も大きな方針転換が求められているのではないでしょうか。箱物よりも市民の命・

財産を守る防災対策の強化、より一層の福祉、介護、教育の充実が市民の切実な願いでありま

す。そして何よりも被災者の救援、被災地の復旧・復興が第一の優先課題であります。それは

国の責任ばかりではなく、例えば国費を７０％使うことになる特例債事業の縮小や見直しや廃

止も地方自治体の課題ではないでしょうか。 
 以下、伺います。 
 まず予定している特例債事業について、大震災のあとも取り組むことに変わりはないのか伺

います。震災直後、市のほうはみんなが下ばかり向いていてもよくならない、特例債事業も進

めていくことが経済をよくしていくことだとよく発言しておりましたけども、市が行う特例債

事業と被災地の復旧・復興とはなんら関連がないと考えているのかどうか、まず伺います。 
 次に多機能アリーナについて、伺います。 
 最初からいまだに市民の理解を得られていないのが、この多機能アリーナの建設です。市長

は市民合意が得られない理由として、自分たちの説明不足だということが挙げておりますけど

も、基本設計の内容が固まったところで、改めて説明すると９月号の広報で述べております。

しかし市民合意が得られない理由は、説明不足にあるのではありません。失業やリストラ、派

遣切り、倒産などで少なくない市民が生活難に陥っているこの時期に４０数億円もの建設費が

かかる箱物はいらないといっているのです。多くの市民にとっては必要性を感じない、優先順

位が違うではないかといっているんです。見直すべきではないでしょうか。 
 次にバイオマスタウンについて、伺います。 
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 総務省は今年２月１５日、バイオマスの利活用に関する政策評価を公表しております。その

評価は大変に低いものでありまして、例えばバイオマス関連施設における稼働や採算性が低調

であること。期待される効果、例えば新しい産業や雇用の創出、農林業等の関連産業の活性化

など、発電状況の低調などを挙げております。 
 このような評価を市長はどのように受け止めているのか。評価が低い中で、笛吹市だけ成功

できる根拠は何か、伺います。 
 特にバイオマス利活用の主要な目的として、ＣＯ２削減を挙げておりますけども、政策評価

ではすべての試算項目でＣＯ２

 市が考えるバイオマスタウン構想においては、ＣＯ

削減効果が発現するものは施設の１０．４％、削減効果が発現

しない施設も２０．８％あったとしております。 
２

 次に、駅舎建築について伺います。 

削減などどのように実現していくのか

伺います。 

 整備の進捗状況を伺うとともに、通勤、通学、通院、買い物など日常的に利用する市民が最

も利用しやすい駅舎として、過大や華美な事業を行わないよう求めるものです。 
 最後に、八千蔵・高家の土地利用について伺います。 
 ４市の構想が出されましたが、具体的な利用内容とか、また災害時以外の利用内容はどうな

るのか伺います。日本共産党はこれまでもこの地域の土地利用について、老健施設の建設や特

養ホーム、福祉住宅などの建設を提案してきましたけども、提案に対しての所見を伺って日本

共産党の代表質問を終わります。 
〇議長（小林始君） 

 当局の答弁を求めます。 
 市長、荻野正直君。 

〇市長（荻野正直君） 
 日本共産党、亀山和子議員の代表質問にお答えいたします。 
 はじめに国民健康保険運営事業についてのご質問のうち、国保は社会保障の認識を明確にで

ありますが、国民健康保険法第１条では国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会

保障および国民保健の向上に寄与することを目的としております。近年は少子高齢化、医学の

進歩、低所得者層の増加等、国民健康保険事業の財政基盤の弱体化が課題となっており、国民

健康保険財政の安定化に向けた幾多の法の改正措置が行われてまいりました。 
 社会保障の基本的な考え方は、まず国民生活は国民一人ひとりが自らの責任と努力によって

営むこと、自助が基本であります。万一、病気やケガ、老齢や障害、失業などにより自分の努

力だけでは自立した生活を維持できない場合は、国民が相互に連帯して支え合うことによって

安心した生活を保障することが共助であります。さらにこのような自助や共助によって対応で

きない困窮などの状況に対して、必要な生活保障を行う生活保護制度などの公助があります。

したがいまして、国民健康保険は社会保障の共助と認識いたしております。 
 次に一般会計からの法定外繰入についてでありますが、２３年度の国民健康保険税率につき

ましては、前年度繰越金３億２，４００万円が見込まれることなどから、据え置いたところで

あります。 
 さて、２３年度当初予算における法定内繰入は５億４千万円であります。ご質問の法定外繰

入につきましては、市単独の子どもすこやか医療費・ひとり親家庭医療費・重度心身障害者医
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療費のそれぞれ窓口無料化による国民健康保険財政への波及分として、２３年度当初予算で６，

７００万円の法定外繰入を計上いたしております。 
 なお、２１年度は急激な医療費増をすべて税率引き上げで対応できずに２億９，３００万円

の法定外繰入を行ったところでありますが、現時点では波及分以外の法定外繰入は考えており

ません。 
 次に、国民健康保険法第４４条に基づく窓口負担金の減免制度の速やかな実施についてであ

りますが、県内の国保担当者の都市国保実務研究会でも研究課題になっております。今後、当

研究会の動向を見ながら調査・研究していきたいと思います。 
 次に、国民健康保険法第７７条に基づく減免制度の利用実績と制度の充実についてでありま

す。 
 平成２０年度は該当なし、２１年度は８世帯、２２年度は該当ありませんでした。市の広報

に国民健康保険通信の専用ページを設けておりますので、各種制度の周知を図ってまいりたい

と思います。 
 次に短期証を含め、すべての世帯に限度額認定証の発行をについてでありますが、限度額認

定証の発行につきましては、保険税の滞納がないことを確認できた場合に限り行うものとされ

ております。 
 次に、重度心身障害者医療費助成制度が県の事業仕分けの対象となっていることについてで

ありますが、重度心身障害者医療費助成制度は、重度の心身障害者の医療費負担を軽減するこ

とを目的に実施しているものであり、県単事業として事業費の２分の１の補助事業となってお

ります。 
 笛吹市の障害者数は身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者福祉手帳を合わせ４，１６６人、

８月１日現在でありますが、制度の対象となる重度障害者は２，４１９人で、障害者数全体の

およそ５８％であります。高齢化の進行により要介護の高齢者が増加することに伴い、身体障

害者手帳の受給者が増加している傾向があり、将来の障がい者の方々や事故等によってハンディ

キャップを持たれた方々とともに制度の利用をされております。事業費といたしましては平成

２２年度の実績で３億２，６００万円、うち扶助費は２億７，９００万円、窓口無料化に伴う

国保会計繰出金が４，０９０万円となっております。 
 山梨県としては、こうした扶助費の増大に伴う現状の把握や抑制策の検討を行う上で、事業

の見直しに取り組んでいるものと思われますが、今後の県の動向を注視してまいりたいと思い

ます。 
 続きまして、合併特例債事業等の見直し、優先度、必要度についてお答えします。 
 はじめに、震災後の合併特例債事業の取り組みについてであります。 
 亀山議員の質問のとおり、現在、国は今回の震災による被災者や被災地の復興支援を最優先

課題として取り組んでいるところであります。また、本市におきましても避難者の受け入れ支

援活動など、震災直後から率先して行ってまいりました。 
 しかし一方では、本市はもとより全国の地方自治体が地震災害だけでなく、あらゆる自然災

害から住民を守ることのできる、より災害に強いまちづくりを早急に進めなければならない責

務があると、今回の震災を通じて改めて痛感したところであります。 
 合併特例債は多様な範囲にわたり、活用できます。本市においては、事業ごと優先順位を明

確にした上で、新市の基盤整備に積極的に特例債を活用しております。新市の必要とする基盤
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整備は防災対策と共通するものが大部分であり、合併特例債を活用した基盤整備は、市民の皆

さまがいつでも安心して生活できる環境を整備しているといっても、過言ではないと考えてお

ります。 
 本年度においても、防災行政無線デジタル統合事業、消防団施設整備事業など直接防災に関

わる事業をはじめとし、一宮中学校校舎の耐震改築事業ならびに御坂北保育所の耐震補強事業

を行っているところであります。また、今回の補正に計上させていただきました本庁舎等耐震

改修事業はまさに災害時の拠点施設整備であり、早急に事業を進めていかなければならないと

考えているところであります。 
 また多機能アリーナ建設事業につきましても、２次的避難場所としての活用が期待できると

ころでもあります。さらに道路・橋梁改良事業や上水道配水管施設においても、防災面を考慮

した最新の技術を取り入れながら、事業を行っているところであります。 
 笛吹市民の皆さまが安心・安全な生活が送れるよう、いざというときの備えづくりの観点か

らも合併特例債を今後も有効に活用していきたいと考えております。 
 次に多機能アリーナについて、お答えいたします。 
 多機能アリーナの目的は、るるご説明申し上げておりますとおり、市民活動の全市的な一体

感の醸成や合併した笛吹市としてのスケールメリットを生かした人づくり、年代に応じたスポー

ツ活動や文化活動を通じての健康づくり、市内外の人々との交流を盛んにする交流づくりの拠

点として、より活気あふれる笛吹市の構築を図ることであります。また、当初から説明いたし

ておりますとおり、災害時の避難拠点としても位置づけております。さらに東日本大震災の教

訓を受け、全国的にも災害に備えた施設の点検、見直しが進む中、多機能アリーナにつきまし

ても、長期的な避難所としての機能の充実を視野に検討を重ねてまいります。 
 このように、多機能アリーナは将来を担う子どもたちのために必要な施設であり、災害時の

長期的な避難所や復興の拠点としても欠かせない施設であります。市民の皆さまに施設内容等

ご説明申し上げる中で、建設に向けた取り組みを進めてまいります。 
 次に、バイオマス利活用についてのご質問でございます。 
 バイオマスについては、国が策定したバイオマス・ニッポン総合戦略における数値目標の設

定根拠が明確でないこと、政策のコスト・効果が把握できないこと等、有効性や効率性の観点

から課題が見られるとの政策評価が総務省より発表されました。これらバイオマス構想への取

り組み効果の検証や効率的に利用するための技術体系の確立が十分でないことは、以前からバ

イオマス・ニッポン総合戦略の課題として認識されており、課題の解決に向けて本年１月、国

のバイオマス活用推進基本計画が策定されたところであります。 
 このことから、今後、バイオマスの利活用については明確な取り組み効果の検証、有効な技

術情報の提供等が行われ、より確実な効果の発現が図られるものと考えております。 
 なお、本市がバイオマスの利活用として計画しております生ごみ等の堆肥化を実現すること

は、可燃ごみの減量と堆肥を農地で活用することによる資源循環の確立につながります。また

生ごみは水分量が多く、焼却に際して多くの燃料を消費します。現在、年間２，１００トンほ

どの生ごみの堆肥化を想定しておりますが、一般的な計算方法により試算しますと堆肥化によ

り主な温室効果ガスであるＣＯ２

 次に駅舎建築、周辺整備事業の進捗状況はについてでございます。 
、約８６０トンの抑制が図られるものと見込まれております。 

 駅舎および南北自由通路につきましては、昨年の１１月以降、ＪＲ東日本によって基本設計
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に着手しているところでございますが、現在、個々の内容についてＪＲ東日本との確認および

調整の作業を継続しているところです。 
 今後、基本的な内容について合意がなされたのち、速やかに実施設計に着手してまいりたい

と考えております。 
 次に、国道１４０号からのアクセス道路および北口駅前広場につきましては、すでに大部分

の事業用地の買収が済んでおり、現在、ＪＲ貨物等の所有地の確保に向けて協議を進めている

ところです。また、下水道整備につましては、松本踏み切りの推進工事に１０月ごろから着手

する予定としております。 
 次に、日常的に利用する市民目線を大切にして過大・華美な事業はしないように望むがにつ

いてでございますが、現在継続いたしておりますＪＲ東日本との基本設計の調整作業にあたり

ましては、市としては過大あるいは華美すぎない、いわゆる身の丈に合う落ち着いた駅になる

ように取り組んでおります。また、駅を利用していただく市民や観光客の方が安全で利用しや

すい駅となるよう、限りある財源の中で最大の効果が得られるよう、なお一層の努力を傾注し

てまいります。 
 次に八千蔵・高家地域の土地利用について、お答えいたします。 
 最初に具体的な内容についてでありますが、４市で合意した活用方法は災害廃棄物ストック

ヤードですが、改めて説明をさせていただきます。 
 東海地震などの大規模地震は、いつ起きても不思議ではないといわれておりますが、大地震

が起きた場合、倒壊家屋等のガレキなどの災害廃棄物が大量に発生します。ストックヤードと

はその廃棄物を分別し、一時的に仮置きする場所であります。現状、ガレキの仮置き場として

想定する場所は公園や河川敷、学校の校庭などになりますが、災害廃棄物による汚水の流出や

地下浸透、粉塵の飛散などを防止する構造を備えておりません。周辺地域の生活環境上の支障

を防止し、廃棄物を適正に分別、仮置きするためにストックヤードを整備する必要があります。 
 次に災害時以外の利用についてはどうなるのかについてでありますが、平常時の活用につい

てはどのような活用が可能であるか、現在調査・研究中であります。 
 まずストックヤードとしては、どのような整備を施す必要があるのか、平常時に利用できる

のはどんな形状の、どれほどの広さの土地であるか。また、仮に国に補助制度が創設された場

合は、活用方法になんらかの制限や条件等を設定するのか。今後、調査を進める中で費用対効

果を見極めながら検討してまいります。 
 次に、福祉団地を造るという提案についてお答えいたします。 
 八千蔵・高家地域については、現在までの経緯の中で、あくまでも４市が共通で使えるもの

を整備することを前提として活用策を検討してまいりました。したがいまして、福祉団地を造

るというご提案等につきましては、これまで検討しておりませんでした。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 最初に、医療費の窓口負担金の減免のことについて、再質問いたします。 
 先ほど申しましたけども、笛吹市では５３年の最高裁判決を拠りどころにしているという面

もあるわけですけども、私も１つの判例を引用してお伺いしたいと思います。 
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 秋田県の仙北市において、１人の市民が生活保護基準以下の収入で一部負担金減免が認めら

れないのはおかしいと訴えた裁判がありました。今年の１月に仙台の高裁で原告が勝利しまし

た。仙北市では上告を諦めまして、この減免要綱見直しを表明しております。この仙台の高裁

の判決はご存じでしたでしょうか。そしてこの判決がこの制度を実施していない笛吹市として、

どのように受け止めるでしょうか、お願いします。 
〇議長（小林始君） 

 河野市民環境部長。 
〇市民環境部長（河野修君） 

 亀山議員の再質問にお答えいたします。 
 秋田県の件につきましては、私、今時点で掌握しておりませんでした。今後、勉強させてい

ただきます。 
 なお、一部負担金の免除につきましては、今、市長答弁にありましたように、都市国保実務

研究会の共通の課題となっております。この中で研究・調査をしていきまして進めていきたい

というふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 たしかに先ほど、市長の答弁でこの問題については研究課題としていきたいというふうな答

弁がありました。しかし、もう１点、お伺いしますが、厚生労働省では昨年の９月にこの窓口

負担金の減免について、通知を出しております。その通知の中身には、いろいろと問題点があ

る面もあるわけですけども、その中身というのは生活保護基準以下で暮らす人たちへの減免制

度の適用という内容の通知だったと思います。 
 今、生活保護の人たちは医療費原則、医療扶助が出ますので、医療費がタダになっておりま

す。生活保護の人の医療費が無料になっているのに、生活保護基準以下で暮らす人たちへ一部

負担金を取るというのは、何かとても矛盾しているのではないでしょうかというふうに考えて

おります。 
 せめて、この笛吹市でも厚生労働省の通達のように、国が減免の基準としている生活保護基

準以下の人たちは、直ちにこの制度を実施するべきではないでしょうか。もう一度、答弁をお

願いします。 
〇議長（小林始君） 

 河野市民環境部長。 
〇市民環境部長（河野修君） 

 亀山議員の再質問にお答えします。 
 今年の３月、実は税金を納めるのが大変だという世帯に対しまして、６４８世帯の訪問をい

たしました。その中で、やはり納付が困難だという世帯もございました。それらを含めて、今

後もそういう世帯の追跡調査をいたしまして、この４４条の減免につきましても都市国保の研

究会の調査・研究と併せて、歩調を合わせる中で対応をしてまいりたいというふうに考えます。 
 以上、答弁といたします。 
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〇議長（小林始君） 
 亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 大変しつこいようでありますけども、笛吹市内の２つの医療機関で大変、生活に困っている

人たちの医療費の低額・無料診療を行っております。民間がやっぱりこういうことをやってい

るわけですから、ぜひとも行政のほうでは頑張っていただきたいと思います。 
 たしかにこの制度を実施しても国の補填がないので、やればやるほど大変になるということ

は承知しているんですけども、でも全国ではおよそ５５％の自治体が実施しているわけですか

ら、ぜひとも実施する方向で検討していただきたいと思います。 
 ２つ目に限度額認定証の発行について、再質問します。 
 今、笛吹市内では短期証を発行している人が今年の３月３１日現在で、およそ２，７００世

帯あります。伺いますが、この短期証を発行するというのは滞納に対するペナルティですか。

それとも接触の機会に多くして少しでも納付していただく、そのための方策でしょうか。答弁

をお願いします。 
〇議長（小林始君） 

 河野市民環境部長。 

〇市民環境部長（河野修君） 

 亀山議員さんの再質問にお答えいたします。 
 やはり相互扶助という精神のもとに国保は、先ほど申しましたように、社会保障の共助のと

ころでございまして、やはり税金、保険料を負担していただいて、その制度が成り立っている

制度でございますから、やはり税を納めていただくということについては、行政としても努力

を払っていきたいというふうに考えております。そういうことで、滞納されている方にも国保

の制度を理解していただく中で、税のほうも納めていただきたいという考えで行っております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 私は短期証を発行するというのは滞納に対するペナルティですか、それとも違うんですかと

いうことを聞きました。どういうふうに考えているんでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 河野市民環境部長。 

〇市民環境部長（河野修君） 

 再質問にお答えいたします。 
 先ほどもお答えしましたように、国保制度の精神に則りまして、私たちはやはり真面目に税

金を納めていただく人、それからなんらかの理由で税金をちょっと滞納されている方、そうい

う方につきましては国保制度を理解していただく、そういう機会を設けるために短期証を発行

して、国保制度の理解をしていただく機会を設けているということでございます。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 亀山和子君。 
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〇８番議員（亀山和子君） 
 それでは、今の部長からすると滞納者に対する短期証の発行はペナルティではないというふ

うに受け止めてもいいということですよね。もし、そのペナルティではないということになれ

ば、伺いますけども、短期証の人に限度額認定証を発行することによって、市の国保の運営と

か、収納対策にどんな影響を及ぼすのでしょうか、教えてください。 
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） 

 限度額認定証の発行につきましては、保険税に滞納がないということが前提で設けられてお

りますので、私たちはその前提によって進めておるところでございます。 
 なお、亀山議員がおっしゃるように滞納に特別な事情がある場合には、私たちは相談にのっ

て対応をしている次第であります。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 あくまでも保険者は笛吹市です。県内においても、滞納世帯に対して限度額認定証を発行し

ているところもありますので、短期証の人こそ、やっぱり限度額認定証が必要な人ではないで

しょうかというふうに思っています。それなのに発行していないというのは、困っている市民

をさらに困らせる、そういうことになるんではないかなというふうに考えております。荻野市

政は市民第一主義ということをいつも標榜しておりますけども、そういう困っている人を直ち

に救済するのが本当の意味での市民第一主義ではないでしょうかというふうに考えております。

ぜひともこのことについては、再考を促したいというふうに思っております。 
 八千蔵・高家問題について、再質問いたします。 
 この地域のごみ処理建設が境川に変更になってから、かなり時間が経過しております。その

間といいますのは、地権者の状況とか意向なんかもさまざま変化しているのではないでしょう

か。中には農家を続けたいという方もいますし、一方でこの際、土地を売りたいという人もた

しかにおります。ご存じのようにこの地域には耕作放棄地、１つもありません。５．５ヘクター

ル、すべて買収するという対応ではなくて、農業を続けたい人にはそのような対応、そして売

りたい人には、そういうふうな対応、それを分けて考えるべきではないでしょうかということ

も考えております。ぜひとも農業を続けたい人には適切な対応をするよう求めますが、いかが

でしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 池田経営政策部長。 

〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 八千蔵・高家地域の対応につきましては、当初から地域開発ということで進めてまいってお

ります。そのところがその組織として、地権者会というものも設けられておりますけども、現

在までの流れの中で、農業を継続して取り組みたいというような意見は聞いておりません。今

回、私どもが検討しておりますのは、あくまでも地域開発ということを大前提としております。

地域の方の理解がないと、その方向性を変えるということは考えられません。 
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 以上です。 
〇議長（小林始君） 

 以上で、日本共産党の代表質問を終わります。 
 続いて、新和会の代表質問を行います。 
 堀内文藏君。 

〇１０番議員（堀内文藏君） 
 新和会を代表し、２問、質問を行います。 
 はじめに、大震災に備えての災害廃棄物仮置場整備についてをお伺いいたします。 
 境川町に計画されている、ごみ中間処理施設と同時進行で進めていくとされていた八千蔵・

高家地区の元中間ごみ処理施設跡地利用について、甲府市と峡東３市が大災害に備えて廃棄物

仮置場として整備していくと、はじめて開発方針を固め発表いたしましたが、今後の計画推進

を伺います。 
 まず、地域環境と下流地域も含めた安全対策は。 
 ２つ、整備後の平常時活用方法により地域の活性化にも貢献すると思うが、どのように整備

していくのか伺います。 
 また国も初めての試みとして、災害廃棄物仮置き場を整備するよう市町村に要請しておりま

すが、財政面での支援も期待できるのか伺います。 
 次に２問目の質問に入ります。リニア実験線工事による今後の課題を伺います。 
 東京・大阪間を結ぶリニア実験線を今年５月２７日に、国土交通省はＪＲ東海に正式に建設

の指示を出しました。リニア研究着手から半世紀、構想から実現の段階に入りました。リニア

中央新幹線を巡っては、停車駅の位置についても峡東３市は峡東圏域リニア中央新幹線駅誘致

推進協議会を設立し、荻野市長も境川地区への建設に力を入れ、リニア祭りの開催をはじめ関

係機関に強力に働きかけてきました。しかしリニア駅候補地は中央市や甲府市を含む直径５キ

ロの円内と決まり、峡東圏域を含む県下の市町村もこれに同意いたしました。そこでまず、駅

の建設費について伺います。 
 知事また甲府市長はリニア駅舎建設費については、国やＪＲ東海また全県下の市町村に費用

の負担を問いかけてくる気配ですが、今までの経過も踏まえて市長の考えを伺います。 
 また、市内におけるリニア実験線建設工事も進み、トンネル掘削も終盤に入り橋脚工事も進

んでおりますが、水脈の変化による簡易水道の枯渇、中小河川の枯渇、地下水の低下、日陰に

よる農作物への悪影響や生態系の変化による被害が各所で問題になっております。市は市内で

起きている自然環境の悪化、住民の不安を承知し、対策をどのようにしているのか伺います。 
 またリニアの基本工事も終盤に入り、早急に鉄道機構と地元民との間に入り、積極的に諸問

題を改善してもらいたいが、市の考えを伺います。 
〇議長（小林始君） 

 当局の答弁を求めます。 
 市長、荻野正直君。 

〇市長（荻野正直君） 
 新和会、堀内文藏議員の代表質問にお答えいたします。 
 はじめに大震災に備えての災害廃棄物仮置場整備、八千蔵・高家地区の今後の計画推進のう

ち、地域環境と下流地域も含めた安全対策はとのご質問にお答えします。 
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 いつ起きてもおかしくないとされている大規模地震の際は、倒壊家屋のガレキなど大量の災

害廃棄物が発生すると想定されます。その廃棄物を直ちに破砕、選別、焼却などの処理を行う

ことは困難であり、処理できる状態になりますまで分別し、一時的に仮置きする必要がありま

す。国においては平成２０年に閣議決定した廃棄物処理施設整備計画の中で、災害廃棄物処理

のために広域的な連携体制を築くとともに、仮置きのためのストックヤードを整備することを

推進しているところであります。 
 しかしながら、災害廃棄物を放置いたしますと腐敗、飛散、流出等により生活環境上の支障

が発生することが懸念されます。そこでストックヤードを整備するにあたって、下流地域も含

めた周辺地域の生活環境への支障を防止するための構造が必要となります。 
 具体的には、汚水の流出や地下浸透による土壌や河川の汚染を防止するために遮水シートや

排水設備および集水した汚濁水の一時貯留施設、水質浄化施設、粉塵による大気汚染を防止す

るための飛散防止ネットや散水設備など、環境リスク対策に必要な構造について調査・検討い

たします。 
 次に平常時活用方法により地域の活性化にも貢献すると思うがについてですが、災害廃棄物

用のストックヤードですので、災害が発生するまでは、他の用途として利用することが考えら

れます。 
 まず、ストックヤードとして整備が必要な構造を固めさせていただくためにも、平常時の活

用方法に対する関係機関の考え方も伺いながら、４市で検討してまいります。 
 検討にあたっては、ご質問にもありますように地域の活性化につながる活用策を念頭に、費

用対効果を勘案する中で慎重に検討してまいりたいと思います。 
 次に、国の財政面での支援も期待できるのかでございます。 
 国の財政面での状況を申し上げますと、廃棄物対策を所掌する環境省において、昨年８月の

平成２３年度予算概算要求で、循環型社会形成推進交付金の中に、ストックヤードの整備に対

する交付金を追加する要求がされました。 
 結果として追加は見送られましたが、国としてはストックヤードの整備を推進しており、ま

た平成２４年度予算概算要求の締め切りは９月末が予定されておりますので、来年度は交付金

が予算計上され、国から財政面での支援が受けられるよう、要望していく所存であります。 
 続きまして、リニア実験線工事による今後の課題のうち、リニア駅舎建設費の費用負担につ

いてお答えいたします。 
 山梨市、甲州市、笛吹市の３市による峡東圏域リニア中央新幹線駅誘致推進協議会は、平成

２０年の設立以来、リニア中央新幹線の山梨県内における中間駅の建設場所について、峡東圏

域が最適地であると強く訴え、県をはじめとする関係機関への要望活動を積極的に展開してま

いりました。しかしながら、ＪＲ東海が客観的・専門的な見地から、県内における中間駅の候

補地を甲府盆地南部地域と発表したことを受け、同協議会といたしましては、詳細な基準およ

びデータに基づき示された提案を、容認することが適当であるとの判断に至りました。 
 このような結果となりましたことは大変残念ではありますが、以上の経緯を踏まえ、７月２０日

付をもって同協議会を解散し、これまで駅誘致活動に多大なご尽力をいただきました議員各位

をはじめ、関係者の皆さまに書面によりご報告させていただいたところであります。 
 その後、県は候補地から漏れた３圏域がリニア中央新幹線のおおよその駅の位置について、

賛同または容認するという意見であったことを受け、県内の合意が得られたと判断する旨の発



 ９５ 

表をいたしました。また、中間駅の候補地である甲府圏域では、８月１１日に開催された協議

会の定期総会において、リニア効果を享受するため、全県的な協議の場を確保するなどとした

５項目を決議したところであり、昨日、県に対する要望活動が行われたようであります。 
 本市といたしましては、これまで峡東圏域リニア中央新幹線駅誘致推進協議会における要望

活動の中で、駅建設費については国家的プロジェクトであり、中間駅といえどもリニア中央新

幹線の駅であるため、国とＪＲ東海の負担とすることを一貫して訴えてまいりました。このた

め、現在もこの基本的な考え方に変わりはございません。 
 次にリニア実験線建設工事による枯渇、日陰の影響についてのご質問であります。 
 はじめに渇水の件についてですが、現在はいくつかの地域で減渇水している状況にあると承

知しているところであり、非常に深刻な問題と認識いたしております。 
 今後とも地元関係者と慎重に調整を図りながら、進めていきたいと考えております。 
 次に日陰による農作物への影響ですが、鉄道・運輸機構が山梨県、ならびにＪＡ笛吹と協定

を締結し、日陰が農作物の生育に与える影響について、平成２２年度から３年間にわたり調査

を行っているところであります。また調査期間内に万が一、農作物に影響等が発生することが

ありましたら、早急に対応できるように機構に働きかけていく考えでおりますが、現段階では

農作物への影響の報告は受けておりません。 
 次に、市は積極的に問題点を改善してもらいたいがについてであります。 
 リニア延伸工事が開始されてから現在まで市にリニア対策担当を置き、地元の立場に立ち対

応しております。今後も地元が抱えております水道や河川の減渇水等に対する恒久対策はもと

より、日常における諸問題につきましても改善できるよう、引き続き関係機関と地元との調整

を図りながら努力してまいります。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 再質問を行います。 
 堀内文藏君。 

〇１０番議員（堀内文藏君） 
 再質問に入ります。 
 災害廃棄物仮置き場の整備については、２０１７年までの整備を目指すとしていますが、特

例債を最大限有効利用することにより、４市ともに財政的に有利と思いますが、事業認定を受

け、用地改修までどのくらいの期間が必要であるか伺います。 
〇議長（小林始君） 

 池田経営政策部長。 

〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 あくまでも現時点、それから用地の合意をいただいておりませんので、詳細スケジュール等

については、これからの話でありますけども、現在の私どもの考えでまいりますと、先ほどの

中村議員のご質問に答弁いたしましたように、ガレキ計画を今年度末ぐらいまでに掲げていき

たいと。それが固まれば、全体にあたる詳細スケジュールも示されると思います。それらの中

で基本計画・基本設計、現在まだどのような施設にするかというのは、都市計画施設とするの

か。事業認定が必要な施設とするのか。まだ、これからの話でございますけども、仮に事業認

定を必要とする施設ということになれば、その来年度中には事業認定において進めていきたい
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というふうには今、現時点では考えております。その時期につきましては全体スケジュールを、

これから具体化する中で、皆さんの合意をいただきながら、改めて内容等について示させてい

ただくというふうに考えております。 
〇議長（小林始君） 

 堀内文藏君。 
〇１０番議員（堀内文藏君） 

 ただいまの説明では事業認定を受けるか、受けないかという２つの方法があるようですけど

も、地元の税制面からいっても、ぜひ事業認定を受けた中で、税制面を配慮した中で仕事が進

められるよう、お願いいたします。 
 次に、この災害廃棄物ストックヤードが成功すると日本で初めての事業となりますが、この

計画は県の強い協力がなければ進行できないと思います。県への働きかけはどのようになって

いるか、お伺いをいたします。 
〇議長（小林始君） 

 池田経営政策部長。 

〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 若干、記録がございませんけども、私の記憶の中では７月１５日、県知事と、それから４市

の市長さん方、境川地区のごみ処理場建設に伴います要望活動を行いました。その中で八千蔵

地域のこの件についても要望してございます。事務レベルのお話でございますけども、８月１２日

に県の森林環境部、環境整備課へ行ってまいりました。このストックヤードに関わる内容等々、

国の状況等も確認をしてまいりました。ただ、その時点では国の状況が、これから概算要求、

５月末に入っても困りますので、来年度予算要求がされるのかどうかということはこの時点で

は不明でございます。現時点においても不明であります。等々の協議を県とも進めております。

これから事業を進捗するにしたがいまして、県の関係部局と詰めも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） 
 堀内文藏君。 

〇１０番議員（堀内文藏君） 
 この件につきましては、地元住民は長年の懸案であった地域整備事業であります。先の見通

しが出てきたということで、事業進展を大いに期待しておりますので、よろしくお願いいたし

ます。 
 次の質問に入ります。リニア関係に入ります。 
 鉄道運輸機構、山梨県、またＪＡふえふきと協定を結び日陰が農作物の生育にあたる影響調

査を平成２２年度より３年間、調査を行っているとのことでございますけども、リニアの高架

線が完成するまでには、まだおそらく１、２年かかると思います。そうしますと、その後の影

響調査がより大事になる。日陰が多くなるということであると思いますが、調査は２４年前で

終わりなのか。その後の数年間の調査により、その比較を見ながら日陰対策をしていくのか。

できましたら、これから数年間先までぜひ、その期間を延ばしていただきたいと、そんなふう

に思いますけども、市の調査延長に対して働きかけはどうなのか、伺います。 
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〇議長（小林始君） 
 なお、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。 
 佐藤建設部長。 

〇建設部長（佐藤貞雄君） 
 ただいまの堀内議員の再質問でありますけども、日照不足による果樹への影響調査を、今、

ご質問のとおり２２年から２４年の３カ年にやる予定でおりますけども、この件につきまして

は鉄道運輸機構の見解としまして、ここで報告させていただきますけども、今、堀内議員が申

されたとおり、高架橋の仮設工事が遅れております。こういった状況でありますので、今の状

態で２４年度に締めるということになりますと、満足な調査結果が得られない、瑕疵が生じま

すので、当然、この点については機構側も承知しておりますので、山梨県ならびにＪＡふえふ

きとのそういったご指導をいただきながら、調査期間については適切な設定を組み直すという、

そういったことも考えているということを聞いておりますので、市としましても、こういった

機構側の見解が履行できますよう、私たちも地元の皆さんに支援をしていく形で進めていきた

いと思います。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 堀内文藏君。 

〇１０番議員（堀内文藏君） 
 リニアの駅舎として計画していた県の残土埋立地は、２０ヘクタールという広大な広さを持

つと聞きます。今後、境川地区の地域開発を含め、笛吹市の発展のためにもこれから大きな課

題になってくると思いますけども、市長はこれからの構想があるか、そのへんを市長から答弁

をお願いいたします。 
〇議長（小林始君） 

 荻野市長。 
〇市長（荻野正直君） 

 境川の今現在、残土捨て場でありますけども、これについては、先ほどもお話がありました

ように、駅舎の一部として活用できればというふうなことで、駅の誘致を進めてまいりました

けども、それが適いませんでした。 
 なおかつ、いわゆる埋め立てを始める当初は聞くところによると、あそこは住宅の分譲にと

か、いくつか案があったようでございますけども、現在はこうした経済状況の中で、今のとこ

ろ白紙の状態であります。 
〇議長（小林始君） 

 堀内文藏君。 
〇１０番議員（堀内文藏君） 

 この件については、あくまでも県有地ということではありますけども、場所は笛吹というこ

とで、ここがどういうふうに活用されるかによって、笛吹市の今後の開発、また笛吹市の発展

のためにも相当、寄与することになろうかと思いますけども、ぜひ市長も関心を強めながら、

いいものを導入してくるよう努力をお願いしたいと、そんなふうに思います。 
 実際、リニアの工事も進んでおりますが、現実に飲料水を毎日、３トンタンクローリーで１０台
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以上、運んで急場をしのんでいる地域もございます。また、なくなった水は元には戻りません。

地元住民と市とＪＲ、鉄道機構との話し合いに今後の地域の将来がかかっていると思います。

ぜひ市の強力な指導力が発揮され、地元民が安心して暮らせるような地域を残していただきた

いと期待しておりますので、ぜひよろしくお願いいたしまして私の代表質問を終わります。あ

りがとうございました。 
〇議長（小林始君） 

 以上で、新和会の代表質問を終わります。 
 続いて、市民派クラブの代表質問を行います。 
 野澤今朝幸君。 

〇３番議員（野澤今朝幸君） 
 市民派クラブの野澤今朝幸です。 
 議長の許可を得ましたので、通告に沿って市民派クラブを代表して質問いたします。 
 ２１世紀に入ってすでに１１年と時代は進展している中で、新たな行政課題が今後の市民生

活のあり方を大きく左右する、そのような喫緊なものとして浮上してきています。その中で、

とりわけ地域主権社会の確立、財政の健全化、少子高齢化への対処、この３つの行政課題はそ

の背景に社会構造の変化を伴っているだけに、抜本的で長期的な対応が今後強く求められると

いえるでしょう。市民派クラブの今回の代表質問では、この時代が要請する喫緊な行政課題で

ある地域主権社会の確立、財政の健全化、少子高齢化への対処に関わるいくつかの具体的な提

案、それも制度設計にかかる提案をいたしたいと思います。それに対する執行当局の考え方を

お聞かせください。 
 まず地域主権社会の確立に関わる提案でありますが、申し上げるまでもなく、中央集権国家

社会、すでに歴史的な役割を終え、歴史から退場を余儀なくされ、地域主権社会がそれにとっ

てかわるものとして、ほぼ確定しているというふうに考えてよかろうと思います。 
 今後はそれぞれの実態に合って、この地域主権社会の確立の具合によって、市民への行政サー

ビスの水準、生活の満足度、そういうものが大きく左右されるであろう、そういう大きな決定

要因になるというふうに考えるのは容易であろうかと思います。 
 そこで第１の提案でありますが、それは自治基本条例を制定してはどうかという提案であり

ます。全国では例えば千葉県の我孫子市の先進的な事例を見るように、かなり多くの自治体が

すでに自治基本条例を制定することによって、住民自治を中心に据え、市民と行政と議会との

新たな関係のルールづくり、ルール化をすることによって、地域主権社会の確立に動き出して

います。 
 執行当局は、まさに時代の要請であるこの自治基本条例制定についてどのように考えている

か、そのお考えを伺いたいと思います。 
 地域主権社会の確立に関わる２つ目の提案ですが、それは本・支所機能の見直しをするべき

ではないかという提案であります。 
 具体的にいいますと権限、予算、人材が集中しすぎており、言ってみれば小さな中央主権国

家になってしまっているんではないか。このことが、これからの地域主権社会を確立していく

上で、この阻止要因になっていくというふうに考えられます。 
 合併後、旧町村のそれぞれにおいて活力はかなりそがれ、住民からもこのことへの不満の声

が聞かれています。執行当局にもそのような声が届いているのではないかというふうに思いま
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す。これからはむしろ支所の機能、権限、予算、人材を拡張し、旧町村ごとのそれぞれの特色

のある地域づくりを展開できるようにし、相互に切磋琢磨するような関係、こういう関係の構

築が必要ではなかろうかと考えます。そういう中ではじめて市民の住民自治、主体性が引き出

されるのではなかろうかと。そういう意味から、市民の主体性に支えられた地域主権社会を確

立していく上で、今の笛吹市にとっては本・支所機能の見直しがどうしても必要であろうとい

うふうに思いますが、執行当局の考え方をお聞きします。 
 次に財政健全化に関わり、２つの提案をいたします。 
 まず第１は、公共施設白書を作成したらどうかという提案であります。 
 財政の健全化にとっては、歳入の問題と歳出の問題がありますけれど、歳入は昨今の国際情

勢、国内情勢、あるいは震災等によって非常に不確かなものであります。そういう中にあるだ

けに歳出の計画、長期的計画は不可欠であります。とりわけ公共施設に関わる歳出計画は、そ

の予算規模が非常に大きいだけに重要不可欠であろうかと思います。 
 その計画を立てるには、スポーツ文化施設はもとより道路、下水道、上水道などライフライ

ンに至るまで、それぞれ１件１件の施設の現状と今後に関わるデータ、そういうものをしっか

り把握していかなければならないと思います。そのためにはいわゆる施設公共白書、これを作

成し、一覧のもとにふせるようにしなければならないかと思います。これも非常に喫緊な課題

であろうかというふうに思いますので、当局の考え方を伺いたいと思います。 
 財政健全化に関わる、もう１つの提案でありますけども、それは総合計画の策定時期等、計

画期間を見直しすべきではないかという提案であります。財政の健全化を図っていくには、何

よりも行政は計画的であらなければなりません。その中心は言うまでもなく、総合計画が担っ

ているわけです。 
 ところで市長の選挙は笛吹市にあっても、ますますマニフェスト型、つまり公約型の選挙に

なっていく。これは全国どこでも見られる状況かと思います。市長選の候補者のマニフェスト

の内容が、総合計画の内容の引き移しというようなことは、普通考えられないわけです。むし

ろ独自性を出すために新規の事業や施策を打ち出してくるのがマニフェストの選挙かと思いま

す。そうすると、必ずと言っていいほど、かなりの高い確率で総合計画とマニフェストが齟齬

を来たすというようなことになるわけです。それを今後、解消していくには市長の選挙時期と

任期期間、これは動かすことができませんので、総合計画の策定時期、そして計画期間、これ

を市長の選挙、任期に併せて見直していったらどうかという提案であります。 
 最後に少子高齢化への対処に関わる提案でありますが、それは団塊世代に関わる提案であり

ます。団塊世代、いわゆる昭和２２年、２３年、２４年、この世代を団塊世代というわけです

けども、これは圧倒的に厚い層で、今、いわゆるほとんどの人が会社人だったと思いますけど

も、勤め人から地域社会での生活が中心になる、いわゆる地域人へと移ってきています。これ

は大きな変動かと思います。その団塊世代の方々が地域社会の中で、どれだけ生き生き暮らせ

るか。これは団塊世代に関わるだけでなく、今後の市全体の将来像にも関わる大きな要因であ

ろうかというふうに思います。 
 そういうわけで、団塊世代を単に福祉の対象とかそういう狭い視点からでなく、もちろん福

祉は中心になろうかと思います。そういう中で今後の雇用の問題、それに関わる地域のコミュ

ニティビジネスの創生、あるいは人によっては農業後継者というような問題も出ようかと思い

ます。また社会への貢献、社会参加、ボランティア、あるいは生涯教育、生涯スポーツ、こう
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いうふうに非常に広い分野に関わると思いますので、これはトータルな対応が必要かと思いま

すので、部局横断的なプロジェクト等を組む中で対応していくことが必要かと思います。 
 以上５点についての、提案についての執行当局の考え方を伺いたいと思います。 

〇議長（小林始君） 
 当局の答弁を求めます。 
 市長、荻野正直君。 

〇市長（荻野正直君） 
 市民派クラブ、野澤今朝幸議員の代表質問にお答えいたします。 
 はじめに自治基本条例の制定についてでありますが、自治基本条例につきましては地方分権

の進展に伴い、自治の基本原理、市民の権利、市民や市議会、市長、市職員の役割や責任、行

政運営の基本原則、市民参加や協働のための原則等を定めた自治体の憲法ともいわれるもので

あります。 
 ２０００年４月に施行された地方分権一括法に伴い、地域のことは地域で決めるという自己

決定・自己責任のもと、地域の実情に合った独自の政策をつくる必要があることから全国的に

広がり、平成２２年度末で１９８の自治体で施行されている状況であります。自治基本条例に

つきましては市民の自治意識を醸成し、一体的なまちづくりを進めるにあたり有効な方策であ

ると考えますが、条例の制定は今後の課題とさせていただきます。 
 次に本・支所機能の見直しについてでありますが、地域主権の進行により地方自治体の役割

は重要性をさらに増しておりますけれど、地域の課題処理のためには本庁・支所ともに協力し

ながら対応していくことは言うまでもありません。 
 今後も現在の本庁・支所機能のバランスをとりながら、地域振興・住民サービスの向上を図っ

てまいります。併せて行財政改革を推進しておりますので、本庁・支所とも効率的・機能的な

親しみやすい市役所を目指して、組織の見直しも行ってまいります。 
 次に公共施設白書の作成について、お答えいたします。 
 現在、地方自治体においては、財政健全化法の施行、公会計改革などにより自治体全体の財

務情報の把握が求められております。また、このような状況下にあって、自治体が保有する公

共施設の管理・再編整理を進めるにあたっては、まず保有する施設それぞれの現状を把握・検

証した上で、施設全体の方向性に結びつけていく必要がございます。 
 本市においては、平成２１年から２２年度にかけて経済危機対策臨時交付金事業を利用し、

公有財産台帳システムを整備いたしました。これにより、土地および建物の財産情報と財産評

価の管理が容易なものとなりますが、平成２３年度はこの台帳データをもとに老朽化や利用の

状況および将来に向けての維持管理費を含むトータルコストなど、施設ごとの詳細なデータ作

成の準備を進めております。 
 施設ごとのコスト情報を把握することで、公共施設全体の維持管理にかかる将来コストを予

測し、財政計画に基づいた中長期的な施設の維持管理計画の策定につながってまいります。こ

のように、本市においても近い将来、公共施設の改築・改修などの費用が集中的に発生し、市

の財政に大きな負担とならないよう、公共施設白書などの作成も視野に入れながら、公共施設

の管理・再編整理に向けた取り組みを進めております。 
 今後、取り組みの進捗にあたり、第一次総合計画や都市計画マスタープラン等の長期計画に

基づき、費用対効果、公共関与のあり方などについても十分検証を行う中で、市全体での公共
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施設のあるべき姿を検討していきたいと考えております。 
 次に総合計画の見直しについてでありますが、平成２０年３月に策定した第一次笛吹市総合

計画につきましては、１０年後の将来像を見据えた中で基本理念やそれを達成するために必要

なまちづくりの方向性を掲げております。 
 また、基本計画につきましては、基本構想で示しました将来像を達成するための施策の展開

方向を示しており、平成２４年度を目標年度とした前期基本計画と平成２９年度を目標年度と

した後期基本計画に分かれております。さらに実施計画では計画期間を３カ年とし、毎年ごと

の事業評価や検証を行いながら、ローリング方式により事業の進行管理を行っております。市

長任期とマニフェストおよび総合計画の計画期間との関係についてでありますが、基本構想で

示した１０年後の将来像実現を目指し、さまざまな施策を展開していることから、市長任期に

かかわらず基本構想自体は変えるものではなく、市政経営において独自性を示し、施策の展開

方向を変更していく場合は、重点施策として基本計画、実施計画の中に反映していくものと考

えております。しかしながら、少子高齢化、グローバル化の時代を迎えるなど、環境の変化が

激しい中、長期の計画を設定することでリスクが高まることも否定できません。 
 地方自治法第２条第４項では市町村は、その事務を処理するに当たっては、議会の議決を経

てその地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を定め、これに即し

て行うようにしなければならないと定められておりましたが、地方自治法の一部を改正する法

律において、基本構想策定の義務づけを廃止することが国会で可決されたところです。つきま

しては、今後の状況を確認する中で対応を進めてまいりたいと思います。 
 次に、団塊世代へのトータルな対応についてお答えいたします。 
 ご存じのとおり、団塊の世代とは戦後のベビーブームに生まれた世代の皆さまの総称で、こ

の方々が平成１９年度以降、次々と６０歳で定年退職を迎えることになり、企業活動への影響

などが懸念されたことから、社会問題となっていた現象のことであります。こうした方々は、

それまでの会社勤務から定年とともに地域に戻り、ある方は家業を、またある方は新たな仕事

に就くなど、その生活環境が一変されていることと存じます。 
 議員のご質問のよう、こうした方々を地域で生かす方策を行政課題と捉え、なんらかの対策

をとのことでありますが、たしかにこうした皆さまにつきましては、そのお持ちの技術や指導

力など人生の中で最も充実されている時期でもあり、地域社会においても社会的貢献など大い

に期待するものであります。すでにＮＰＯ法人 学びの広場ふえふき、親子ふれあい広場、春

日居町中輪菊愛好会、シルバー体操指導員、ボランティアガイド笛吹など自発的な取り組みの

中で、多くの皆さまに活動いただいているところであります。 
 また、これらの活動については、行政の一部局のみが関わっているものではなく、教育、文

化、福祉、観光など多岐多方面にわたるものであります。行政といたしましては、団塊世代の

皆さまがこれまで培ってこられた経験を地域活動に結びつけていただけるよう、これらの活動

をはじめ、営農支援センターやシルバー人材センターにおいて実施している人材育成および人

材活用のための事業などにも積極的に取り組んでいただけるよう周知を図りながら、今後も引

き続き、部局横断的方法で対応してまいります。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 再質問を行います。 
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 野澤今朝幸君。 
〇３番議員（野澤今朝幸君） 

 ただいま提案しました事柄が、共有できているというふうに認識させていただきました。 
 まず第１の自治基本条例ですけれど、今後の課題というような市長の答弁だったわけですけ

ども、ご存じのように今、今定例会にあがってきています男女共同参画推進条例ですか、こう

いう形であがってきていますし、議会におきましても議会基本条例ということで、今、制定に

向けて、まだ緒についたばかりですけども始めています。 
 そういう中で、最終的には市長が今、申したように、これは市の憲法でありますので、それ

を束ねるような形ですので、できるだけ、これはいろんな多様な形がありますけれど、その理

念を共有しなければ、あとでそういうものをつくっても、個々の条例等がバラバラになる可能

性があるので、これはできるだけ早く条例制定への取り組みを進めていただきたいというふう

に思いますけれど、このことに関して、ではもう一度、お願いします。 
〇議長（小林始君） 

 荻野市長。 
〇市長（荻野正直君） 

 今、野澤議員がおっしゃいますように、自治基本条例につきましては全市的な体制ができな

い限り、私はこれはいわゆる極端な形で進めるべきではないというふうに思っております。全

国で１９８の自治体がすでに施行しているわけでありますけども、私の知る範囲のいくつかの

市においては、いわゆる名目だけでつくって、それが実際に活用されていないというふうなお

話も伺っておりますし、しかしそういう自治体に限って、この自治基本条例をつくるにあたっ

ては多額の費用をかけているわけであります。 
 したがいまして、やはり市民と市役所、一体となった形でその機運をどう盛り上げていくか

が、今、私ども市役所に課せられた使命だと私は思っております。そんな形で時間はかかるか

もしれませんけども、これに向かって前進をしていきたいと思っております。 
〇議長（小林始君） 

 野澤今朝幸君。 
〇３番議員（野澤今朝幸君） 

 全市的な体制と、これはなかなか、ではいつになったらということもあるかと思います。難

しいかと思います。ただ考え方によっては、戦後の日本国憲法が国民主権、戦争の放棄、そし

て基本的人権の尊重ということを掲げることによって、戦後がリードされたように、やはりそ

ういう理念を掲げる中で進めていくという方法もあるわけで、なかなかふつふつと醸成されて

からというようなことの方法論というのが、果たしていいのかどうか。そのへんも再度まだ検

討していただきたいと思います。 
 あまり時間がありませんので、あと４番目に言いました総合計画の策定時期と計画期間です

けれど、今回も市で問題になっている多目的ホールの問題、これはたしかに市長が今回の選挙

に出られるときに、公約として多目的施設というふうな形で公約に謳ってあります。それが私

の具体的な考え方は、市長選のあと半年か１年で総合計画を見直すというふうな形。そして、

計画期間を４年間にすると、そういうような形にして、素早く市長候補が市長になった場合の

公約を取り入れる。それはもちろん議会の議論も必要ですけれど、そういうような形で市民に

おけるいろんな混乱を避けることができるんではないかと。今後、ますますマニフェスト選挙
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に重点が置かれるような形になればなるほど、この問題は抜き差しならぬというような形で毎

回出てくるというふうに思いますので、もう一度、これは経営政策部長のほうが詳しいかもし

れませんけども、答えられたら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） 

 野澤議員のご指摘のとおり、これまでも市長任期と、それから市の長期計画、中期計画等と

バッティングする部分についての指摘が学者の間で指摘をされております。ここの部分につき

まして、行政的にどうするということが大変難しい部分がありますけども、市長答弁いたしま

したように、地方自治法２条の中の基本構想については、義務づけが撤廃されてきました。併

せまして、これからの長期計画のあり方でありますけども、その撤廃を受けまして中期的な計

画をするのか、長期的な計画をするのか、あるいは市長任期で合わせるのかと。それについて

は研究・検討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） 

 野澤今朝幸君。 
〇３番議員（野澤今朝幸君） 

 私の今回の提案は、制度設計に関わるような提案です。こういうことも今の時代の節目にあ

りますので、十分、執行当局は考えて行政を進めていっていただきたいというふうに思います。 
 以上で終わります。 

〇議長（小林始君） 
 答弁はよろしいですか。 
 （はい。の声） 
 以上で、市民派クラブの代表質問を終わります。 
 これをもちまして、代表質問を終わります。 
 本日の議事は、すべて終了いたしました。 
 明日の８日は、午前１０時から再開をいたします。 
 本日は、これにて散会いたします。 
 ご苦労さまでした。 

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

散会  午後 ５時２０分 
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再開  午前 ９時５７分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小林始君） 

 おはようございます。 
 ただいまの出席議員は２４名であります。 
 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 
 本日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。 
 １４番議員 寳修君より早退の届が提出され、これを許可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、７名から１３問の通告がありました。 
 質問は、通告順に行います。 
 なお、関連質問については、申し合わせのとおり同一会派のみ５分とし、通告者の質問がす

べて終了したのちとなりますので、ご了承を願います。 
 それでは１番、網倉正治君。 

〇１番議員（網倉正治君） 
 笛政クラブの網倉です。議長の許可をいただきましたので、発言をさせていただきます。 
 このたびの紀伊半島に上陸した台風１２号により、記録的な豪雨によりお亡くなりになられ

ました皆さまのご冥福をお祈り申し上げます。また、被害を受けられた方々に心よりお見舞い

を申し上げます。 
 一般質問に入ります。 
 市民サービスの向上に向けた情報通信技術、ＩＣＴを駆使した電子市役所構築事業にどのよ

うに取り組むのか。 
 市では情報通信技術、ＩＣＴを駆使した親しみやすい機能的な市役所実現に向けて行政サー

ビスの向上と効率化を図り、高度情報化社会において市民がＩＣＴの利便性を享受し、快適な

生活が営めるよう、庁内で電子システムの操作研修、新たなシステムの立案・計画等をしなが

ら平成２４年度稼働構築に向けて検討している電子市役所構築事業の内容について、お伺いを

いたします。 
 市が合併してあと１カ月余りで７年になりますが、市では本庁舎南館、福祉センター等が分

散して役所業務を行っております。転入、転出、転居、出生、婚姻などの手続きの際は本庁舎、
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住民課の窓口で受け付けますが、関連する子どもの教育に関することや介護に関する要件につ

いては別館や複数の課の窓口で手続きを行う必要があります。こうした複数の別館や課を往復

しなければできない手続きを１カ所で対応できる、未来を見据えた事務システムづくりを考え

なければなりません。笛吹市窓口業務の利便性確保と市民の視点に立った総合窓口ワンステッ

プ化に向けた検討取り組みについて、お伺いいたします。 
 市では市民の皆さまに情報化享受を進めるために、ＩＣＴの活用やインターネット情報、市

民ニーズのホームページの活用等を促しておりますが、なかなか活用実態が把握できていない

のが実情ではないか。特に高齢者の方や障害のある方々などは、情報が伝わりにくい現状をど

う受け止めておられるのか。そこで市役所情報発信と市民が受け止めているＩＣＴの利便性享

受をどのように把握しているのか、お伺いをいたします。 
 また、笛吹市の住基カードの運用交付は平成１９年から活用がなされ、現在のカード取得者

は住民票、印鑑登録証明書等の交付については市役所ではもちろん、居住している近くのコン

ビニエンスストアでも住民票、印鑑登録証明書が取得できるサービスが行われておりますが、

住民の方々に活用方法の利便性、周知が行き届いていないではないかと思います。住基カード

普及推進のための対策はなされておられるのか、お伺いをいたします。 
 さらに住基カードや市のホームページ利用や個人のインターネット、ホームページからの接

続等、市民の皆さんの個人情報を守るためにコンピューターウイルスの侵入や情報漏洩、情報

の不適正な利用などが行われたときの情報化通信時代における市民の個人情報、外部への漏洩

対策の強化は完全になされているのかをお伺いいたします。 
〇議長（小林始君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、山下総務部長。 

〇総務部長（山下真弥君） 

 網倉正治議員の一般質問にお答えいたします。 
 まず、平成２４年度稼働構築を検討している電子市役所構築事業の内容についてであります

が、まず県内１０市町村で共同化を進めてまいりました財務会計共同化システムの導入がござ

います。共同で機器を調達、データセンターにシステムを構築し、運用することによりまして、

最大のメリットであります割り勘効果と、既存のパッケージソフトに手を加えないノンカスタ

マイズによりまして、合併当時導入した費用と比べましても４割ほど費用を抑えて導入するこ

とができました。 
 この８月から操作研修を行い、現在、練習を兼ねながら平成２３年度予算を打ち込みまして、

平成２４年度当初予算入力に向け準備を進めているところであり、平成２４年４月から運用を

開始する予定であります。 
 次に住民情報系システムでありますが、住民基本台帳法の一部改正によりまして、外国人住

民を適用対象に加え、平成２４年７月の住民票発行に向け、現在、住基システムの改修を行っ

ているところであります。この住民情報系システムには住基システムのほか、税系システム、

総合福祉系システム、健康管理システムがございますが、合併時から導入しているパッケージ

ソフトであるため、すでに本年１０月で丸７年が経過します。 
 来年度には、同じパッケージソフトを利用する自治体がなくなってしまうことに伴い、保守

業者から平成２４年度いっぱいで保守の停止を言い渡されておりまして、このまま本市単独で
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利用し続けますと今後のシステム改修に膨大な費用が想定されることから、現在、住民情報系

システムの更新について、準備を進めているところでございます。 
 なお、住民情報系システムの共同化につきましては、各自治体により更新時期が異なること

から、共同化の導入は時期尚早と考えております。 
 次に、窓口業務の利便性確保とワンストップ化に向けた取り組みについてであります。 
 窓口サービスといいますと戸籍・住民関係、国民健康保険・国民年金、税関係の業務を指す

ことが一般的でありますが、市民の皆さまが窓口においてサービスを受けるものすべてを窓口

サービスとするならば、教育、福祉・保険、水道、住宅などその取り扱いは非常に広範囲に及

ぶものと考えられます。 
 本市の現状は本庁舎で戸籍・住民関係、国民健康保険・国民年金、税関係の窓口サービスを

行い、その他の業務は南館と保健センターで行っております。複数の用件を済ませようとする

場合にはそれぞれの施設を往復しなければならないという状況であり、市民にとりまして便利

な市役所とはいえません。市民の需要が多く、市民に密着した諸証明の交付や転出入などのラ

イフイベントに関連する届け出にかかる処理を、可能な限り総合的に集約したいと考えており

ます。そこで市民の需要の多い業務を集約し、笛吹市にふさわしい総合窓口化を進めるため、

ワンストップ検討会を立ち上げ、検討を進めております。 
 次に、市の情報発信と市民が受け止めているＩＣＴの利便性享受をどのように把握している

のかについてでありますが、本市では情報公開先進都市を目指し、ＩＣＴの積極的な活用を図

り、住民サービスのさらなる向上に努めてきたところでございます。 
 まず市の公式ホームページですが、アクセスした方が分かりやすいように市政、暮らし、観

光、事業者などに分かれており、制度改正の情報や生活関連情報、イベント情報などを各課と

連携をとりながら、最新の情報を発信できるよう心がけております。 
 昨年度、２千人の市民を対象としたまちづくり基礎調査において、市役所のホームページを

見ている市民の割合を調査しました。全体の２１．３％の方が閲覧しており、年齢階層別に見

ますと７０歳以上の方が３３．５％と最も高く、次に３０代の２７．３％と続いておりました。

平成２１年度と比較しまして、０．４ポイントの増加となっております。 
 市民活動支援の関係では、市内で活動している市民団体のほか行政区や公民館、学校やＰＴ

Ａなど、さまざまな団体のホームページを立ち上げることができ、情報発信や団体同士の情報

交換など、市民活動や地域づくりを活性化するためのツールとして利用できますインターネッ

トポータルサイト「よっちゃばるネット笛吹」を開設しております。 
 次にＩＣＴによる市民サービスの向上を目指し、本市では県および県内全市町村と電子化共

同事業の取り組みに合併時から参加して取り組んでおります。この事業はインターネットを利

用し、県や市町村で運営するやまなし申請・予約ポータルサイト、やまなしくらしネットから

申請や届け出、施設予約などを行うことができます。また、イベントをはじめとした情報の提

供も行っております。 
 その一例としまして、市の職員採用試験の申し込みやふるさと納税の申請が、このやまなし

くらしネットから利用することができるようになっております。そのほかにも、このやまなし

くらしネットでは、市のイベント情報や市役所からのお知らせなどをメールマガジンとして発

信しております。また保育所から保護者向けのメール、児童課から児童保護者向けのメール、

さらには図書館から図書館利用者向けのメールなど、特定の申込者に配信することを検討して
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いるところでもございます。 
 次に、平成１９年６月から運用を開始している証明書自動交付機ですが、甲州市と共同で運

用し、住基カードを利用し、住民票の写しや印鑑証明書の交付が受けられるものであります。

平成２３年３月からは、コンビニエンスストアでの証明書交付を開始しておりまして、より一

層の行政サービス向上を図ってきたところでもございます。 
 また市民の方々がパソコンや携帯電話を使いまして、リアルタイムで雨の雨量が確認できる

よう、市内の雨量を測定する雨量情報システムを構築しておりまして、９月中旬には稼働し、

市民の皆さまにお知らせする予定であります。 
 このように市ではさまざまな方法でＩＣＴの活用を図っておりますが、今後もさらに享受拡

大に向け、積極的に取り組んでまいりたいと考えております。 
 次に住基カードの普及についてでありますが、平成１５年８月から住基ネットワークシステ

ムを利用し、サービスが開始されたものであります。 
 まず、本県の７月末現在の住基カードの交付率は８％で、全国の都道府県の上位から３番目

であります。本市の住基カードの交付枚数は１万８，７３６枚、交付率は２６．３％で、県下

の中で最も高い交付率であり、昨年８月末日ですが、全国の市町村の上位から１４番目であり

ました。 
 本市の取り組みでありますが、平成１９年６月に証明書自動交付機を７台設置しまして、住

基カードの無料交付や写真付きカード希望者への無料撮影サービスを行い、住基カードを取得

しやすい環境づくりに努めてまいりました。 
 また、この３月からは総務省所管の財団法人 地方自治情報センターの支援事業を受けまし

て、県内では本市をはじめ５市１町がコンビニエンスストアでの証明書交付をスタートいたし

ました。さらにこの１０月からは市立図書館をはじめ、県立図書館でも図書館利用カードとし

て利用できるよう、サービスの拡大を進めております。 
 今後も窓口やイベント会場などでの啓発活動、写真撮影の無料サービス、カードの利用サー

ビスの拡大など普及を図ってまいります。 
 次に市民の個人情報、外部への漏洩対策等の強化についてであります。 
 市では、市の実施機関における個人情報の取り扱いに関する必要な事項を定めることより、

市政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利・利益を保護することを目的としまして、

笛吹市個人情報保護条例および施行規則を制定しております。この規定に基づきまして、日ご

ろから職員は保有個人情報の漏洩、滅失または毀損の防止に注意し、適切な管理および運営に

努めております。 
 なお、個人情報を含む業務の委託業者や指定管理者につきましても、当該条例等の準用を適

用しています。 
 情報ネットワークにおける情報の漏洩対策等については、業務系システムは外部からの接続

をできなくするなど、セキュリティを強化しているところでもあります。また、内部組織とし

て情報セキュリティ委員会を設置しまして、情報セキュリティポリシーの策定・見直しおよび

市における情報セキュリティに関し広く検討・協議を行うとともに、その検証のために外部監

査、内部監査も実施しているところでございます。これらの取り組みを通じまして、情報ネッ

トワークの安全性および信頼性の確保、効率的な行政運用を行っているところでございます。 
 以上、答弁とさせていただきます。 
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〇議長（小林始君） 
 再質問を行います。 
 網倉正治君。 

〇１番議員（網倉正治君） 
 答弁ありがとうございました。再質問をいたします。 
 先ほどの答弁で、市民サービス、電子自治体の取り組みとして、新たな住民情報系システム

の導入をする予定だが、税システム、福祉システム、健康システム等、庁舎内での定形的事務

処理効率化だけではなく、庁舎事務方と市民とのコミュニケーションがとれるような、先進的

なシステム事業を取り入れた取り組みの考えはあるのかをお伺いいたします。 
〇議長（小林始君） 

 山下総務部長。 

〇総務部長（山下真弥君） 

 総合窓口の関係につきまして、今、検討委員会を立ち上げまして検討をしているところでご

ざいます。 
 内容につきましては、市民の方がワンストップで手続きを済ませられるように、またそのこ

とによって、短時間で市役所の事務が済ませられるように検討をしているところでございます

が、その中でどうしてもＩＴを使ってやらなければならない業務が多数あると思います。ご指

摘のことでございますけども、今までは申請書類を市民の方が窓口で書いて、それを職員に渡

して、そこから事務がスタートするということでございますけども、今、検討しているのはそ

のこともありますけども、さらにはもう一歩踏み込んで、市民の方と職員が直接、市民の方か

らどんな御用ですかという形で聞き取って、事務をスタートさせるということも今、視野に入

れながら検討を始めていきたいと考えております。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 網倉正治君。 

〇１番議員（網倉正治君） 
 どうしても今まで、職員キャリアだけで、そのコンピューターとかパソコンのことが進んで

いるようでありますが、庁舎情報システムを高齢者、市民にもゆったりと分かりやすく、そし

て受け入れられるような取り組みについては、いかがでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 池田経営政策部長。 
〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 庁舎の情報公開システム、高齢者や市民にもっと分かりやすい事業ができるように考えてい

ないかというお話でございますけども、現在、戸籍住民課関係に証明書の自動交付機を置いて

おります。実のところ若干、手狭な状況の中で活用していただいております。今、総務部長が

答弁いたしましたように、庁舎の耐震化と併せまして、総合窓口化を図ってまいりますけども、

なるべくゆったりとしたフロアの中で、市民の皆さまに分かりやすい利用ができるような取り

組みを進めていき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） 

 網倉正治君。 
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〇１番議員（網倉正治君） 
 本庁舎の窓口サービスについて、複数の要件を満たす場合に本庁舎と南館等を往復しなけれ

ばならない現状をいち早く解消しないと、今後、先進的な他の市町村に遅れをとるではないか

と危惧しているところであります。 
 ただいま、池田部長より答弁がありましたが、本庁舎耐震改修建築に伴い、南館も改装して

笛吹市窓口ワンストップ化を進めるために、広くてゆったりとしたフロアや駐車場の新設等の

計画を検討しているようでございますが、その内容について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） 

 本庁舎の耐震化に併せまして、ワンストップサービスの実現はどうかということでございま

すが、もう少し詳しく説明をさせていただきます。 
 まず、そもそも本庁舎の耐震化工事をする中で挙がってきた問題が、先ほどの市民の不便さ

をいかに解消するか。事務組織の改革、改善を念頭に入れて、耐震化を進めようということが

最初から検討をされてきております。 
 まず住民系サービスの内容は、南館と保健福祉センター、この２つの集約をまずしていくと。

今、本庁舎に分かれているものを南館とセンターに集約すると。さらに、その中で住民系のサー

ビスを、ＩＴを使ってさらにワンストップに近づけていく。先ほど少し申し上げましたけども、

転入・転出で来られた市民の方が１回に１つの窓口でその手続きが終われるように、ＩＴを駆

使してやっていく。どうしても、それではできない相談ごと等がございます。その場合には保

健センターに行っていただく。あるいは教育委員会に行っていただくというような関係になろ

うかと思います。具体的には、これから事務組織の改革、あるいはＩＴを使った業務の改善等

を検討しながら、できる限り市民の皆さまに利便性の高い市役所づくりに努めてまいりたいと

思います。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 網倉正治君。 

〇１番議員（網倉正治君） 
 どのようなフロアを考えているのか。例えば、今度は南館のほうへでもフロアをつくるのか。

ちょっと簡単に。 
〇議長（小林始君） 

 山下総務部長。 

〇総務部長（山下真弥君） 

 具体的にフロアは、どんなフロアになるのかということなんですが、現在、本庁の１階で業

務をしている戸籍住民、それから国保税金、収税、それぞれの住民サービスに近いもの、住民

サービスに含まれるものを南館の２階部分、今、公営企業部と建設部があるところですが、こ

こに集約をしたいと。そこでワンストップにしたいものをやっていきたいと考えております。

したがいまして、今、２階にいる公営企業を４階のほうに移していきたいと考えております。 
 以上です。 
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〇議長（小林始君） 
 網倉正治君。 

〇１番議員（網倉正治君） 
 ありがとうございました。 
 それから先ほども答弁がありましたが、窓口へ来た住民がいくつもの書類を自分で書かなく

ても済む、時間もかからず、よい印象を受けた、そんな独自性のある新しい提案と貢献ができ

る市役所窓口計画については、いかがですか。 
〇議長（小林始君） 

 山下総務部長。 

〇総務部長（山下真弥君） 

 申請書の件でございますけども、現在も複写の書類で引っ越し、転入・転出の手続きが済ん

でおります。その複写の書類を各窓口へまわっていくという格好になるわけでございますけど

も、これからの電子自治体を考えますと、もう一歩踏み込んだ形での取り組みも全国的には進

んでいるようでございます。具体的に申し上げますと、窓口に来たお客さまに対して、どんな

御用ですかということで聞き取りをしながら、住所と名前と業務内容等を職員が聞き取りをし

ましてパソコンに打ち込みます。それが各関係の業務のほうに連絡をされまして、それぞれの

担当で業務をして、業務が済みましたという連絡が最初の窓口にいきます。そこでお客さまに

連絡を通じて処理が終わるというようなこともあるようでございます。これが笛吹市でできる

かどうか。ＩＴの関係、それから費用の関係、あるいはフロアの広さの問題等々、検討課題が

たくさんあろうかと思いますけども、検討をしながらできる限り進めていきたいと考えており

ます。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 網倉正治君。 

〇１番議員（網倉正治君） 
 急速に進展している情報化通信技術社会において、次世代を担う学校教育での児童生徒への

パソコンや電子機器などの活用状況について、併せて小学校で電子黒板を使用して授業をして

おりますが、その利用状況等も伺いたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 仲澤教育部長。 
〇教育部長（仲澤和朗君） 

 教育委員会では、議員のご質問のパソコンの整備につきましては、平成２１年度から国の交

付金、経済対策事業を取り入れまして、３カ年計画で整備を始めさせていただきました。公務

用パソコンといたしまして、教職員に１人１台パソコンの整備をさせていただきまして、セキュ

リティの高いシンクライアントパソコン５６０台からの配備をいたしまして、教職員が教務用

事務、または教材用事務といたしまして、それぞれの机の上で活用させていただいております。

この１人１台パソコンにつきましては、学校の先生方も非常に喜んでおられるということで、

私どもも大変よい事業だったなと思っております。 
 それから教育用パソコンといたしまして、子どもたちのために、同じように２１年度から３カ

年計画で整備いたしました。当初は小学校から整備をいたしまして、この夏休みに中学校に



 １１４ 

２０５台を整備させていただきました。３年計画で３年でございましたけども、すべての学校

に整備されてまいりまして、小中学校合わせて７２０台からのパソコンの整備をさせていただ

いたところであります。子どもたちもそのパソコン教室を使って、情報のことにつきまして勉

強に励んでいただいております。 
 また電子黒板も同様に全校に設置させていただきました。電子黒板５０インチの電子黒板で

ございますけども、電子黒板につきましては今の子どもは非常に動画的で、画面からのものを

捉えるのに大変優れているということを聞いております。そんなこともございまして、外国語

学習や社会科、それから総合学習等を併せまして、それぞれの担任の指導によりまして活用し

ていただいております。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 網倉正治君。 

〇１番議員（網倉正治君） 
 総合窓口ワンストップ化を進めるために、時代に即応した情報通信機器やインターネットの

利用状況とか、情報や通信施策に関わる市民ニーズ等、住民アンケート調査を行う考えについ

てお伺いします。 
〇議長（小林始君） 

 池田経営政策部長。 
〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 現在、市民の皆さんの満足度調査ということで、毎年年度末に調査を行っております。対象

者２千名でございますけども、２千名というサンプルは大変誤差の少ないサンプル数でござい

まして、実際の回答率が１千人程度でございますから、若干誤差が出てまいりますけども、そ

の調査に基づきまして、いろんな政策展開、もしくは行政評価の資料として役立たせていると

いう状況です。電子自治体構築事業につきましても、その調査の中へ入れまして、これから対

応してまいりたいというふうに考えております。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 網倉正治君。 

〇１番議員（網倉正治君） 
 住基カードを使い、コンビニエンスストア等で証明書発行を受けた際に市民が心配されるセ

キュリティ対策はどのようになっているか、お伺いしたいと思います。 
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） 

 網倉議員の再質問にお答えをいたします。 
 コンビニでのセキュリティでございますが、コンビニ事業者の専用回線を使用させていただ

いておりまして、第三者からのアクセスにつきましては排除をすることにしております。また

証明書自体には、表と裏に偽造改ざん防止の対策を施すセキュリティ対策をしております。ま

た、高齢者が証明書の盗難等の被害に遭わないよう、コンビニの端末機に画面、あるいは音声

で取り忘れがないように対策も施しておりますし、また万一、誤印刷をしてしまったという場
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合にはシュレッダー等で裁断するなどのセキュリティも施しているという状況でございます。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 網倉正治君。 

〇１番議員（網倉正治君） 
 次の質問に入ります。 
 災害はいつくるか分かりません。自然災害の軽減には災害予防、災害応急対策、災害復旧・

復興の３段階の防災対策が必要になります。そのために市では笛吹市地域防災計画を策定して、

市民の生命安全・安心を守っておりますが、近年は対策計画想定外の災害等が発生いたしてお

ります。改めて笛吹市災害時のライフライン確保と復旧・復興計画整備について、大規模地震、

ゲリラ集中豪雨等、自然災害の予想はなかなか難しいとは思いますが、過去の教訓を生かし、

避難・救助をはじめ物資の供給や諸施設の復旧等、広範囲な応急対策活動を実施するために、

非常事態に対応した交通等の防災対策を早急に行う必要がございます。 
 そこで市内の主道路、川、橋などの平常時におけるライフラインの点検・検査状況について、

併せて災害発生時のライフライン確保と復旧・計画整備の取り組みはどのように進んでいるの

か、お伺いします。 
 また市内を流れる主河川、笛吹川、濁川、平等川、日川、境川が想定を超える降雨が発生し

た場合、支流でも同時に氾濫の危険が予想されます。ついては、まだ水防体制が整備されてい

ない川があるのか。また、それに対処する主要河川の支流における防災対策はどのようになさ

れておられるのか。 
 ２つ目に災害が起きた場合、市民生活を守るために一番大事になるのが、飲料水の確保でご

ざいます。そして下水道処理の問題と考えております。市の災害時を想定した上水道給水確保

状況、下水処理状況はどのように取り組んでおるのか。 
 ３つ目に東日本大震災でも問題になったように、災害がもし起きた場合は建物の倒壊が予想

され、さらには大量のガレキも発生し、道路が封鎖状態になります。ライフライン普及にはガ

レキ、ごみの処理も早急に行われなければなりません。本市において、災害時に大量のガレキ、

ごみ等が発生した場合の処理計画について、お伺いをいたします。 
〇議長（小林始君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、山下総務部長。 

〇総務部長（山下真弥君） 

 網倉正治議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに市内の主要道路、川、橋などの平常時および災害発生時におけるライフラインの点

検検査状況についてであります。 
 平常時においては、緊急雇用創出事業の中で臨時職員を雇用しまして、道路・水路等のパト

ロールを実施し、舗装の簡易的な補修については、その場で随時対応しているところでござい

ます。また、パトロールでの対応困難な個所につきましては、維持修繕を委託している業者に

依頼し対応しております。 
 災害時においては道路機能をいち早く復旧するために、笛吹市沿岸建設安全推進協議会と公

共土木施設等の緊急対策業務に関する協定を締結しまして、アクセス道路の確保を図ってまい
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ります。 
 次に主要河川の支流における防災対策についてでありますが、最近ではゲリラ豪雨と呼ばれ

る突然の局地的な集中豪雨による急激な小河川の氾濫などが懸念されております。小河川の氾

濫には主要河川からの取り入れ口に設置してあります樋門の閉鎖や土嚢用の資材の配布などで、

事前の対応を図っております。また、消防団に地域の見回りを実施していただくとともに、必

要個所には土嚢を積むなどの対応をしております。 
 次に災害時を想定した上水道給水確保状況、下水処理計画についてであります。 
 まず上水道給水確保状況でございますが、笛吹市内において緊急遮断弁が付いた耐震性配水

池は１８カ所、飲料水兼用の耐震性貯水槽が８カ所設置してあります。大規模な地震が発生し、

水道管に被害が出た場合、緊急遮断弁が閉じまして約２万３千トンの飲料水が確保できること

になっております。確保した飲料水を給水車により避難所等へ給水する計画でおります。また、

災害発生時には応急給水と合わせて、水源の確保が優先すべきことと考えております。 
 次に下水処理計画についてでございますが、下水道は生活に欠かすことのできない公共施設

であり、災害が発生し施設が被災した場合、市民生活に甚大な影響を及ぼすものであるため、

迅速かつ的確に対応しなければなりません。そのため、被災後の速やかな対応が可能となるよ

う下水道施設の緊急調査、緊急措置等についてのマニュアルを定めておりまして、県および近

隣市町村と連携を図りながら対応することとなっております。 
 まず、被災後の下水道施設の状況確認については、緊急輸送道路等の重要な施設から実施い

たします。緊急輸送道路等の確保はライフラインの確保にとって一番重要なことであり、地震

によりマンホールが浮上しますと車両が通行できなくなり、復旧作業に支障が生じることにな

ります。そのための公共下水道総合地震対策計画を平成２１年度に策定しており、今年度より

国道２０号等、第１次緊急輸送路に布設されている施設の機能確保、市役所および市の中心部

にある重要な防災拠点となる石和南小学校の２施設の機能確保を行うなど、マンホールに対す

る地震対策事業を実施しております。 
 その他施設につきましても、被災から本復旧までの工期等に基づき、応急復旧の必要性を判

断した上で、応急復旧が必要な場合はその優先順位および復旧水準を定め、適切な工法を選定

し、国、県および関係機関と打ち合わせを行った上で復旧工事を行う予定となっております。 
 次に災害時の大量のガレキ、ごみ等の処理計画についてであります。 
 大規模な地震や水害による災害時には、ガレキ等の廃棄物の発生量は大量である上、交通の

途絶等に伴い、ごみの収集運搬および処理を行うことが困難になることが考えられます。こう

した状況を想定すると、災害に遭った建物からのガレキや避難所からのごみ問題等に対して、

十分な対策を講じておく必要がございます。 
 本市における災害時の廃棄物の処理につきましては、笛吹市地域防災計画や笛吹市ハザード

マップに基づく災害時の廃棄物処理計画によりまして、そこで想定される地震および水害に対

する事前の体制整備を中心に、住民・事業者・行政の連携により廃棄物の円滑な収集運搬およ

び処理を適切に行い、環境衛生の保全と早期復興を図ることとしております。災害時に発生す

るガレキ等の処理方針といたしましては、環境衛生の保全に対する観点から地域の被災状況を

考慮し、迅速かつ柔軟にガレキ等の撤去、収集運搬および処理を進めてまいります。ガレキ等

の排出場所につきましても、被災地の実情に応じて処理量を調整し、収集運搬および処理を円

滑に行うため一次的な集積場所や仮置場を定め、計画的に対応してまいります。 
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 想定される仮置場の候補地といたしましては、公園、河川敷、スポーツ広場等のグラウンド、

公共施設の駐車場および民間所有の未利用地等を想定しております。また、災害廃棄物による

汚水の流失や地下浸透の防止等、生活環境上の支障を防止できる構造を持つ安心・安全な仮置

場を確保するため、八千蔵・高家地域に災害廃棄物ストックヤードの計画を進めているところ

でございます。 
 処理施設につきましても、現在使用しております甲府環境センター、東山梨環境衛生センター、

青木ヶ原ごみ処理組合大和田清掃センターおよび民間事業所での処理を行うことといたします。

また災害廃棄物であってもリサイクルを念頭に資源循環を優先した処理方法を採用し、市民や

民間事業者等に協力を求め、処理してまいります。 
 今後もこうした処理方針に基づき、変化する地域情勢を考慮し、行政区や事業者に対しまし

て、被災時におけるごみの排出および収集等に関するルールづくりや行動の取り決めなど、災

害時の廃棄物処理計画の適宜見直しを行いながら、対応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） 
 網倉正治君。 

〇１番議員（網倉正治君） 
 大地震が予想される中でのライフライン確保と復旧対策について、新たな震度の想定を見直

した道路、橋等の対策についてはいかがでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 佐藤建設部長。 
〇建設部長（佐藤貞雄君） 

 今の網倉議員の再質問でありますけども、震度を想定した新たな道路整備等の対策というこ

とでありますけども、道路関係につきましてはそういった震度等を想定した道路整備というこ

とでなく、その地盤等、路盤等の強化を図る中で、地質の調査等を行った中で通行する過重等、

そういったものに対して適切な路盤、それから舗装の厚み等。そういったものを考慮した中で

取り組んでおります。また橋梁については、直近の耐震基準に準じた橋梁を整備しております。

特に今、計画がなされております砂原橋の関係でありますけども、これにつきましては当然、

橋梁部分等の地質等の調査を行いまして、その補強等の強化についての確保を図っているとこ

ろでありますけども、特に大正１２年の関東大震災、それから阪神・淡路大震災ですか、こう

いったときの震災時の数字等も参考にしながら、新たな砂原橋の建築については参考にしなが

ら取り組んでおります。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 網倉正治君。 

〇１番議員（網倉正治君） 
 市内においても地域的ではありますが、最近、予期せぬ豪雨が発生しております。今後、温

暖化の影響もあり、想定外のゲリラ豪雨が予想される今、ハザードマップに表せない支川、小

さい川ですね、それから内水等、氾濫が予想される場合、警防指示や地域との警戒態勢、情報

の更新、把握等にどのように努められておるのかお伺いします。 
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〇議長（小林始君） 

 山下総務部長。 

〇総務部長（山下真弥君） 

 ゲリラによる集中豪雨等で小河川の氾濫、これらにどう対応するかということでございます

けども、現在、職員全員が職員防災対応ハンドブック、これを携行して、これに則って行動を

することになっております。 
 まず注意報が出されますと、第一配備ということになりまして、本庁の総務課の消防防災担

当、それから農林土木の担当、建設部の土木担当、それから各支所の現場指揮本部の担当、そ

れぞれ自宅待機等、準備をすることになります。 
 その次に集中豪雨があるような場合には警報が出ますけども、警報につきましては第二配備

ということになります。今、申し上げた職員は基本的に各持ち場について、マニュアルに基づ

いた作業を行うことになります。注意報、警報等につきましては、県防災のほうから各担当に

メールが配信されますので、必ず職員はメールを読むことによって情報を取得できるという格

好になっております。 
 さらに、その上になりますと第三配備ということになりまして、全職員が参集して持ち場に

ついて対応するということになります。それをまとめるのが水防団ということで、笛吹市の水

防団ということになるわけでございますけども、それに欠かすことができないのが消防団の活

動でございます。第一配備から消防団と情報を共有しながら活動することになりますけども、

消防団の見回り、警戒、それから危険個所のチェック等々がございまして、消防団と情報をや

りとりしながら各危険個所、あるいは小河川の氾濫等に対応してきております。 
 ８月にゲリラ豪雨がございましたけども、それらにつきましても消防団の協力を得ながら災

害を最小限に食い止めてきた経過がございます。 
 以上でございます。 

〇議長（小林始君） 
 網倉正治君。 

〇１番議員（網倉正治君） 
 先の答弁で山下部長より、災害時の飲料水の確保は耐震性貯水槽より約２万３千立方メート

ルの飲料水の確保ができるということでございますが、その何人分の飲料水になるのか。また

耐震性貯水槽の設置は、各地域にどのような配置がなされているのか、お伺いします。 
〇議長（小林始君） 

 竹越公営企業部長。 
〇公営企業部長（竹越富男君） 

 網倉正治議員の再質問、貯水槽の地区別状況でございますが、まず緊急遮断弁が設置してあ

ります貯水施設につきましては、コンクリートの円筒形の貯水施設、これはＰＣタンクという

丸いコンクリート製のものです。これとステンレスタンクの２種類に分かれているわけですけ

ども、まず地区別に申し上げますと石和地区に９カ所あります。松本配水池、市部浄水場、川

中島配水池、小石和浄水場、唐柏配水池、四日市場配水池、砂原浄水場、中川配水池、上平井

浄水場、以上９カ所で１万３，３３０トン。御坂地区が上黒駒の第２配水池に１カ所、１，５９０ト

ン。一宮地区については、市之蔵地内の市之蔵排水場と石地内にあります石排水場の２カ所で

２，２００トン。八代地区につきましては竹居地区門林の配水池、岡地内の岡配水池、米倉地
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内の御所配水池、３カ所につきまして２，３５０トン。境川地区につきましては藤垈地内の東

部中央配水池と小黒坂地内２カ所、２，１００トン。春日居地区につきましては下岩崎地内の

北部の排水場に１カ所、１，１７０トン。合計１８カ所で２万２，７４０トン。それから飲料

水兼用の耐震性貯水槽につきましては８カ所。石和地区につきましては４カ所、今井地内の石

和富士見小学校に１００トンの貯水槽。小石和地内のスコレーセンターに６０トン。石和東小

学校に６０トン。石和南小に６０トンの貯水槽、３基。合計４つで２８０トン。一宮地区につ

きましては、末木地内の桃の里公園駐車場２００トン。東原地内、一宮給食センター駐車場に

６０トン。２カ所で１６０トン。八代地区につきましては、北地内に１００トンの貯水槽１基。

春日居地区につきましては桑戸地内の春日居小学校に１００トンの貯水槽、計８基で６４０ト

ン。これを合計しますと約２万３千トンになるわけですけども、この２万３千トンは笛吹市内

で１日の生活用水が２万３千トンです。ただし、これは１００％、水が満杯になった状態です

ので、地震の発生時間によって多少は変化がありますけども、半分にしましても、１０日以上

くらいの、飲料水だけで１人３リットルとなっていますので、大体１０日くらいは十分、飲料

水としては確保できる予定でございます。 
 以上でございます。 

〇議長（小林始君） 
 網倉正治君。 

〇１番議員（網倉正治君） 
 先ほど地震によりマンホールが浮上するのを防止するために、今年より一部マンホールに対

する地震対策事業を実施するようでございますが、内容についてお伺いします。 
〇議長（小林始君） 

 竹越公営企業部長。 
〇公営企業部長（竹越富男君） 

 今年度の下水道の耐震化工事について、液状化に伴います浮上対策について説明させていた

だきます。 
 まず工期につきましては今月の末から来年１月にかけて、場所につきましては石和町の市部

地内。これは平成前に工事をした場所でございます。人工浮上抑制工事を２１カ所、行う予定

でございます。 
 水槽等の中に水が入る仕組みになっております。それによりまして、浮上しないような対策

をとります。 
 それから３カ所ほど、四角のマンホールがあるわけですけども、それは１００キロくらいの

重りを２個から３個、中に入れる方法で耐震化の工事を、予算的には今年度、１千万円でござ

います。これを毎年少しずつ、耐震化の工事を進めていく予定でございます。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 網倉正治君。 

〇１番議員（網倉正治君） 
 ちょっと長くなってすみません。 
 災害時の電源確保のために自然エネルギー電源確保の関心が高まっている今、一般住宅用の

太陽光発電システム設置要望も増えておりますが、支援策の内容がありましたらお願いします。 
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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） 
 網倉議員の再質問にお答えいたします。 
 本市では今、住宅用太陽光の設置に対しまして補助をしております。平成１８年からの事業

でございます。実績は２１年度が６２件。それから２２年度が１８２件。今回、２３年度につ

きましては１８０件の当初予算でありましたけども、もうすでに８月末で１７０件ほどの申請

がございまして、予算が足りなくなっているという現状でございまして、今議会でさらに１８０件

の補正をお願いしております。 
 なお、補助内容につきましては１キロワット当たり３万円の助成で、大体、家庭で付ける場

合には４キロワットでございますので、１０万円が限度という助成をしております。そのほか、

国の補助金も１キロワット４万８千円の助成がございます。今のところ、そういった助成内容

でございます。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 網倉正治君。 

〇１番議員（網倉正治君） 
 答弁、ありがとうございました。 
 笛吹市では東海地震のほか、富士山噴火の被害なども想定されている今、備えあれば憂いな

し、今できる対策は市でしっかりとする。より一層、防災ライフライン対策に取り組むことを

お願いいたしまして、私の質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。 
〇議長（小林始君） 

 以上で、網倉正治君の一般質問を終了いたします。 
 関連質問を許します。 
 前島敏彦君。 

〇２３番議員（前島敏彦君） 
 ただいまの網倉議員の関連をさせていただきますけども、今回の台風１２号によりまして、

土砂災害等もずいぶんクローズアップされたのかなという感がしておりますけども、市内の市

道、また農道等の水路に関しましては、地区要望の中でも一番多いという話も聞いております。

このへんは優先順位をつけて、順次、進めておるようでございますけども、ぜひこれも予算を

とっていただきまして、こういうときのために、やはり少しでもこの要望等を願いたいと思っ

ておりますし、今回、市内にはほとんどの河川が１級河川かと思いますけども、土石に対して

堆積している河川が多いようにも見受けられますし、今、県のほうでも現状、本庁の前ですと

か、大きな川からやっていただいておりますけども、現状あんまり進んでいないのかなという

感じもします。一朝有事の際に、やはりこういった土石が溜まったり、また雑草等の除去等も

周囲の皆さま方のご厚意によりまして、年に一、二度は河川清掃、このへんはやっぱり雑草等

が主でございまして、このへん、雑木も大きな災害になりますと、こういうものが流れ出して、

橋脚に詰まったりということで大きな被害にもなるわけでございます。このへん、県のほうに

どういったことが想定されても、今後、市としてのこのへんの対応についてをできれば、ちょっ

と質問させていただきたいと思います。 
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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） 
 前島議員の関連質問でありますけども、河川におきます土砂の堆積、それから雑草、雑木の

除去、浚渫でありますけども、今、議員ご指摘のとおり、こういった河川の浚渫につきまして

は県のほうに要望書をもって、強力にお願いしております。また、ことあるごとに直接のお願

いもしているような状況であります。こういった河川につきましては、県の担当とも年１回以

上、各河川の状況等を点検・確認しておりまして、特にその浚渫等でかなり高い危険性がある

ようなところについては、県のほうでもその浚渫等、順次、執り行っていただいておりますけ

ども、あまりにもそういった個所が多すぎるのが現状であります。こういったことについては、

特にせき取った土砂等を捨てる場所の確保が、一番の大きな問題になっております。なかなか

こういった場所が見つからないのが今の現状でありますけども、私どもとしましてもそういっ

たせき取った土砂等を捨てる場所の確保、それから県への要望等を今まで以上に強力にお願い

をしながら、これらの問題について対応していただきたいと考えております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 関連質問を続けます。 
 志村直毅君。 

〇２番議員（志村直毅君） 
 では網倉議員の関連質問、私のほうから２点お願いしたいんですが、１点は教育関係、１点

は水防の関係で総務部にお願いします。 
 まず今回の議会に補正であがっておりますＩＣＴ、災害、どちらにもミックスだと思うんで

すけども、安全・安心メール配信、児童生徒の保護者に配信していただくシステム整備という

ことで、非常にこれに関心も高まっているところでありますので、この概要をもう少し説明を

していただきたいということでお願いします。 
 それから２点目について、水防計画を策定していただきまして、非常に水防も訓練を日ごろ

から行っていただいているので関心も高いわけですけども、この中で渋川の排水機施設、これ

については消防団に委託をしているわけですけども、日ごろの運転管理等をですね。これが水

防計画をつくる中で、この中には位置づけとして、排水機施設のことは出てこないということ

で、この点についてはどのように考えればいいのかということをお聞きしたいので、よろしく

お願いいたします。 
〇議長（小林始君） 

 仲澤教育部長。 
〇教育部長（仲澤和朗君） 

 志村議員の関連質問でございますけども、保護者への配信メールについてという内容でござ

いますけども、この配信メールにつきましては当議会に補正予算として計上させていただきま

して、ご審議をいただくわけでございますが、安全・安心メールの配信ということで、教育委

員会、また学校から各保護者の携帯にメールにて配信させていただくということでございます。

活用の方法といたしましては、例えば先般の台風の影響で下校が早まったということもござい

ました。そういったときには、今までは緊急連絡網等で連絡をさせていただきましたけども、
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今度はメールをもって学校から保護者の携帯に配信させていただきまして、その旨を伝えると。

または、登下校時における通学路の不審者情報、または修学旅行の安否情報、または運動会や

学園祭等、雨天等により延期か、また開催かという、危ぶまれるような状況が多々あります。

こういったことにつきましての、保護者への携帯にメールにてご連絡させていただくと。文字

をもって、保護者のほうにお知らせできるということでございます。 
 いずれにいたしましても、安心・安全が叫ばれておりますから、今までの緊急連絡網ももち

ろんでございますけども、そういった文字をもって保護者の皆さまにお伝えができるというよ

うな内容の事業でございます。よろしくお願いいたします。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 佐藤建設部長。 

〇建設部長（佐藤貞雄君） 
 続きまして志村議員の関連質問の、渋川の排水機場の管理の位置づけが水防計画のほうに位

置づけられていないということでありますので、これにつきましては再度確認いたしまして、

その点については十分、今後検討して対応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） 
 関連質問を続けます。 
 志村直毅君。 

〇２番議員（志村直毅君） 
 配信メールについてはＩＣＴ、携帯メール等を使えない方への対応もしっかりしていただく

中で、前進させていただきたいというふうに思います。 
 渋川の排水機施設はご案内のとおりですけども、大正・昭和期に工事着手、旧富士見村で土

地改良事業、国の事業を採択されて造ったものでありますが、これが石和町、笛吹市と引き継

がれてきまして、その間に渋川も県の河川管理というふうなことになりました。周辺の生活環

境も農村から住宅地へと変容してきているという中で、この水防計画の、おおむね河川等の警

戒場所ですとか、チェックする場所は入っているわけですけども、このへんは渋川の排水機施

設も水防計画の中になんらかの位置づけができないか。位置づけてもよいのではないかという

ふうに考えておりますので、ぜひ今後、検討をしていただきたいと思います。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 関連質問を続けます。 
 （ な し ） 
 関連質問を終わります。 
 一般質問を続けます。 
 渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 議長の許可をいただきましたので、一般質問をさせていただきます。渡辺正秀でございます。 
 １問目として、事業所開設に際しての事前協議について伺います。 
 御坂町で節水を促す防災無線放送が流されました。事情を調べたところ、ある事業所が大量



 １２３ 

の上水を工業用水に使ったことが１つの原因であることが分かりました。水道水が工業用水に

使われて、市民生活に必要な水が脅かされることがあってはならないと考えます。また、工場

誘致を含め事業所開設に当たって、水道だけではなく、排水、有害物質などについて市による

事前協議が行われていないことも分かりました。進出企業に対しては、さまざまな優遇措置が

とられているにもかかわらず、その事業所が市と市民生活にいかなる影響を与えるか。また問

題はないか、調査することも事前協議することもないという事実に驚かされました。そこで伺

いたいと思います。 
 １つは使用水量の見込み、排水、排気、騒音、臭気、有害物質の保存および処理について、

事前協議の決まりをつくるべきではないか。その際、関連行政区との事前協議も求めるべきだ

と思いますが、いかがでしょうか。そして、事前協議事項に変更がある場合の再協議について

も決まりをつくっておくべきだと思いますが、この点について、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、佐藤建設部長。 

〇建設部長（佐藤貞雄君） 
 渡辺正秀議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに、御坂町におけます節水を促す防災無線放送につきましては、猛暑により水道使用

量が急激に増加し、御坂町での水不足が懸念されたことにより、節水のお願いをしたものでご

ざいます。さらに、７月９日発生の雷により夏目原配水池の緊急遮断弁が誤作動を起こし、下

流の一部地域において断水が発生したことに伴い、その復旧に際して、さらなる節水をお願い

したものでございます。 
 まず使用水量の見込み、排水、排気、騒音などの事前協議の決まりをつくるべきではないか

とのご質問でありますけれども、開発行為につきましては、笛吹市宅地開発及び建築物指導要

綱に基づき、事業活動の内容や設置する施設・設備の概要および必要な措置等について事前協

議の規定を設け、関係各部署と事前協議する中で意見調整および必要な指導を行っております。 
 上水道を使用する場合は、笛吹市水道事業給水条例により給水装置の新設、改造、または撤

去をしようとする者は市長に申し込み、その承認を受けなければならないこととなっておりま

す。事業所ごとに上水道の使用方法や使用量はさまざまでありますが、大口需要者につきまし

ては大量の水を使用される場合がありますので、事業所の位置によっては申請の際、受水槽設

置の指導や給水制限について、説明いたしております。 
 また、工場や事業所での事業活動を行う予定の事業者は事業活動に伴って生じる大気汚染、

水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動および悪臭等について、大気汚染防止法や水質汚濁防止法な

ど生活環境の保全を目的とする法令と、山梨県生活環境の保全に関する条例および施行規則に

よる規制基準を順守し、人の健康や生活環境にかかる公害の防止と必要な措置を講じなければ

ならない責務があります。 
 このことから事業者は県および市との事前協議を行い、事業活動における公害の防止や環境

保全の規制等について必要な指導、助言を受けなければならないことと認識しております。公

害防止のため、県の関係部署との連携により指導、助言および該当する規制等を教示している

ところでもあります。 
 また、地下水を採取するための井戸の設置につきましても、笛吹市地下水資源の保全及び採
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取適正化条例により地下水資源を保全し、大量採取による地盤沈下を未然に防止するため、笛

吹市地下水資源保護審議会の意見により許可することとなっております。 
 こうしたことから、県および市との事前協議がなされていないことは考えられないことであ

りますが、今後、事業開設前における事前協議は必ず受けるように市のホームページや広報等

により周知するなど、啓発活動を行ってまいりたいと考えております。 
 次に関連行政区との事前協議をも求めるについてでありますが、笛吹市宅地開発および建築

物指導要綱に基づき、事業活動を行う事業者に事前の協議を指導しており、事業活動の内容や

設置する施設・設備により、市民の生活環境に影響が生ずるおそれがある工場や事業所を開設

する場合は、事前に地元住民や関連行政区への事業説明は必要なことであり、行われていると

ころであります。また必要により、公害防止やその他の環境保全に関する協定を締結し、その

履行を確保するものとしております。 
 次に、事前協議事項に変更がある場合の再協議についても決まりをつくるべきではないかに

ついてでありますが、笛吹市宅地開発および建築物指導要綱に基づき、事前協議の内容を変更

する場合には、変更する事業内容を事前に協議しております。 
 なお、開発行為を伴わず事業所を開設する場合につきましては、関係各部署において、事業

者からの個別の事前協議の中で、調整および指導を行っているところであります。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 再質問を行います。 
 渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 水については、雷が落ちる前の放送、それから２、３カ月前ですね、当該事業所がそれ以前

の約１．５倍の水道水を工業用水として使っていたことは、私、聞いたところでも確かなこと

でございます。それから事前協議に関しては、実質的に県に聞かなければ、このことは分から

ないということで、直接、責任を持って事前協議、あるいは調査ということが行われていない

ことは間違いございません。工場誘致奨励条例や環境、上水道に関わる条例はその工場が笛吹

市や市民に対して、どのような影響があるか。調査・協議することは、まったく予定されてい

ない、そういう条文はないということでございます。私の調べた限りではございません。そう

いうことによって、結局、県に聞かなければ分からないという事態が起こっていると思います。

まさにさまざまな優遇措置を取りながら、そういうことが実質的に行われていない。また規定

も条例にないということが、まさに不平等条約がごとき条例であり、条例改正が私は必要だと

思いますが、この点についてはいかがでしょうか。 
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） 

 渡辺正秀議員の再質問でございますけども、水道の使用につきましては現在、大口に使う場

合の規制はしてありません。今後も現在、たしかに先ほどお話がありましたように、水道の使

用料は非常に多くはなっておりますけども、まだ飲料水に影響するような量ではございません

ので、現時点では規制は考えておりませんし、今後、御坂の浄水場ができますと、水量も非常

に多くなりますので、規制は今のところ、現時点も今後も規制をする考えはございません。 
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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） 

 望月副市長。 
〇副市長（望月健二君） 

 もう１問でございます。条例の関係でございます。 
 不平等ではないか、これを是正すべきではないかというご意見でございますが、ご案内のと

おり、こういった許認可行為に基づくものにつきましては、法令に基づきまして、それぞれ権

限と申しますか、例えば知事の権限にかかるもの、あるいは市町村長の権限にかかるものとい

うふうに色分けがされておりまして、仮に県の許可権限があるものにつきましても、市町村長

の意見を聴取するのが大部分でございます。 
 そういった中で、条例につきましてはそういった上位法令等に基づきながら決められている

ものでございますが、当然のことながら県市町村、それぞれ連携をとりながら１つの案件につ

きまして、十分協議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） 

 渡辺正秀君。 
〇７番議員（渡辺正秀君） 

 環境の関連の条例についても、やはりそういうものはないわけなんですね。ですから市民の

環境、生活を守っていくという観点からも、ぜひそういう点での検討をお願いして、次の質問

に移りたいと思います。 
 ２問目は、多機能アリーナ建設強行は地方自治の原則に照らしていかがなものかという質問

です。 
 多機能アリーナ建設について、アンケート、広報ふえふきで７回にわたる多機能アリーナ特

集、旧町村ごと７カ所の市民ミーティングの開催など、大変な時間と労力、お金を費やして市

民の説得と説明に努めてまいりました。それにもかかわらず、市民合意を得られていないのが

現状です。かつてない異議申し立ての運動を無視して、市長はマニフェストに掲げたものだか

らやる、議会で調査費が承認されたものだから進めると言い始めました。この市長の主張は本

当に地方自治のルールに沿っているでしょうか。私はこれまで財政問題、多機能施設の問題点

と無駄、説明のいい加減といいますか食い違い、こういうものについて指摘し、多機能施設構

想の見直しを求めてまいりましたが、今回は地方自治、民主主義の観点から質問したいと思い

ます。 
 まず第１は、憲法に述べられている地方自治の本旨、これは住民自治とそれに基づく団体自

治であると理解しています。そして日常的、専門的に地方自治を担う制度として、市長と議会

による二元代表制を採用しております。同時にこの代表制は４年間、選挙が終わったら地方政

治をすべて白紙に、全権委任するというものではなくて、住民の意思との一致を前提とした限

りの代表制であると広く理解されております。市長の代表制についてのお考えを伺います。 
 ２つ目に、身近な地方政治は国以上に住民の直接政治参加を求めております。国民が選挙以

外で国政に関する判断を行う機会は憲法改正の国民投票と、１つの自治体にのみ適用される特

別法に対する住民投票だけでございます。あとは国会と内閣にすべてお任せという制度でござ

います。 
 一方、地方自治の本市は住民自治、住民自らが決定し治めるということでございます。重要
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案件が市民合意に至っていないと考えられる場合、長や議会は全力で市民に説明し、説得の努

力をすることは、これは当然なことでありますが、それでも市民合意に至らなかった場合は最

後は住民の意思に従う。これが住民自治であり、地方自治の本旨ではないでしょうか。二元代

表制と住民投票など直接民主主義は矛盾せず、相互補完的に地方自治を豊かにするものと広く

理解されていると思います。市長は二元代表制と直接民主主義をあい矛盾するものとお考えで

しょうか。それとも相互補完的なものとお考えでしょうか、伺います。 
 ３つ目に、多機能アリーナ建設については多大な労力を費やしても市民合意には至りません

でした。この際、市民の判断を仰ぐ、これが地方自治、住民自治ではないでしょうか。さらに

今日、住民投票が必要な特殊な事情があります。荻野市長の任期は残り１年しかありません。

この１年で実施設計、約１億円。土地買収約１０億円。これに着手しようとしております。特

に土地買収に着手したのち、事業が中止になれば八千蔵問題の二の舞になることは火をみるよ

り明らかです。また市長は任期以後の事業を決めて、そして責任を負うと、こういうことはで

きないはずでございます。では、どうしたらいいか。住民投票で多機能アリーナ建設の是非を

問えば、誰が次期市長になろうとも問題は起こりません。多機能アリーナ建設の賛否にかかわ

らず、住民投票が必要だと思いますがいかがでしょうか、お伺いします。 
〇議長（小林始君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、池田経営政策部長。 

〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 渡辺正秀議員の一般質問にお答えいたします。 
 まず、首長および議会の民主代表制についてであります。 
 地方自治体では、首長と議会議員が住民の皆さんに直接選挙で選ばれる二元代表制が取り入

れられています。二元代表制の一番の特徴は首長、議員がともに住民を代表するところにあり

ます。議会は、首長の自治体経営の基本的な方針に基づく各施策の執行を監視し、また積極的

な政策提案をとおして、住民の望むまちづくりを行うことが二元代表制のあり方であると考え

ております。首長においては、信託を受けた折に約束した公約を果たすことを基本としながら、

あらゆる機会に住民の皆さんの声をお聞きする中で、施政経営を進めることが肝要であると思

います。このため本市においてこの考え方は施政方針の根幹をなしており、市民第一主義の行

政経営として、あらゆる施策推進において、生活者起点の視点で取り組みを進めております。 
 次に、二元代表制と直接民主主義の考えについてであります。 
 市町村は住民の皆さんに最も身近な自治体であり、より多くの市民の皆さんの声を伺う中で、

各施策を推進することがますます重要になってまいります。 
 さて議員もご承知のとおり、議会と首長による二元代表制は間接民主主義の原理に基づくも

のであり、この二元代表制がうまく機能しない場合には、これを補完するものとして直接民主

主義の考えに基づく制度があるものと理解しております。憲法９３条は、住民自治の原理を保

証するものであり、かつ間接民主制を原則として採用しているものであります。 
 今後、生活者起点のまちづくりを進めるにあたっては、誰のための施政であるかとの視点が

最も基本でありますので、市民の皆さんの声を十二分にお聞きする中で各施策を推進してまい

ります。 
 次に多機能アリーナ建設の是非について、住民投票が必要ではないかとのことでありますが、
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憲法９３条第１項において、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する

と規定されています。議事機関としての議会とは、地方自治法９６条等に掲げられている事項

について審議を行う団体意思の決定機関であると理解しております。このため、多機能アリー

ナを含め各事業につきましては、市議会での関係予算等の議決により取り組みを進めることと

なります。 
 なお、住民投票はその性格上、是か非かのみを問うシンプルな問い方が必要になります。そ

うなりますと、多様なご意見を伺う術をなくすことになりますので、選択肢の多い事例ほど市

議会の中で慎重なご審議をお願いしてまいりたいと考えております。 
 多機能アリーナ建設事業につきましては、将来の子どもたちに必要な施設であり、災害時の

長期的な避難場所としても欠かせない施設であると考えております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 それでは具体的に市当局と市長の発言ややり方について、質問していきたいと思います。 
 １つは、市長は最近、多機能アリーナ建設は必要性のマニフェストに書いてあった、だから

やると盛んに言っております。しかし、市民はマニフェストのすべてを知って、マニフェスト

のすべての項目を認めて投票するのではありません。猛反対の大運動が起きている多機能アリー

ナ建設について、市民の判断も問わずにマニフェストに書いてあるからやってよいという理屈

はないと思います。これは住民の意思を無視するものであります。地方自治の原則のどこから、

このような考え方が出てくるんでしょうか、伺います。 
〇議長（小林始君） 

 池田経営政策部長。 
〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 住民の意思を無視しているのではないかとのご質問でございますけども、ご案内のように住

民のニーズというのは、いろんなニーズがございます。多種多様でございます。したがいまし

て、すべてのニーズにお応えするという行政経営というのは大変難しいと考えております。 
 １つには大衆迎合主義といいまして、ポピュリズム型の政治が横行しているというような昨

今の状況もございまして、有識者からそのへんのことも伺っておるところでございます。すべ

てについて住民に判断を仰ぐという、それに基づいて政治を行う、行政を進めるということは

ある意味で不可能でございます。ですから二元代表制が取られていると。 
 行政推進の面から、私どもちょっとお話させていただきますと、住民の皆さんの要望課題と

いうのがあります。それから行政で進めなければならない必要課題というのがあります。１つ

の課題に対しまして、大きく分析すると、そのような２つの要素があります。必要課題と市民

の皆さんの要望課題がイコールであれば特に問題はございませんけども、すべてがイコールと

いうことはございません。先ほども言いましたように、住民の皆さんは多種多様なご意見を持っ

ている。その中で総合的に判断をいたしまして、市として５年１０年後のまちづくりのために

必要な政策として、今回の多機能アリーナにつきましても進めていくべきだと判断をしてござ

います。そのへんをお含みいただきまして、ぜひご理解をいただきたいと思います。 
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〇議長（小林始君） 
 渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 ポピュリズムを心配するという発言もございましたけども、今の住民がそういうことになっ

ているというふうな不信感を持っていらっしゃるということがよく分かりました。 
 市執行部も含め、住民投票は議会制民主主義に反するとか、議会の権威を侵すものだという

議論がありました。これは古い権威主義、特権意識に基づいたものに過ぎないと私は考えます。

改めて住民投票は議会制民主主義に反するのか。あるいは、相互補完的に住民自治を豊かにす

るものか、わが笛吹市の考えをお聞かせください。 
〇議長（小林始君） 

 池田経営政策部長。 
〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 改めて私が申し述べるまでもなく渡辺議員、重々ご承知のことと思いますけども、住民の皆

さんは、いろいろ長の選挙や議会の議員選挙を通しまして、いわゆる間接的に地方行政に参加

しているという大原則がございます。その中で、現在また将来の住民に直接、重大な利害関係

を有する課題であるとか等々の場合については、いわゆる議会の解散請求でありますとか、長

の解職請求、それから議員の解職請求等々の制度があります。それを総称いたしまして、住民

投票というふうに考えております。それ以外に各自治体で条例化をいたしまして、大きな課題

につきましては住民皆さんのご意見に従うというふうなことを近年、いくつかの自治体でとら

れていると。そこの部分の住民投票をすべきではないかという、お話であろうと思います。基

本的なお話をさせていただきますと、あくまでもその条例に基づいて住民投票をするという部

分につきましては、尊重すべきだというところで、その影響力というのは、各団体の意思決定

に直接的に大きな影響を及ぼすものではないというふうな考え方もありますけども、そうは言

いましても諮問的な制度でありますから、尊重しなければならないということも分かっており

ます。 
 ただ、今回の多機能アリーナにつきましては、あくまでも市といたしまして、１０年後の将

来を見据えた中で、今このような経済状況でありますけども、大変必要であるというふうな判

断をいたしまして、議会の皆さん方にお諮りをしていただいて、その上で進めていくという状

況下でありますので、そのへんをぜひご理解を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） 

 市長は市民第一主義を唱えております。かつて市長は市民を顧客と位置づけました。市民第

一主義がお客さん第一主義であったなら、市民はお客さんの地位に甘んずることはできません。

市民は自分たちの現在と未来を自分たちで決めていきたいと願っておるのであります。市民は

顧客ではなくて主人公です。オブ・ザ・ピープル、バイ・ザ・ピープル、フォー・ザ・ピープ

ル、地方自治こそ人民の人民による人民のための政治が全面的に実践される場であると私は確

信しておりますが、今回は市長のお考えを伺いたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 池田経営政策部長。 
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〇経営政策部長（池田聖仁君） 
 先ほど来、私が答弁してまいりました考え方をぜひ、ご理解いただきたいということで答弁

とさせていただきます。 
〇議長（小林始君） 

 渡辺正秀君。 
〇７番議員（渡辺正秀君） 

 市民ミーティングにおいて、市長は大変、立派な約束をしました。民主主義と地方自治の原

則に立脚した約束です。広報ふえふき４月号に書かれているとおり、この事業については正し

く伝わっていない部分がある。市民ミーティングでしっかり説明し、市民の声を聞いたのち住

民投票については、判断させていただくという約束です。これを聞いた市民は明らかに参加者

の大多数が市の説明に納得したら、多機能アリーナ建設は推進されるだろう。明らかに参加者

の大多数が市の説明に納得しなかったら中止、あるいは一から見直すだろう。そして納得でき

ない市民がなお数多くいるようであれば、住民投票を行うであろう。そのように誰もが理解し

ております。市長、そういう意味ではなかったんでしょうか。市長にお伺いします。 
〇議長（小林始君） 

 池田経営政策部長。 
〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 渡辺議員の市民ミーティング、それから住民投票というお話でございますけども、基本的に

３月までに実施いたしました市民ミーティングにおきまして、先ほど私がお話いたしましたよ

うに、これはもう絶対的な必要な課題であるというふうな捉え方をして、そのために改めて市

民の皆さんに住民投票という形の中での推進ということは考えないと。住民投票はしないとい

う方向で進めようという意思決定をしたところであります。 
 昨年１２月来から、このお話しにつきましては基本設計ができたところで、改めて支出概要

をお話して、その中で市民の皆さんにご理解をいただきながら進めてまいる。そのあと、今回

もいくつかの答弁の中で、実施設計につきましては１２月予算の中で、ぜひご審議いただくと

いうような流れの中で、現在進めておりますので、基本的に昨年来、住民投票はしないという

ことでありますけども、いわゆる基本設計が仕上がったところで、改めて市民の皆さんにご説

明をいたし、それに基づいて実施設計費用を１２月議会の中でご審議をいただくという、そう

いった手続きの中で進め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） 

 渡辺正秀君。 
〇７番議員（渡辺正秀君） 

 広報４月号の記事、市民ミーティングの約束、あれは要するに嘘だったということですか。

広報ふえふき９月号には、基本設計を進める中で多機能アリーナは将来の子どもたちにも必要。

災害時の長期的な避難場所としても欠かせないものと考えた。ゆえに住民投票はしないと書い

てあります。ここには市民ミーティングでどう判断したか、あの約束を果たしていません。まっ

たく書かれておりません。約束のすり替えであり、市民ミーティングの約束を翻意するもので

はないでしょうか。違いますか、お答えください。 
 そればかりではありません。これは市長が必要不可欠と判断したら、市民の判断を仰がない、

市民の声は聞かないといっていることに等しいものであります。唯我独尊です。市長は市民ミー
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ティングにおける立派な約束と広報９月号の記述の落差に気がつかないのでしょうか。伺いま

す。市長、どうぞ。 
〇議長（小林始君） 

 荻野市長。 
〇市長（荻野正直君） 

 先ほどから、いわゆる市民を無視した方向で進んでいるではないかと、こういうご意見でご

ざいますけども、まったくそれは逆に渡辺議員そのものそういう考えを、自分の考えをすべて

に押し付けようとしているんではないですか。私は少なくとも市議会にも相談し、あるいは建

設に関しましても多くの方たちに建設検討委員になっていただき、ご意見を伺う。あるいは市

民ミーティングをしております。そういう中で判断をさせていただいているわけであります。

なおかつ、この点につきましては合併の折にもこういった施設を造ろうというようなお話も、

合併協議会の中でも出ていたわけであります。そういったものを踏襲しながら、今日まできて

おります。なおかつ、その間に先ほどからいくつかお話が出ておりますように、市民ミーティ

ングにおいて説明をする。あるいは私が２期目の立候補をする際にしましても、マニフェスト

に掲げて、こういったことをやっていきますということを何回もそういうチャンスはありまし

た。そのチャンスを生かしながら、今日まできているわけです。まったく市民で無視している、

あるいは唯我独尊、とんでもない話であります。 
〇議長（小林始君） 

 渡辺正秀君。 
〇７番議員（渡辺正秀君） 

 まったく問題のすり替えです。市民ミーティングでの約束、住民投票を判断する、あの市民

ミーティングにおける立派な発言、約束はなんだったんでしょう。その場しのぎの思いつきだっ

たんでしょうか。あまりに言葉が軽すぎます。軽すぎるといえば、７万２千人の笛吹市におい

て２千名規模。それを超える多機能施設が必要といってまいりましたが、これは今、どういう

ことになっていますでしょうか。本当に２千人以上、必要なんでしょうか。 
 それから２つ目に多機能アリーナで、日本一医療保険の安い市にするといいました。その道

筋、見通しはできたんでしょうか、伺います。 
〇議長（小林始君） 

 池田経営政策部長。 
〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 市民ミーティングでの約束、言葉が軽いというお話でございます。私どもそのようなことは

考えておりません。たくさんの賛成意見も、市の計画どおりに進めてほしいという意見も伺っ

ておりますので、それらの中で総合的に判断をしたというご回答でございます。 
 それから２千人規模という部分について、本当に必要だったのかというお話でございますが、

私ども市民の皆さんの意見を聞きながら、一堂に２千人会する機会がどのくらいあるのかとい

うことをふまえまして、小ホールにつきましては１，２００人程度のホールでいいんではない

かということで、今、基本設計を取り組んでいるところでございます。 
 それから広報で掲げました医療保険が安い、これは一朝一夕にして実現できるものではござ

いません。ただ、いわゆる多機能アリーナ、それから各地区の文化施設であり、体育館であり、

それから身近な公園施設等々を利用しまして、これから健康づくりにさらに取り組んでいただ
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く必要があると思います。その拠点として、多機能アリーナを考えております。健康づくりが

進めば、必然的に医療に関わる医療保険が少なくなるということを私ども判断いたしまして、

将来的に市が健康づくりを進めることによって、市民の皆さんが健康に取り組むことによって、

いわゆる医療費が安くなるというふうに考えております。 
 ですから、広報で掲げて市長がお話をされた部分につきましては、そのことを言っているの

であって、いわゆる来年医療費が安いとか、再来年医療費が安くなるとかということではあり

ません。ご理解を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） 

 健康づくりをして、医療保険の軽減に役立たせるという一般的な話だったら、分かるんです

よ。日本一医療保険の安い市にすると明確に言っているわけなんです。言葉のすり替え、だか

ら言葉が軽すぎると指摘するわけです。思いつきで、ことを進める。市民との約束を守らない。

住民投票も判断すると言いましたね、市民ミーティングで。その約束も守られていない。そし

て、その間違いにも気づかない、反省もない。こうしたことで数十億円の公費を使ってはなら

ないのではないでしょうか。市民ミーティングの約束に沿って、住民投票を行うことが必要で

はないでしょうか。多機能アリーナ問題の住民投票は住民自治の理念を守り、住民自治を新た

な峯に引き上げる偉業だと私は思います。これを押し潰し、市民の声を聞かずに、場合によっ

てはポピュリズムに陥ると、こういう市民を馬鹿にした話。多機能アリーナ建設を強行するこ

とについて、どれだけの価値があるんでしょうか。わが笛吹市の市長には市民の声、民主主義、

地方自治の精神を瞳のように大事にしていただくことを求めます。お答えください。 
〇議長（小林始君） 

 池田経営政策部長。 
〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 ただいまのお話の中に、ポピュリズムという部分が出てきました。私の一般論としてお話を

したものでございます。一般論として、いわゆる市民の要望課題、必要課題があるというお話

でございますから、ぜひご理解をいただきたいと思います。 
 住民投票につきまして、私がこれまで答弁してきたという中で、ぜひご理解いただきたいと

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） 

 今まで答弁してきたとおりと、事実と違うことをやっているというふうにしっかり皆さんも

受け止められたと思います。今、市民の間で住民投票条例制定を求める直接請求署名運動が広

がっております。ぜひ市民を市政の主人公にしてください。その実現に私も全力を尽くすこと

を表明いたしまして、私の一般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。 
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〇８番議員（亀山和子君） 
 多機能アリーナの件で、再質問の中で渡辺議員、市長に答弁を求める質問が何回かありまし

た。そのところで、なかなか市長が答弁に立ちませんでした。やっぱり質問者が求めたとおり、

そこではきちっと市長が答弁するべきではなかったかというふうに私は考えております。特に

渡辺議員が市長の見解を求めたところで答弁がなかったことについて、ぜひとも私は市長の答

弁をお願いしたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 荻野市長。 
〇市長（荻野正直君） 

 あそこまで言われますと、私も答弁をする気力がなくなります。なぜならば、私は嘘つきだ

とか、あるいは市民との約束を果たさないというふうなことを、１つずつ市民の意見を聞きな

がら、ここまで進めてきているわけであります。なおかつ、議会の皆さま方のご意見もしっか

り伺いながら今日まで進めております。それから例えば市民ミーティングの中で状況を判断し

ながら住民投票を考えていきます。全体の流れを考えながら、私として判断をしたことであり

ます。それが口先だけで全部嘘ではないかというふうな発言、その一つひとつにお答えする必

要はないというふうに思いましたから私自身は答えなかったと、こういうことであります。 
〇議長（小林始君） 

 亀山和子君。 
〇８番議員（亀山和子君） 

 どうして、こういうふうに住民と行政との矛盾というか落差があるかというと、それはやっ

ぱり、どんなに説明しても納得できない部分がたくさんあるから、こういうふうなことになる

んではないかなというふうに、私は考えます。 
 そういうところでは、やっぱりもう少し真摯に、今の例えば多機能アリーナ、市民の声を届

ける会がいろいろと運動しておりますけども、そういう声にも私は真摯に耳を傾けていただけ

たなら、このような、今のような結果にはならなかったかなというふうに私は考えております。

ということで、もう少しやっぱり、賛成派の意見だけではなくて、どうして反対しているのか。

そういう人たちの声にも、私もう少し耳を傾けていただきたいというふうに思います。 
〇議長（小林始君） 

 荻野市長。 
〇市長（荻野正直君） 

 どこまで答えればいいのかということでありますけども、例えば市民の声を届ける会の方た

ちともお話をする機会をつくりましたし、またこちらのほうから会の代表の方に、いつにどう

でしょうかというような話をしますと、議員さんに聞かなければ分からないとかというふうな

答えが何回か返ってまいりました。私としても非常に、その点については残念に思います。 
 それからそういった意見を聞きながら、市民ミーティングも開催をさせていただいておりま

す。また私自身も小集会でありますけども、いろんな場所に行ってお話をさせていただく機会

もつくっております。 
 そしてすべての人たちがこれに反対ということでありますれば、これは私ももう少しいろん

な角度で検討しなければなりませんけども、すべての人がそういう意見であるというふうな状

況にはなっていないというように思いますし、まず一番先にこのことが、市民の中から表に出
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されたのは、たしか市内の経済団体の方たちがチラシを作って配布したというところから始まっ

ているはずでありますから、まったく市の独断でこのことをすべて進めているというふうな状

況には、まったくな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） 

 今までの経過とかいろんな状況を見ても、やはりここでは住民投票で決めるというところが

最善の方法だというふうに私たちは考えております。なかなか住民投票をするということには、

市長の答弁にはなりませんでしたけども、ぜひとも再考を促したいというふうに思います。 
 水の問題のところについて、関連質問したいと思います。 
 節水の放送があったことは確かでありまして、その節水の放送があったときの御坂町におい

て、大体、水の供給の能力と使用水量はどのくらいだったのか。また、放送がある前の平常時

はどのくらいだったのか、お伺いしたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 竹越公営企業部長。 
〇公営企業部長（竹越富男君） 

 数字的なことは現時点では分かりませんが、あのときは先ほども答弁で申し上げましたよう

に、御坂町は天候の関係で水量が非常に水位が低くなっていたという状況と、それから一部、

雷等で緊急遮断弁が下りてしまって水が止まってしまったということで、そういう状況になっ

たということでございます。特別、数字的なことは現時点ではちょっと分かりません。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 数字的なところについては、あとでまた資料をお願いしたいと思います。 
 先ほど建設部長の答弁で、節水を呼びかけた原因として猛暑のことが原因として挙げられて

おりましたけども、何も猛暑は今年に限ったことではありません。去年もそうでしたし、ここ

数年はずっと猛暑が続いております。町民の話を聞きますと、このような節水が呼びかけられ

たというのは、この数十年来なかったということで、初めてのことだそうであります。先ほど

渡辺議員が言いましたように、ある企業が大量に水を使ったということは事実であります。来

年度もこういうことが起こらないとも限りません。今後この水不足に対して、来年度からどの

ような対策を考えているのか、お伺いします。 
〇議長（小林始君） 

 竹越公営企業部長。 
〇公営企業部長（竹越富男君） 

 亀山議員の関連質問でございますけども、その企業につきましては７月から８月に入りまし

て、担当課長と私で行って話をさせていただきました。今後の水の使用量とかを聞きましたと

ころ、去年よりはたしかに、先ほど渡辺議員が言いましたように水量は増えております。しか

し、制限をするほどの量ではございませんので、そのまま今後も節水をお願いする予定はあり

ません。毎年、御坂町はこの時期になりますと水が少なくなって、今年に限ったことではあり
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ません。毎年、御坂町は節水をお願いしている状況でございますので、今後も節水をお願いす

ることもあるかと思います。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 関連質問を終わります。 
 暫時休憩いたします。 
 再開を１時３０分といたします。 

休憩  午後１２時００分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 １時２４分 
〇議長（小林始君） 

 再開いたします。 
 一般質問を続けます。 
 １６番、大久保俊雄君。 

〇１６番議員（大久保俊雄君） 
 笛政クラブの大久保俊雄でございます。通告に基づき、質問させていただきます。 
 過日、新首相が決まりました。課題が山積にもかかわらず、２年間の学習効果を最大限に発

揮していただき、与党内の議論がなされないままでの政策打ち上げ、実現のための戦略欠如を

改め、強力なリーダーシップと国民生活の向上に直結する議論と即効性のある政策を望むとこ

ろであります。思いを端的に１７文字に表しますと「ノーサイド つまらぬことへ ノーサン

キュー」といったところでしょうか。 
 一方、地域経済を見ましても、脱自粛を受け、各地での夏のイベントも順調に開催され、客

足も徐々に戻りつつありますが、前年対比約１０％、農産物単価下落等もあり、１人当たりの

観光消費額も約２割減と、依然、デフレスパイラルの悪循環から脱せず、消費者心理も今後の

震災復興の増税の可能性や子ども手当廃止など、目まぐるしく変わる一体感のない政策に将来

不安はむしろ増幅しております。 
 さらにわれわれを取り巻く経済環境において、懸念すべき兆候が年明けくらいから表れてき

ました。それは各種産業業界において、業界の健全発展や底上げよりも個人の生き残りが優先

と耳にするようになりました。企業、個人商店も所属する業界団体、上部団体に所属し、会費

等を払う中で一企業や個人では解決できない問題を解決。業界の発展や、また対行政の提言、

会員間の情報収集交換により収益向上につなげようとするものでありますが、最近、所属団体

の脱退や資本主義経済界による個人競争原理の妥当性が主張され、それが企業の適正な利潤を

度外視したダンピング合戦、消費者の満足度・安全性の低下、ひいては経営意欲の低下の蔓延

につながるのであれば、到底看過できるものではありません。 
 これから秋を迎え、笛吹市に一人でも多くの人に来ていただいて、笛吹市のものをより多く

買っていただく。メイドイン笛吹、メイドバイ笛吹のさらなる実現により実り多き秋になるこ

とを切望し、質問いたします。 
 まず最初の質問でありますが、本市における各種の危機管理、リスクマネジメントおよび事

業継続計画、通称ＢＣＰといわれるものでありますけども、これについて伺います。 
 この背景に関わり、３．１１東日本大震災について少し検証しますが、まず亡くなられた方、
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行方不明の方々のご冥福と一日も早い復興をお祈りするとともに、救援ボランティアにご尽力

いただきました市民の皆さま、本市の職員、教員の皆さんにも感謝をいたします。 
 本震災により岩手県大槌町や陸前高田市など多くの自治体が被災され、町長をはじめ多くの

職員が死亡・行方不明となり、庁舎も津波で破壊。一時、行政機能がすべて失われた状況にな

りました。大規模地震と大津波で行政サービス継続のために必要な人、物、情報が一気に失わ

れる事態が発生したわけであります。 
 事前に策定された各種防災マニュアルをはじめ、繰り返し行われた避難訓練も参加者の減少

やマンネリ化により実効性が薄れ、また想定外の津波であったとはいえ、有事の際、車の渋滞

で高台に避難できなかった。近所の歩けない老人を迎えに行って被災されたなど、未知の要因

が複数働いたことにより、全国的に今後の防災に対しての有効が問題提起されました。 
 さらに日本においては、災害はこのたびの地震、大津波にかかわらず、台風や竜巻、火山の

噴火、局地的豪雨や大規模停電、さらには新型インフルエンザ等の伝染病の流行が想定され、

それらによって地域経済が麻痺する可能性があります。 
 これらのことをふまえ、どのような災害が発生しても１００％影響のない対策を講ずること

は不可能にしても、防災からの影響を減らす減災、災いを減らすという用語も阪神・淡路大震

災以降よく使われるようになり、発災の際の被害をいかに小さく食い止めるかがポイントにな

りました。 
 ここで重要になるのは、本質問の趣旨になりますが、災害発生時にいかに行政機能を維持し、

事務事業をはじめ行政サービスを継続していくかということであります。特に自治体の場合は

主として災害をはじめ継続を不可能にしてしまう事故、人的ミス、いわゆる各種危険性を軽減

するリスクマネジメントと事業継続計画、ビジネスコンティニュティプラン、英語の頭を取っ

て俗にＢＣＰといわれていますが、その重要性であります。 
 その定義は主に一般企業向けにつくられますが、震災以降、産業界では持続可能な経済社会

の構築が大きな課題となりました。災害や事故が発生し、稼働が一時的に低下しても、その事

業の中核については継続させ、回復時間をより短縮させ、企業の損出を最小限に抑え、災害や

事故などの事業を継続するための計画とされます。つまり万一の際に、企業と従業員を守るに

は最悪のシナリオ、企業倒産を想定し、さまざまな準備をしておくことが欠かせません。これ

を行政に当てはめて考えましても、本市の場合、各種防災計画やハザードマップが定められて

おりますが、事業継続計画の面から見ますと十分とは言い難い部分もありますし、過去の延長

線上で将来の防災を考えるのは、若干、無理が生じたということであります。還元すれば、防

災に関するすべての基準を今、見直す時期に差しかかっているのではないでしょうか。 
 そこで伺いますが、３．１１東日本大震災を受けて減災社会の構築を目指す中で、とりわけ

行政の役割、大規模災害による行政サービス継続不能に陥らないための具体策について、お聞

かせください。 
 さらに災害をはじめ、先ごろ発生しました電算システム不具合による二重引き落としやＩＴ

社会での情報管理等、さまざまな危機管理、いわゆるリスクマネジメントおよび事業継続計画、

ＢＣＰに関しまして市はどのように認識しているのか。また、それらに対しての具体策および

課題はどこにあるのか。今後それらに対して、どのような取り組みが必要になるのか、具体的

にお答えください。 
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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、自治体におけるリスクマネジメントおよび事業継続計画に関して、市はどのよう

に認識しているかについてであります。 
 平成２０年８月、総務省から地方公共団体におけるＩＣＴ部門の業務継続計画、通称、ＢＣ

Ｐと申しますけども、策定に関するガイドラインが公表されたことを受け、本市では平成２０年

１０月から電算化されている業務の洗い出し、地震等を想定したリスクの洗い出し、業務シス

テムの重要度調査等を行い、平成２１年３月にＩＣＴ部門の業務継続のための基礎的対策計画

を策定したところであり、毎年行っております笛吹市総合防災訓練において行動チェックを行

い、改善や対策強化に結び付けております。 
 次に、市としての具体策および課題はと今後のリスクマネジメントと事業継続計画について

の取り組みについて、併せてお答えいたします。 
 具体策およびその課題についてでありますが、先に申しましたＩＣＴ部門の業務継続計画策

定時に情報リソースの脆弱性等を調査し、個々に分析・評価する中でそれぞれ被害を受ける可

能性に対する事前対策計画を立てた上で、対策を進めております。 
 まず、サーバーおよび主要ネットワーク機器につきましては耐震固定、無停電電源装置、バッ

クアップの対策を講じているところであります。また、ネットワークにつきましては自営線の

光ケーブルと通信事業者のバックアップ回線により、ネットワークの二重化を図っております。

ただし、庁舎につきましては市役所本庁舎、春日居支所、境川支所、芦川支所旧館に関しまし

て、新耐震基準を満たしていないことから巨大地震発生時にシステムの損壊等が考えられます。 
 なお、サーバー室内の機器につきましては、おおむね耐震固定の対策を講じておりますが、

１人１台パソコンおよび住民情報系パソコンについては、今後順次、対応していきたいと考え

ております。 
 次に笛吹川の氾濫などにより、二重化してあるネットワークケーブルが双方とも断線した場

合、サーバー室のある建屋以外ではシステムを利用できないことが想定されますが、仮にすべ

ての庁舎で業務がストップした場合には、サーバー室があります建屋を仮設庁舎として業務を

続けていくことが可能であります。また現在、導入を進めておりますシンクライアントは、１人

１台パソコン３００台、住民情報系端末２００台ですが、ハードディスク自体をサーバーに依

存しているため、端末機が損傷した場合におきましてもデータの喪失を心配することが不要と

なり、ネットワークが可能な場所へ移動して、他の端末機を使用し業務を行うことができます。 
 最後に、同一サーバー室内に設置してありますデータ部分のバックアップ等につきましては、

現状で一番危惧されておりますのが大地震発生による被災であります。サーバー室につきまし

ては、現状、免震構造の建屋内に設置しておりますので、震度７の巨大地震でも耐えられ、安

全面や費用面、そして保守等の面からも最も適切であると考えております。 
 今後の取り組みにつきましては、被害を受けた場合の業務停止時間を最小限にするため、総

務省の業務継続計画策定に関するガイドライン第２部が示す、各業務システムの復旧行動計画

の策定が必要であります。策定に際しましては、業務影響度分析を実施するなど、事前に業務
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担当課の要件を把握する必要があるため、防災担当および業務担当課を含む組織横断的な検討

体制を構築し、検討してまいります。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 再質問を行います。 
 大久保俊雄君。 

〇１６番議員（大久保俊雄君） 
 今の非常時の場合のＩＣＴ、ネットワーク業務策定ということで、ハード面について説明を

いただきましたけども、減災に対しての市の認識の部分でソフト面、市の職員のまず非常参集

について、庁舎が被災ですとか、職員が被災で出勤できない場合、道路も寸断、携帯もつなが

らないという中で、登庁して体制を整えるまでおよそどの程度、現時点での想定時間はどのよ

うにされているのかということと、やはり事業継続の可否を実行するのに、一番最初に必要な

のは、やはり職員の安否確認と業務できるか否かの判断。要は使用可能な物的・人的資源の作

業確認でありますが、指揮系統と権限発動は誰がどの部署でなさっているのか、総括で結構で

すのでお聞かせください。 
 それと災害情報、やはり市民の方のリスクマネジメント、リスク軽減ということで、市民に

対しての情報発信、気仙沼でもこの地震発生後、津波警報、避難勧告を発信するも市役所のパ

ソコンからはインターネットで配信ということで、固定電話がパンク、非常回線電源が水没と

いったことで、最も効果があるのがエリアメール、メール発信であるんではないかということ

で、市内での携帯電話の所持者ですとか、特に子どもや老人に対して、それらの情報を流すこ

とは極めて安価で、かつ取り組み可能であると思われます。エリアメール、携帯による導入と

いうことと、携帯も例えばＫＤＤＩ、ソフトバンク、ｅモバイル、ウィルコム、ドコモ、スマー

トフォン、いろいろあるわけで、例えば先ほどにも話がありましたように、メール発信でもす

べての機種に対応ができるのかどうかということも踏まえて、今後の展開をお聞かせください。

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） 

 まず大きな災害があった場合の職員の参集についてでございますけども、職員の参集につき

ましては、マニュアルができておりまして第一配備、第二配備、第三配備というふうになって

おります。震度４の観測のときには、午前中も申し上げたとおり第１配備で初動体制の職員、

総務課の消防防災担当、それから各支所の現場指揮本部の初動体制班が参集をするという形に

なっております。 
 それから第二配備としましては、震度５弱または震度５強の地震を観測したときということ

で、これにプラスしまして、本部員の参集が加わる形になります。 
 第三配備としましては、それ以上の配備、全職員ということになりますけども、どのくらい

の時間がかかるかというご質問でございますけども、まだ検証はされておりませんけども、今

後どのくらいの時間がかかるか検証をしながら、そういう訓練も含めてやっていきたいという

ふうに考えております。 
 それからエリアメールの導入でございますけども、警報等が出た場合には、現在のところ職
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員へのメール配信が行われております。今後につきまして、ご指摘の市民へのエリアメール等

の検討については、今後の課題とさせていただきます。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 大久保俊雄君。 

〇１６番議員（大久保俊雄君） 
 災害全般に、例えばいろいろコスト、ハード面にかけても、最後は何億円かけてシステム改

修しても、最後は人間のチェックが重要だということがありまして、また日ごろの区の防災訓

練もそうでありますけども、事故や災害が発生する前の意識啓発と人材育成、そちらを１点、

お聞かせいただくとともに、またＢＣＰですか、事業継続計画、今後やはりいろんな防災計画

とか、ハザードをつくる中で今後、具体的にどういったものをつくるのか、ちょっとそのへん

も確認も踏まえてお聞かせいただきたいと思います。よろしくお願いします。 
〇議長（小林始君） 

 山下総務部長。 
〇総務部長（山下真弥君） 

 ご指摘のとおり、職員の意識啓発ならびに市民の意識啓発が最も大事であるというふうに考

えております。今回の防災訓練につきましても、その点に留意しながら取り組んだところでご

ざいます。避難経路の確認、それから隣近所、声を掛けての参集訓練、それから指定避難所ま

での避難経路の確認等をやってきたところでございます。 
 それから職員の人材育成ということでございますけども、職員が自宅で被災をしたような場

合には、まず家族の安否確認、それから隣近所の安否確認、さらには自転車や徒歩での参集と

いうことになりますけども、その途中での人命救助等がございます。それらを常に頭の中に叩

き込んで、実践に生かしていきたいなと考えております。 
 先ほどもご覧いただいた、このハンドブックを職員は週に１回、朝の朝礼等で読みあわせを

しながら、意識、人材育成を図っているところでございます。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 池田経営政策部長。 

〇経営政策部長（池田聖仁君） 
 事業継続計画の第２部、これからのステップアップのための取り組みでございますけども、

第１部におきましてＩＣＴ部門で実行できる対策、それから重要情報のバックアップ等々でご

ざいますけども、それにつきまして計画しておることは先ほど答弁いたしたとおりであります。 
 さらに次のステップアップといたしまして、重要業務とか重要情報システム、選定を行うと

ともにシステムの継続に必要な資源の把握、それからＩＣＴ部分を中心に検討すべき事前対策

とともに外部委託先との保守契約の見直し等々もしていかなければならない。さらにその上で

ございますけども、代替復旧行動計画も立案していく必要があるという中で、それに基づきま

して、本格的な訓練を実施していく必要があるという流れになっております。これに基づきま

して、本市では取り組みをしてまいりたいというふうに考えております。 
〇議長（小林始君） 

 大久保俊雄君。 
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〇１６番議員（大久保俊雄君） 
 それでは続きまして２問目、リニア候補地発表を受けて。 
 リニア中央新幹線を巡る経緯と今後のスケジュールを踏まえ、諸問題に対する現時点での市

の見解を以下、伺います。 
 去る６月７日、最大の焦点となっていた中間駅の大まかな位置をＪＲ東海が示し、新たな局

面に入りました。笛吹市も近隣の山梨市、甲州市とともに平成２０年、峡東圏域リニア中央新

幹線駅誘致推進協議会を設立し、中間駅の場所は峡東圏域が最適地であると県関係者団体へ要

望活動を積極的に展開してまいりましたが、過日、技術的な制約、交通網等のアクセス、環境

問題の影響等の大きさ等を総合的に判断され、候補地から漏れました。それを受けて協議会は

設立時の役割は終了したとして解散となりました。今後も県を窓口に沿線自治体としてＪＲ東

海との協議に入り、県全域での活性化や経済効果について、つなげる施策の実現に向け、議論

がなされることでしょう。しかし隣接する笛吹市としてのスタンスは、さらに峡東地域として

のスタンスを明確にしながら、地域の活性化や駅建設地の負担がどの程度に及ぶのか、数々の

議論に臨むべきであると思います。 
 そこで伺いますが、県、甲府圏域では連携した協議会を立ち上げる予定があり、近隣地域と

して議論・提言していく上での今後の市のスタンスと具体的論点はどこにあるのか、伺います。 
 さらに３５０億円ともいわれる駅建設費に向け、今後、費用負担割合についてはＪＲ、県、

国とで協議されるでしょうが、現状ではＪＲ東海は全額地元負担との考えを崩しておらず、仮

に沿線自治体が求めるＪＲ東海全額負担が実現せず、地元負担が生ずる場合の影響、到底

３５０億円、ＪＲ東海が負担する可能性はゼロに近い気がしますが、市とすればどうお考えで

しょう。さらに重要なのが、長年にわたり県とも協力する中で境川町内の２２ヘクタール、１６５万

立方メートルにも及ぶ残土捨て場の提供や、御坂・境川間の運搬道路や各種市民への事故発生

のリスク負担など、境川町をはじめ笛吹市は多大な貢献をしてまいりました。その点をどう今

後、主張されるのかお聞かせください。 
 最後に２０１４年に着工後、２７年に東京・名古屋間開通までは実験線の起点、終点として

笛吹、都留は日本中、いや世界中に情報発信可能となります。本線開通後の議論の前に実験線

開通地域として、既存の地域資源、日本一の果実と温泉、水と自然、文化と歴史、これらを最

大限ＰＲし、地域活性化につなげる必要もあるわけで、その具体策、ＰＲ策について市の見解

をお伺いいたします。 
 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） 

 大久保俊雄議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに駅候補地決定を受け、近隣地域として今後も議論・提言の必要がある。市の考えは

についてであります。 
 昨日の代表質問の答弁にもございましたように、ＪＲ東海から示されましたリニア中央新幹

線の山梨県内における中間駅の建設場所の提案につきまして、本市を含む峡東圏域リニア中央

新幹線駅誘致推進協議会といたしまして、容認することといたしました。 
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 本市境川町地内への中間駅誘致が実現しなかったことにつきましては、大変残念な結果と受

け止めておりますが、今後はリニア中央新幹線が早期に整備され、地域の活性化に結び付くこ

とを期待しております。 
 また今後、県を窓口として沿線自治体とＪＲ東海との協議に入ってまいりますが、県を中心

に各自治体が協力し、中間駅設置を建設地周辺だけでなく、峡東地域、県全域の活性化につな

げ、大きな経済効果をもたらす施策を実現していかなくてはならないと考えております。 
 次に県は建設費用を県内市町村での負担に向けて調整予定であるが、市の考えと主張すべき

ポイントはについてであります。 
 今のところ、県からも中間駅建設費用を県内すべての市町村で負担するといった議論は、具

体的に示されていないと理解しております。本市といたしましては、峡東圏域リニア中央新幹

線駅誘致推進協議会の要望活動の中で、駅建設費については国家的プロジェクトであるとの認

識などに基づき、国とＪＲ東海の負担とするよう継続して要望してきた経緯があり、現在もこ

の考え方に変化はございません。 
 次に市として多大な協力、貢献をしてきたが、今後どう主張していくかについてですが、議

員ご指摘のとおり、本市境川町地内には約２２ヘクタールにも及ぶ広大な残土捨て場用地があ

り、これまで地元自治体として人・財両面での全面的協力体制により、リニア新交通システム

の実現を推進してきたところであります。また、中間駅誘致の要望活動の中で、県が同用地を

保有していることから、大規模な用地確保が容易であり、県土利用の観点からも財政的負担が

少ないことなど、当地の優位性を訴えてまいりました。 
 駅の候補地が決定されたことに伴い、現段階では、同用地の活用策の見通しがついていない

状況でありますが、今後これまでの経緯も踏まえ、責任を持って対応していただくよう、県を

はじめ関係機関へ働きかけてまいります。 
 次に実験線の起点として地域活性化に向けた具体策・ＰＲ策はについてですが、まず現時点

でのリニア実験線工事の進捗状況についてでございます。 
 リニア実験線建設工事につきましては、関係地域の深いご理解とご協力によりまして、トン

ネル掘削工事や橋脚工事につきましても現在大きなトラブルもなく、順調に工事が進捗してお

ります。 
 さて山梨リニア実験線については、平成２５年度の実験線全線完成に向けて、一般区間２４．

４キロメートルの工事が行われており、起点となる本市境川町と上野原市を結ぶ総延長は４２．

８キロメートルに及びます。今のところ、建設主体であるＪＲ東海は実験線全線完成後の予定

について、具体的な内容を示しておりません。 
 起点としての活用方法が不透明な状況ではありますが、本市といたしましては甲府盆地を一

望でき、訪れる方々に山梨を強く印象づける素晴らしいロケーションなどをＰＲし、観光・文

化・産業の振興などに幅広い効果が享受できますような取り組みを、県や関係機関へ要望して

まいります。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 大久保俊雄君。 

〇１６番議員（大久保俊雄君） 
 今の説明を受けまして、今後いろいろ各自治体も県、ＪＲ、国とかいろんなチャンネルを駆



 １４１ 

使して要望を出す中で、例えば都留にあるように、笛吹もこのリニアの乗り場もつくってもら

うとか、都留なんかは今、３階建ての建物があって、リニアの説明するスペースだとか、地域

のものを売る、ネクタイだとかお菓子を売っているということもあるわけで、これから各自治

体のいろんな要望がある中で、これだけの貢献をしていく。例えば、リニアの駅に向けた協議

会とかそういった、もっと一歩踏まえた積極的なＰＲ策、そういうものをお伺いしたいという

ことと、いろいろマイナスのものもあるということで、水資源なんかもこの検討委員会がつく

られて、いろんな枯渇とか、昨日も話がありましたけども、これできて、相当、経過をしてお

りますし、今まで何回も開かれて、その地域の苦情とか住民要望、そういうものが反映される

のか。マイナス面でもやはり市民の目線でいろいろ働きかけなければならない中で、これから

は県だとか国が主導だから様子を見ながらでなくて、これから自治体間競争、観光地間競争、

いろんな面で生き残るにはどんどん問題提起をし続けなければ、文句とかを言い続けなければ

そのままだというような認識がある中で、そこらへんをお答えいただきたいわけですけども、

お願いします。 
〇議長（小林始君） 

 池田経営政策部長。 
〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 実験線完成後の活用等々につきまして、先ほど答弁いたしましたように、大変不透明な状況

であります。あくまでも現時点の、これは未確認情報的な部分でございますけども、境川町起

点に例えば実験線の乗降場所を造るという計画は、現時点においてはないというような情報も

入ってきております。例えば、試行的に乗降させる場合については、現在の既存の実験線と想

定しているんではないかというような、ただいま未確認的な情報でございますけども、ただ先

ほど答弁いたしましたような取り組みをしていかなければならないということで、観光文化産

業振興などで幅広い効果が享受できるような訴えも、要望もしてまいりたいというふうに考え

ております。 
〇議長（小林始君） 

 佐藤建設部長。 
〇建設部長（佐藤貞雄君） 

 大久保俊雄議員の再質問の２点目でありますけども、今、お尋ねになったところは市のほう

でリニアの水資源の有効活用協議会というものを２２年の３月に立ち上げておりますけれども、

そのことだと理解してお答えをさせていただきたいと思います。 
 まず今の開催回数、あるいは苦情等が反映されるのかと。そういった質問に対して答える前

に、ちょっとここで水資源有効活用協議会の立ち上げた、その趣旨について説明をさせていた

だきたいと思います。 
 リニアのトンネルからの湧水につきましては、リニア実験線工事の事業主体であります鉄道

運輸機構と地元、ならびに笛吹市等で協定が結ばれているところであります。その内容であり

ますけども、事業主体である鉄道運輸機構がトンネルの湧水を利用できる立場にあります。そ

の事業主体である鉄道運輸機構は、トンネル工事によって減水または渇水が生じた場合は、そ

の減水や渇水の対策として、最優先に使用されることとなっております。また、それらに利用

されたあとの余った水については、トンネル周辺の河川に放流するか、地元の市町村で利用で

きるという約束がなされているところであります。 
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 こうした鉄道運輸機構との確約のもと、余剰水の有効活用について研究・考察をいただく協

議機関として、笛吹市リニア水資源有効活用協議会を平成２２年３月に立ち上げたところであ

ります。それが第１回目の立ち上げでありますけども、そのあとの２回目としましては、今年

の３月に２回目の有効活用協議会を開催いたしました。またその間、リニア関係の工事現場の

現地視察等を行った経緯があります。 
 なお、今現在ですけども、トンネルからの湧水量というのもまだ固定しておりませんので、

流動的な面もありますので、今後、様子を見ていく、そういったことも必要となっております。

またその工事周辺の河川、地下水の減水および渇水量が、今のところはっきり把握されている、

そういった状況で確認されていない状況でありますので、今現在、その余剰水がどのくらいな

のかということは、今現在は試算等をしておりませんので、未確定の状況になっております。 
 いずれにしましても、余剰水になった場合の利用方法について、事前にリニア水資源有効活

用協議会において研究していただく、そういったために協議会を立ち上げたところであります。

この点につきまして、ぜひご理解をいただく中で、お願いしたいと思います。 
 先ほど言いましたとおり、この協議会の回数については２回、実施をしております。さらに

今、説明したとおり、この協議会についてはその地元の苦情とか、そういったものを反映する

ための協議会ではありませんので、あくまでも余剰水があった場合のそういった活用方法につ

いての協議会ということで、ご理解をいただきたいと思います。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 大久保俊雄君。 

〇１６番議員（大久保俊雄君） 
 これから受け身ではなくて、非常に能動的にいろいろ交渉を進めてもらいたいということで、

時間もおしていますので１点だけ、ＪＲとの交渉ということで今後もいろいろな面で、ＪＲと

のパイプといいましょうか、複数の交渉チャンネル、交渉を大事にしなければいけないという

ことで、笛吹市も駅が通っておりますし、いろんなディスティネーションキャンペーンですと

か、過去からＪＲとの連携といいますか、いろいろ情報交換をする中で、地域の活性化にはＪ

Ｒとも積極的に進めなければならない中で、また繰り返しになるんですけど、ＪＲ石和温泉駅

舎建設に向けた交渉も進んでいるということで、いろんな市民の皆さまから要望も出ている、

大勢の方の関心が高い問題で、駅舎建設に向けるただいま基本設計調整作業中であるというこ

ともありますけども、エスカレーター設置に向けてＪＲにどのように働きをされているのか。

また、このまま設置されないということがあっても困りますし、そこらへんはいかがでしょう

か。進捗状況なり、現時点でお聞かせください。 
〇議長（小林始君） 

 佐藤建設部長。 
〇建設部長（佐藤貞雄君） 

 再質問の関係で、今、計画しております石和温泉駅舎に設置はどうかという、そういったエ

スカレーターの設置の状況でありますけども、現在、そのエスカレーターの設置については各

種団体等からも強い要望が出ておりますので、エスカレーター設置に向けて、市としましては

鋭意、進めているところであります。特にＪＲとのエスカレーター設置についての交渉につき

ましては再三、ＪＲの八王子支社のほうへも出向き、そのへんについて、市のお考えを強く要
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望しておりますけども、今の段階におきましては、ＪＲ側としてはなかなか、そのラチ内への

エスカレーター設置についてのご理解というのは、まだはっきりいただいていない状況であり

ますけども、市としましてはさらにここ、まもなく実施設計等に入っていくわけですけれども、

そういったエスカレーターの強力な要望等をする中で、ＪＲに呼びかけて理解を求めていく、

そういった状況であります。今のところ、ＪＲのほうではその理解は示していただいておりま

せんけども、鋭意こちらのほうとしては設置に向け、お願いしている状況であります。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 大久保俊雄君。 

〇１６番議員（大久保俊雄君） 
 駅舎のエスカレーターということですね。たしかに華美な、派手な建物はどうかなという部

分がありまして、バリアフリー、いろんな観点から今の基本設計ということで調整中。実施設

計に入るまでの交渉が極めて重要だと。入ってしまえば、取り返しが付かないことになろうか

と思いますので、強く設置実現をお願いしまして、質問とさせていただきます。ありがとうご

ざいました。 
〇議長（小林始君） 

 以上で、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。 
 龍澤敦君。 

〇１２番議員（龍澤敦君） 
 大久保議員の関連質問で、リニアに対して１点、ご質問させていただきたいと思います。 
 昨日も代表質問の中で話が出たわけでございますけども、先ほども池田部長のほうから答弁

をいただいた残土捨て場の問題でございます。当初、あそこへ残土を捨てるということは、県

の開発公社が先に立って、あそこの土地を求めた、そういう経緯があったわけでございまして、

トンネルの残土をあそこへ、２１ヘクタールへ捨てて、その上に３５０棟、公共住宅を建てる

と。そういう予定を当初していた記憶があるわけでございますけども、今の時代になりますと、

そうはいかない。そういう中で、昨日も話の中で、市長のほうからも現在は白紙の状態だと、

そういう話がたしかあったように記憶いたしております。 
 そういう中で、当然、ここへ中間駅をということでやっていたんですけども、残念ながら中

間駅は違うほうへいってしまった。あと残土捨て場のまわりの農家の方たちが本当に、実のこ

とをいいますと苦労をしています。今まで県で買ったあと、そのままに放置しておいたと。そ

ういう中で有害獣等々があそこへ入って、まわりの作物を荒らして困った経緯があったんです

けど、ここへきて残土を埋め立てて、来年の３月には大体、けりがつくということでございま

して、農家の方たちも胸をなでおろしているわけですけども、そのあとの残土の有効利用をど

うしてやってくれるかと、そういう問題でまた苦労をしていくんではないかと、こんなふうに

思っております。 
 そういう中で、市としてどういう土地利用を考えているか。また実際的に県へお願いしても、

寺尾の最終処分場の問題でありますけども、この問題等々も県では一緒に依頼してくれと、そ

う言いながら早く撤退をすると。そういういい加減なことばかりしているわけですけども、こ

の残土捨て場の問題等々も市でどういうお考えを持っているか、一言お願いしたいと思います。 
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〇議長（小林始君） 
 荻野市長。 

〇市長（荻野正直君） 
 境川の残土捨て場につきましては、昨日もご質問をいただいてお答えを申し上げましたとお

り、当初におきましてはあそこに駅を誘致して、そしてそれに関連する開発をしていくという

ふうな方向で頑張ってきたわけでありますけども、残念ながらこういう結果になってしまいま

した。 
 これからの活用については、これはいわゆる県の土地でありますから、県としっかりコミュ

ニケーションをとりながら、こちらの要望、あるいは県の考え方等々をしっかりすり合わせて、

このものについては対応していきたいなというふうに思います。 
 いずれにしましても完成後、どのくらい経って、あそこに仮に建物を建てるとしたら何年ぐ

らい置かなければならないのかと、いろんなそういう課題もたくさんあると思います。そういっ

たことを十分に調査しながら、県と連絡をとりながら進めていきたいと、かように思っており

ます。よろしくお願いいたします。 
〇議長（小林始君） 

 龍澤敦君。 
〇１２番議員（龍澤敦君） 

 答弁ありがとうございました。 
 そういう中で、私がなぜこの問題を提示して焦っているのかといいますのは、当然、先ほど

述べましたように、有害獣等々があそこに住み着いて、非常にまわりの農家の方たちが困って

いるということですので、ぜひそういうこともふまえた中で、お考えをいただきたいと思いま

す。よろしくお願いします。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） 
 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。 
 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２問、行わせていただきます。 
 ３月１１日の東日本大震災から、早や半年が過ぎようとしております。８月２８日現在で死

者１万５，７４１人、行方不明者４，４６７人、避難・転居者が８月１１日現在で８万３，０９９人

と発表されております。一日でも早い復興を祈らずにはおられません。 
 また、台風１２号による紀伊半島豪雨で亡くなられた方々に謹んで哀悼の意を表し、また災

害に遭われました皆さん方に心からお見舞い申し上げます。 
 政府では内閣府中央防災会議の中で、災害に強いまちづくりの一環として都市再生プロジェ

クトを立ち上げ、地震時に大きな被害が想定される危険な密集市街地について整備を図り、さ
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らに災害に強い農山村づくりを進めるため、緊急車両の通行や避難路経路、確保等の県道や市

道の整備、災害時の避難地や災害対策本部拠点として活用するための農村広場や公園地、緊急

物資輸送に関わる強固な道路など、また災害に強いまちづくりの一環として避難路、避難経路

との機能と延焼遮断帯の機能を併せ持つ都市公園の整備等々、災害対策上必要な施設、防災の

観点からの整備の促進を政府でも推進しているところでもあります。 
 また本県では被害を及ぼす地震は、主に駿河湾沖で発生する東海地震の巨大地震であり、

１００年から１５０年で繰り返すと想定。また南海トラフト、相模トラフト沿いで発生する関

東地震は２００年から３００年で繰り返すと想定されております。まさに周囲と足元に地震を

抱え込んでいる状況であります。 
 東海地震については１８５４年、安政東海地震、マグニチュード８．４からすでに１５０年

以上経っております。実質１５７年経過しており、この繰り返しの間隔から見ても切迫性が高

いと専門家も話しておられます。さらに中間地では、中越地震で経験したような急傾斜面の地

滑り、河川の閉塞による甚大な被害が発生すると想定されております。本県ではほとんど全域

が東海地震に関わる地震防災対策強化地域に指定されております。 
 ちなみに県全体での警戒区域は平成２２年１１月現在で、土砂災害警戒区域７，０９３カ所、

土砂災害警戒区域等のうち家屋５万９，５１２戸、本市では土砂災害警戒区域２１４カ所、土

砂災害警戒区域等のうち家屋２，０３９戸、区域面積１，４９５ヘクタールとお聞きしており

ます。 
 それでは以上を踏まえて、１問目として笛吹市における災害予防計画のうちで地震に強いま

ちづくり推進への取り組みについて、市の見解をお伺いいたします。 
 ①として道路施設の対策について、お聞きします。 
 （１）道路の整備はどのように取り組んでいるのか市の見解をお伺いします。 
 （２）橋梁の整備の取り組みは。 
 ②として土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策について、お聞きします。 
 （１）として、土石流危険渓流の災害防止についての取り組みは。 
 （２）として、急傾斜地等災害危険地の災害防止についての取り組みは。 
 （３）として、地滑り等崩壊危険地の災害防止についての取り組みは。 
 ③として、土砂災害危険個所における警戒、避難対策についてお聞きします。 
 （１）として、事前避難対象地区の指定についての取り組みは。 
 （２）として、避難地、避難所の指定についての取り組みは。 
 （３）として、避難路の設定についての取り組みは。 
 （４）として、公園の整備についての取り組みはについて、市の見解をお伺いいたします。 
 （５）として、地域住民への周知についての取り組みについて市の見解をお伺いいたします。 
 以上１問目の質問は終わりますけど、よろしくご答弁をお願いいたします。 

〇議長（小林始君） 
 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、佐藤建設部長。 

〇建設部長（佐藤貞雄君） 
 風間好美議員の一般質問、地震に強いまちづくり推進への取り組みについて、お答えいたし

ます。 
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 はじめに道路施設の対策のうち道路の整備についてでありますが、平成２３年３月に道路台

帳の路線網の統一を図り、市内の主要幹線道路を明確にし、災害時における道路機能をいち早

く復旧するために、笛吹市沿岸建設安全推進協議会と公共土木施設等の緊急対策業務に関する

協定を締結し、アクセス道路の確保を図ってまいります。 
 また、震災などで市内の道路や橋梁が機能不全に陥った場合、生活に大きな支障が生じると

いうリスクがあるため、幹線道路の整備を進め、さらなる安全のために市道の代替手段として、

緊急輸送路としても使える中央道の、仮称でありますけども、笛吹スマートインターチェンジ

の設置に向け、平成１９年から取り組んでいるところであります。 
 次に橋梁の整備についてでありますが、平成２０年度から市道橋の長寿命化橋梁点検をはじ

め、平成２４年度まで実施する予定となっております。 
 なお、平成２２年度には市道の橋梁長寿命化修繕基本計画を策定したところであり、さらに

平成２５年度までには実施計画を策定し、緊急性などの優先度に配慮しながら計画的な補修・

補強を行ってまいりたいと考えております。 
 続きまして、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策について、お答えいたします。 
 ご質問の土石流危険渓流、急傾斜地等災害危険地および地滑り等崩壊危険地の災害防止の取

り組みについてでありますが、土砂災害防止法に基づき基礎調査を行い、土砂災害警戒区域お

よび土砂災害特別警戒区域を山梨県が指定し、告示しております。 
 本市においては、平成２２年１１月１８日付けの告示をもって指定が終了いたしました。こ

れにより土砂災害警戒区域等をハザードマップに示し、過日、全戸配布により住民への周知を

図ったところであります。 
 災害防止の取り組みにつきましては山梨県へ急傾斜地崩壊対策事業の要望、また砂防ダム建

設の要望を行うほか、山梨県、笛吹警察署および県砂防ボランティア協会と合同による土砂災

害危険個所パトロールを毎年、実施しております。また土砂災害全国統一防災訓練に合わせ、

本市では平成２０年度から毎年、地区を選定しての防災訓練を行い、住民への周知と防災意識

の高揚を図っております。 
 要望の成果としては、芦川地区の避難所となっております芦川小学校裏の崖崩れ対策のため

の擁壁につきましては、県の主体工事として平成２３年度末に事業着手し、平成２４年度完成

を目指し、取り組んでいただいているところであります。 
 今後も土砂災害危険個所パトロールや防災訓練を継続することと合わせ、避難所および避難

経路に該当する土砂災害危険個所の整備を中心に県へ要望し、土砂災害防止対策を推進してま

いります。 
 続きまして、土砂災害危険個所における警戒、避難対策のうち事前避難対象地区の指定につ

いての取り組みでありますが、市が指定している事前避難対象地区は９地区ございます。この

地区には、県の急傾斜地の崩落特別警戒区域の指定個所があり、地震による土砂災害の危険が

予想されます。よって、東海地震警戒宣言発令後は直ちに避難勧告および指示を行い、地震が

起こる前に迅速に避難ができるよう、防災無線などで呼びかけることにしております。 
 次に避難地、避難所の指定についての取り組みでありますが、避難場所については対象地区

から近距離であり、安全性が高く設備が整っているという観点から、それぞれ市の指定避難所

を指定してあります。 
 次に避難路の設定についての取り組みでありますが、避難場所には市の指定避難所を指定し
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ております。地域においては、避難経路の危険個所や倒壊の恐れのある建造物などの把握をし

ていただき、できるかぎり安全な避難路での避難ができるよう取り組んでいただいております。 
 次に公園の整備についての取り組みでありますが、公園整備にあたりましては、各公園に位

置付けられている防災上の役割を十分に勘案した整備内容とするよう努めております。 
 現在進めております八代ふるさと公園拡張整備事業につきましては、本公園が大規模災害時

のヘリコプターの離着陸場として、物資輸送拠点の役割を担っていることから、物資輸送の中

継点としての役割を十分に発揮できるよう整備を図ることとしております。 
 次に地域住民への周知についての取り組みでありますが、平常時において災害関連の情報な

どは、広報紙や市のホームページなどを通じ、日ごろの備えと災害時の行動などの掲載をする

ことで広く周知しております。また災害により孤立が予想される地区については、土砂災害を

想定して、避難方法や避難場所への避難訓練などを実施するとともに、土砂災害についての研

修を行い、土砂災害危険区域での地震対策についても取り組んでおります。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 ありがとうございました。再質問させていただきます。 
 道路対策の一環として、本市において市道の中には緊急車両の通行が困難な、狭隘な道路が

数多く見受けられますが、地元および地権者のご理解・ご協力を求め、拡幅工事等々を要望し

ますが、市の見解をお伺いいたします。 
〇議長（小林始君） 

 佐藤建設部長。 
〇建設部長（佐藤貞雄君） 

 風間好美議員の再質問でありますけども、緊急車両が通行できる道路拡幅工事の要望という

ことでありますけども、市としましては毎年、地区要望で申請していただく中、合併以来、４メー

トル以上の市道整備を行ってきているところであります。しかし中には４メートルに満たない

道路整備の要望があるのも現状であります。こういった場合、再度、行政区に緊急車両もスムー

ズに通行できるための、４メートル以上の道路整備の協力をお願いしております。職員も地区

役員、また現地等を確認しながら、さらに地権者の皆さんのご理解をいただく中、要望に応え

るよう鋭意、努力し推進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） 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 次に移ります。 
 土砂災害防止については、パトロールを毎年実施しているとの答弁でしたが、今回の台風に

よる長雨があった場合、またゲリラ豪雨および小地震が発生した場合はハザードマップに示さ

れた地域での区役員を先頭に消防団員等々の協力を得て、山頂および山腹等々の異常の発生の

調査、地割れのチェック、現地確認が最重要と考えられますが、市の見解をお伺いいたします。 
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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） 
 風間議員の２点目の再質問でありますけども、土砂災害防止に向けた現地確認の必要性とい

うご質問でありますけども、先ほど答弁のほうでもさせていただきましたけども、管内の特に

危険と思われる地域については、県の砂防ボランティア協会等の協力を得てパトロールを実施

しておりますが、大雨のときには区役員、また団体等に確認をお願いし、状況により職員が確

認作業を行っており、被害があった場合について応急対応を行っているような状況であります。 
 また確認を行うにあたって、確認する方々のまず身の安全を確保することが重要であること

から安全が確保される場所からの目視による確認で状況を把握し、場合によっては専門家に調

査および確認をするための予算を計上しております。これは県の事業でありますけども、災害

アシストエンジニア事業という、こういった事業等も取り入れながら対応を考えております。 
 いずれにいたしましても、災害が発生する前に事前に現地の状況を把握するということは、

それが安全な場所への避難につながるものでありますので、こういった確認をするための身の

安全をまず踏まえた中で、庁内の関係部署そういったものとも調整をしながら、迅速でそれか

ら的確な現地確認が行われるよう、そういった連絡等の体制、システム等をしっかり構築する

ことが重要と考えておりますので、この点、今、風間議員のご指摘のとおり、このへんについ

てはそういった情報等の収集のための体制づくりについて、今後、検討を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。 

〇議長（小林始君） 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 先ほどの答弁で、再々質問をさせていただきます。 
 今回の１２号台風による長雨、豪雨による初めて聞いた、この新聞にも載っております深層

崩壊という、大月市で発生したわけでございます。深さが２０メートル、長さが６００メート

ルに及ぶ大規模な土砂災害が起きております。本市としましても対岸の火事とは思えません。

ぜひ現地で確認の実行を県に頼らず、本市において実行に移していただきたいと思います。こ

れは要望とします。 
 次に移ります。 
 地域住民への周知はということで、広報誌等々で行っておりますが、３月１１日の大震災の

ときには、すぐに携帯電話がつながらなかったのも記憶に新しく残っております。災害が発生

した場合の連絡手段として衛星電話、また無線電話等々が必要不可欠と考えます。各行政区単

位に、また指定避難場所への設置を強く要望しますが、市の見解をお伺いいたします。 
〇議長（小林始君） 

 山下総務部長。 
〇総務部長（山下真弥君） 

 風間議員の再質問にお答えをいたします。 
 防災情報無線のデジタル無線機を、子機ということになるかと思いますけども、行政区なら

びに指定避難場所への配備についてどうかということのご質問だと思います。 
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 現在、ご指摘のとおり防災無線、それから消防団の団波、また衛星携帯、これらで情報の共

有化、あるいは避難指示等を行う計画になっております。 
 デジタル無線機の配備につきましては、各指定避難所への配備を現場指揮本部の職員がそこ

に配備するという形で、現在、計画はしております。ただ各行政区へのデジタル無線機の配備

につきましては、現在のところ計画にありません。今後の訓練等におきまして、しっかりと検

証をしながら、その情報収集、情報伝達につきまして、総合的に検討する中で配備につきまし

ても検討させていただきます。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 今、行政区のほうへは配備しないという答弁でしたけども、過日のそういう、大きな台風１２号

の爪あとの中にも、いろいろ一方的に、行政のほうからは連絡がいっているけども、こっちか

らのほうはいかないという、現実に起きたわけでございます。そういうことも吟味しながら、

行政区の、１３０数区あるわけですけども、そちらのほうへも配慮を願いたいと思います。 
 続きまして、消防団員についてでありますので、これは芦澤総務課長にお聞きしたいと思い

ます。 
 予防消防をはじめ、災害が発生したら消防団員に全面的に協力を求めなければなりません。

そこで消防団員の定期訓練については初期消火の対応と思いますが、これからは各分団におい

て災害対策対応に対しての訓練が必要と考えます。１，７００数名の団員、各地区の状況に合

わせた各分団員に協力をいただき、災害に対する訓練に努めていただきたいが、当局のお考え

をお聞きします。 
〇議長（小林始君） 

 芦澤総務課長。 
〇総務課長（芦澤栄君） 

 災害に対する消防団員の、いわゆる訓練というご質問でございます。 
 ご承知のように消防団といいますと初期消火のイメージが非常に強い、火事の対応というの

が非常にイメージが強いんですが、先ほどから話題になっております水防、この水防団を消防

団は兼ねてございます。したがいまして、水防訓練につきましては定期的に土嚢の作成から、

シート張りから、木流しから、またおのおのの川倉等々の水防訓練を随時行っております。特

に今年度は局地的に豪雨になる、いわゆるゲリラ豪雨という雨が多うございまして、平等川で

実際に消防団員の手を借りて、木流しの処理を行ったという実績もございます。 
 記憶に新しいのは、この台風１２号の警戒でございます。そうした中で、やはり足掛け４日

くらいですね。消防団員は、その気象情報にもよりましたが、自宅待機から詰め所の待機、ま

た地元のパトロールといったような、基本行動についてはトレーニングをしているところがご

ざいます。また土砂災害等々で避難勧告、避難指示等が万が一、今度、出るというような場合

については、当然、その地域のパトロールならびに地元の避難民の誘導等も、その職務になっ

てこようと思います。 
 このように地域の自警団としての負託が非常に大きい消防団でございます。議員ご指摘のと

おり、それに対する訓練については団の役員会等で諮りながら強化していきたいと思います。 
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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） 

 ぜひ生命、財産、また本当に尊い命を守るという、消防団に夢を託すわけでございますので、

ぜひ現実に向かって、なお一層の訓練に励んでもらいたいと思います。 
 いつ起こるか分からないこの災害です。市民がまだまだ認識が浅いと思います。各地域へ出

掛けて、その地区の状況等の説明を行い、ぜひ市民への関心を高めていただきたいと思います。 
 それでは、２問目に移ります。 
 子ども手当について、市のお考えをお伺いいたします。 
 民主党が政権交代を果たし、２年が経過しました。総選挙の目玉の１つとして、マニフェス

トの子ども手当、実際に実施された子ども手当には雲泥の差があることをどのくらいの人たち

が理解しているでしょうか。当初案の子ども手当は、中学生まですべての子どもに１カ月２万

６千円を支給する施策でした。いろいろな諸条件はありますが、財源はすべて国費とすると発

表。私のところへ、子どもが３人いる若い主婦が訪ねてきました。おじさん、私、こんなにい

ただくとお大臣になる。３人ですから７万８千円になりますね。１月。そんなようなことを言っ

て喜んで帰っていきました。日本全国の子どもを持つ若い世代の人たちを取り込んだ選挙だっ

たと思います。 
 子ども手当は政権交代を果たした１つであると考えます。この国の政治がハマっている泥沼

を象徴するような出来事として、歴史に記憶されることでしょう。 
 以下、質問に移ります。 
 １として、今年１０月からの支給内容はどのようになるのか、お伺いいたします。 
 ２として、今後の子ども手当のあり方について、お聞きします。 
 ３として、子ども手当と児童手当は何が違うんですか、お聞きします。 
 ４として、本市における諸経費はどのくらいの負担になるのか、お聞きします。 
 以上、よろしくご答弁をお願いします。 

〇議長（小林始君） 

 当局の答弁を求めます。 

 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、子ども手当についてお答えいたします。 
 国の制度であります子ども手当は、本年４月からは子ども手当のつなぎ法によって実施され

ておりますが、このつなぎ法が９月末をもって期限切れとなることから、１０月から来年３月

まで子ども手当を存続させるための特別措置法が、去る８月２６日に成立したところでありま

す。大きな変更につきましては、支給額が変更になることと年度内で子ども手当を廃止し、来

年度からは児童手当が復活し、所得制限が導入される予定であることであります。 
 はじめに１０月からの支給内容についてでありますが、本年度中は子ども手当の制度名で支

給いたしますが、１０月からは手当の額が改正され、現行の中学生まで１人当たり月額１万３千

円の支給額を０歳から３歳までが一律１万５千円に、３歳から１２歳までの第１子および第２子

は１万円に、第３子以降は１万５千円に、中学生は一律１万円にそれぞれ変更となります。 
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 次に今後の子ども手当のあり方についてでありますが、平成２４年度からの制度につきまし

ては、制度名の改正と所得制限の導入の大きく２つの変更点がございます。 
 制度名につきましては、児童手当の名称に改正されます。また平成２４年６月から所得制限

を導入することが予定されており、所得制限を超えた場合に対する負担軽減策などを含め、詳

細について検討されることになっております。 
 今後は受給者の所得状況の確認が必要となりますが、具体的な取り扱いにつきましては、国

の動向を見極めながら進めてまいります。 
 次に子ども手当と児童手当の違いについてでありますが、支給対象となる年齢と支給金額、

児童手当には所得制限を設けているという点が大きな相違点であります。支給対象年齢につき

ましては、児童手当が０歳から小学校終了までの１２歳としておりますが、子ども手当は中学

校終了の１５歳までとしていることであります。支給金額につきましては、児童手当が３歳未

満は１万円、３歳以上が５千円、第３子以降が３万円に対して、子ども手当は児童１人につき

一律月額１万３千円であります。 
 また、財源につきまして、児童手当の場合は国や地方自治体および事業主それぞれの負担割

合により負担しております。子ども手当につきましては、支給額のうち児童手当に相当する部

分は児童手当と同様の負担割合とし、支給額のうちの上乗せ部分は全額国庫負担となっており

ます。 
 次に、本市における諸経費はどのくらいの負担になるのかとのご質問でありますが、１０月

の制度改正に向けての取り組みにつきましての必要となる作業は対象者の年齢確認、新制度に

対応するためのシステム改修、受給者に対する制度の周知などであります。 
 新制度にかかる事務経費につきましては、子ども手当の開始時と同様の方向が示されており

ますので、事務費交付金が交付されるものと思われます。また、システム改修費につきまして

も国からの交付金等が措置される予定であり、国から制度に関して具体的に示された段階で見

積書等を徴収してまいります。 
 今後も国や県からの改正に伴う必要な情報を的確に収集するとともに、制度内容についても

受給対象者への個人通知をはじめ、広報誌や市のホームページにより周知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） 
 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。 
 １０月から変わるという児童手当の中で、児童手当をいただく児童は本市に何人ぐらいいる

んでしょうか、お聞きしたいと思います。突然ですから詳しく分からないと思いますけども、

できましたら、例えば０歳から３歳児は何人、３歳から１２歳は何人、中学生は何人でしょう

かという質問なんですけど、分かったら教えていただきたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 荻原福祉事務所所長。 
〇福祉事務所所長（荻原明人君） 

 風間好美議員の再質問にお答えいたします。 
 児童手当の受給できる、対象となる子どもさんの数ということですけども、現在、子ども手
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当ということで制度が動いておりますので、９月１日現在の子ども手当を受給している子ども

さんの数ですね、申し上げます。 
 ０歳から３歳未満児のお子さんが１，６４７名。３歳以上１２歳までのうちの第１子と第２子

のお子さんを合わせて５，０３６名。それから第３子以降にあたる子どもさんが７０７名。そ

れから中学生が１年生から３年生までで合計２，１４６名となっておりますので、現在、子ど

も手当を受けられる子どもさんの数というのは、市全体で９，５５４名というふうになってお

ります。それから受給者ということですけども、この手当を受けておられる保護者の方の数は

５，８２２名という状況であります。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 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。 
 次に事務経費について、先ほどシステム改修等があり、国からの交付金が充当されるとの答

弁でした。交付金も国民の尊い税金と解釈しております。先ほどの答弁で、経費の金額がお示

しされなかったなと思っております。本市における事務経費がどのくらいの試算が考えられま

すのか、再度お聞きします。 
〇議長（小林始君） 

 荻原福祉事務所所長。 
〇福祉事務所所長（荻原明人君） 

 制度改正に伴います本市における事務経費等についてのご質問でございますけども、制度改

正にかかります事務経費、またシステム改修費につきましては制度に関しての具体的な内容が

国から示された段階で精査してまいるわけですけども、参考といたしまして、平成２２年度に

児童手当から子ども手当に移行する際には、準備事務費として約２３０万円ほどの支出をして

おります。また、システム改修費として７３５万円の経費がかかっております。それらがすべ

て交付金ということで措置されておりますので、現段階ではそのあたりの額を１つの目安とし

て考えているところでございます。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 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。 
 国の施策でありますが、一番苦労をなさっているのが各市町村の職員だと理解しております。

年齢別、所得割等々、事務的処理が大変だと思いますが、過ちのないように取り扱い、子ども

手当の支給をしていただくようお願いして、私の一般質問は終わらせていただきます。ありが

とうございました。 
〇議長（小林始君） 

 以上で、風間好美君の一般質問を終了いたします。 
 関連質問を許します。 
 中村善次君。 
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〇１１番議員（中村善次君） 
 平成２３年度笛吹市のハザードマップについて、伺います。 
 この地図は笛吹川、濁川、平等川、日川、境川が大雨によって増水し、堤防が破壊した場合

の浸水予想結果に基づいて浸水の範囲と、その程度を記してあると、こう明記されております。

暴れ川の金川につきましては、堀内文藏氏から指摘がございましたように記載がされていなかっ

たということもございました。拝見しますと笛吹川の右岸、左岸、浸水の深度１メートルから

５メートルに達する区域がございます。しかし、そのほとんどが笛吹川の右岸であることは事

実でございます。市役所から下流方向に浸水、１メートルから５メートルに色づけされており

ます。しかし、この中に避難場所が示されております。ちょっと理解できないマップと思いま

すけども、市の見解を伺います。 
〇議長（小林始君） 

 山下総務部長。 
〇総務部長（山下真弥君） 

 ここのマップにあります避難所につきましては４６カ所ございます。これは水防、洪水時の

避難所ということで、一部、地震のときの指定避難所と重なります。それから石和高校とか、

園芸高校とか、そういうものが入る中で増えているわけでございます。 
 ご指摘のとおり右岸側に浸水する避難所がございますけども、防災計画の中ではこのことに

ついてふれております。防災計画の中には、住民を避難させる場合には早めに中央道側に、中

央道側というのは左岸側ということになりますけども、中央道側に避難させる。または２階以

上の階に避難所を設けるというふうにされております。いずれにしましても、情報の収集と早

めの的確な避難誘導が大事ということになろうかと思います。 
 また避難の勧告、それから指示を出すタイミングということでございますけども、まず県と

国が出します情報、警戒が出ます。この警戒に基づきまして消防団、職員、情報収集に走りま

す。情報収集に走る中で、人的な被害が出る可能性が高まった場合に、まず避難の準備情報を

流します。これは防災無線とか広報車で流すわけでございますけども、この時点で障害者の方

とか、お年寄りは早めの避難をしていただきます。その次の段階で、さらに前兆現象等、ある

いは堤防の決壊等、危険度が高まった場合には避難勧告ということになります。この避難勧告

によりまして、市民の方は避難していただく。それでもさらに広範囲な被害、人的な被害が広

がる可能性がある場合には、次の段階、最後の段階として、避難指示ということになります。

これはすべて、市長の命令で出すわけでございますけども、いずれにしましても事前の調査、

情報収集、それに基づいた早めの避難勧告、避難指示ということになろうかと思います。でき

る限り早めに高台等へ、あるいは笛吹川であれば左岸側へということになろうかと思いますけ

ども、その対応をしていきたいというふうに考えております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 中村善次君。 

〇１１番議員（中村善次君） 
 多少ダブりますけども、避難勧告指示を発令された場合、この地に住む市民の数というのは、

おそらく１万人とか１万５千人とかという数になると思います。災害、昼夜に問わず、これは

発令をしなければなりません。夜間なんかの場合は、大変な、これもご苦労もいると思います。
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それから笛吹川にかかる橋が３橋、これは通行不能になったらどうするんですか。そのへんも

ございます。ご答弁を願います。 
〇議長（小林始君） 

 山下総務部長。 
〇総務部長（山下真弥君） 

 橋が壊れたらどうなるのかという話でございます。その前に避難誘導をするということをし

なければならないというふうに思います。いずれにしましても、この５メートルの浸水という

のは過去の実績値でございます。過去の状況から考えますと、いろんな社会的な状況、それか

ら建物の状況、土手の状況、いろいろ状況が変わっております。そのへんも考慮しながら、と

はいっても、こういう過去の経験がございますので、市民の皆さんには注意喚起ということで、

このハザードマップがつくられております。したがいまして、市民の皆さまにはその点をご理

解いただくと同時に、市のほうとしましても、これをもとに早め早めの対応をしていきたいと

いうふうに考えております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 中村善次君。 

〇１１番議員（中村善次君） 
 ゲリラ豪雨といわれます雨、これは１時間あたり８０ミリ前後といわれております。この雨

が２時間、３時間続いたらどういう被害が出るだろうと。これはおそらく甚大な被害だと思い

ます。先般の台風による紀伊半島における未曾有の大被害、おそらくあれに匹敵するような被

害も出る可能性もあるではないかなと私は理解しております。 
 東北の大震災で中学生に防災教育を行ったということで、小学生、保育園生もそれに続いて

避難して１人も犠牲者を出さなかったという、暗い中にも明るいニュースがあり、私も本当に

よかったなと感じたニュースでございます。笛吹市におかれましては、危険区域内にある小中

学校、どういった防災教育をされているのか、お聞きしたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 山田教育長。 
〇教育長（山田武人君） 

 危険区域内ということばかりではなくて、笛吹市全体の小中学校では毎年防災計画を教育委

員会へ出していただいております。年に１回は地震に対してのそういう訓練もいたしておりま

すし、今回こういうふうな、津波はありませんけども、こういうハザードマップ等が出て、そ

ういう中で今５メートルというふうな、そういうふうなことも出ておりますので、これからそ

ういう面も頭に入れながら各学校でそういう訓練をするような、そういうふうなことを教育委

員会でも校長会のほうでお話したいと思っております。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 中村善次君。 

〇１１番議員（中村善次君） 
 その教育の内容ですけども、でき得ればプロの方にお願いして、防災頭巾をかぶって机の下

に隠れるのは基本ですけども、登下校の際、その子どもが置かれた環境下においても瞬時に自
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分の身が守れる、その行動がとれるこういった教育をぜひともお願いしたいんですけども、ど

うでしょうか、教育長。 
〇議長（小林始君） 

 山田教育長。 
〇教育長（山田武人君） 

 今のようなご意見を、またお話する中で検討していきたいと思っております。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 中村善次君。 

〇１１番議員（中村善次君） 
 最後に１点ですけども、地球規模で天候が大きく左右されるという中で、本市の防災計画の

見直しについて、今後検討する用意があるのか、ないのか、お聞かせ願いたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 山下総務部長。 
〇総務部長（山下真弥君） 

 再質問にお答えいたします。 
 防災計画については、６月議会でも答弁をさせていただきました。県の防災計画見直しの作

業を今、やっております。それに基づきまして整合性をとる中で、もちろん笛吹市の防災計画

の見直しをやる予定であります。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 関連質問を続けます。 
 新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 
 前回の全協のときに、大雨によるための雨量計を１３カ所付けたといいましたが、その付け

た場所と、できればどんなところに配慮して、その場所に付けたのかお聞かせ願いたいと思い

ます。 
〇議長（小林始君） 

 佐藤建設部長。 
〇建設部長（佐藤貞雄君） 

 新田議員の関連質問でありますけども、雨量計、このたび新たなシステムに向けて１３カ所、

市内に設置をしておりますけども、個々の場所ということでありますので、では逐次。 
 まず笛吹消防署の屋上、あと支所の関係になりますけども御坂支所、一宮支所、八代支所、

境川支所、春日居支所、これが支所の関係です。あと春日居の熊野堂の山付きの観測局、それ

から石和の清流公園内の観測局、あとこれ一宮町の石ですけども、京戸川の上流の観測局、あ

と御坂町の上黒駒の桧峰神社の手前側に配水池がありますけども、その敷地の中に観測局が設

けられております。あと八代町の竹居に県営の射撃場がありますけども、その敷地内にもあり

ます。あと芦川については、上芦川の保育所に１カ所。あと芦川の鶯宿のふれあいプラザの敷

地の中にありまして、計１３カ所の雨量計を設置しております。 
 なお、参考までですけども、市内にはこれ以外に国、県の雨量計の観測所が７カ所あります
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ので、市内の１３プラス国、県の７カ所で２０カ所、雨量計が設置されております。 
 あと設置場所については、当然山付き地帯、そういった土砂災害の警戒エリアとなるような、

その上流側、そういったものを配慮した中で、さらにまた支所を中心としたそういった平地の

部分、そういった大まかな選定の中で、１３カ所の設置をさせていただいております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 関連質問を続けます。 
 （ な し ） 
 関連質問を終わります。 
 一般質問を続けます。 
 ４番、北嶋恒男君。 

〇４番議員（北嶋恒男君） 
 市民派クラブの北嶋恒男です。通告によりまして、一般質問をさせていただきます。 
 その前に、今日は議長に許可を得まして、私は理系だということで説明させていただくため

に図面を用意いたしました。これをご覧になっていただきたいと思います。 
 八千蔵・高家用地問題については、昨日も３名の方から質問が出ました。当局の回答も伺い

ました。正確に理解していただくために私は図面を用意いたしましたので、ご覧になっていた

だきたいと思います。この用地の概況をこの図面を見ながら説明させていただきます。 
 左上のほうに用地の平面図がございます。この位置にありまして、形とすればこういう細長

いような形、真ん中が膨らんだ形ですね。道路から入った入り口がありまして、そちらからの

ぼっていきますと約５００メートル、そして一番広いところが約１７０から１８０メートルく

らいの幅のところでございます。 
 その周囲が天川と竜蛇川が迫っております。そしてちょっと下流で天川が合流いたしまして、

下の図面を見ていただきますと、天川の農業用水施設ですけども、灌漑用の図面といたしまし

て、天川の笛吹川の合流まで、蛇行していますけども、約５キロくらいです。その間にこのよ

うに堰が１４カ所ございます。現在、使われているところもありますし、慣行水利権の許可水

利量が掲載しておるわけでございます。そして責任者は大体、今の区長さんがなっております。

そのような状況をご覧になっていただいて、そして右の上のほうにはこの用地の横断図がござ

います。両方サイドがちょっと小高いところに用地がございまして、そして両サイドに河川が

あると。そして高家のほうは地形的に上っておりますので、崖になっております。 
 これらがまとまった区域でありますけども、１０年ほど前から何か公共用地として活用でき

ないかということを検討しておりました。境川の用地に移る前までですね。それから約１０年

が経ちました。ですけども、そこまで、このままいつまで経ってもなかなかうまい構想がない

ということで経過をしているわけですけども、ここで一度、真剣にもう一度、原点に戻って何

が妥当であるかということについて、考えていきたいと思います。 
 まず１番の八千蔵・高家用地は、なぜ必要かということでございます。 
 この用地問題については、ごみ処理施設構想が境川地点に変わった時点で、われわれは解決

したものと考えておりました。しかし、その後も解消することもなく今度は４市で責任を持っ

て、この土地を活用することを考えていくということになってきたようでございます。まだ適

当な構想は出ていません。笛吹市長は昨年の議会でも地元に対して、なんらかの活用策を考え
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ていきたいというように回答しております。そういうふうに、なかなか構想が出てこない。も

う１０年も経ったということで、われわれもどうしてかなということで、当時、その地元の、

たしかにごみ処理施設を造るときに、勇気を持ってまとまった土地を提供していただくという

ことの感謝の意味もあるんではないかと思うんですけども、どのような交渉内容であったのか

と。もし、これが市長在職中に具体的な計画ができなかった場合はどうなるんだろうかなとい

うことが心配になりますけど、お伺いいたします。 
 次に災害廃棄物ストックヤード問題についてということで、７月１６日、山梨日日新聞に報

道された内容では、４市が東海地震などの災害に備えて一時的にガレキ処理できる場所に決め

たとありました。しかも時期を２０１７年までには、整備を目指すというものでございました。

この問題は直接関係ない場所に生活している方にとってはなんともない話でしょうけども、関

係する地域の人たちにとっては大きな問題であります。もう一度、このへん担当者に真意を問

いたいと思います。 
 その中で１番、下流域への影響についてということが一番の、私はポイントだと思っており

ます。 
 当計画地は天川の上流でありまして、笛吹川合流まで約６キロメートルとありますけども、

実際は５キロです。灌漑用堰１４カ所に慣行水利権があって、現在も畑、樹園地約５０ヘクター

ルが受益しております。天川周辺には笛吹畑灌施設は入っておりませんので、直接取水してお

ります。このような下流地域の状況があるので廃棄物からの雨水の汚染水の流出、有害物の地

下浸透などが懸念されます。このような影響に対して、どのように考えていらっしゃるか伺い

たいと思います。 
 次に立地場所の費用対効果ですけども、先ほど図面でちょっと説明しませんでしたけども、

入り口から５００メートル上まで、約、高低差が３８メートルぐらいということは事務局の報

告にございました。そうしますと１２メートルいって１メートル上がるというような勾配になっ

ているわけです。そういうようなことを状況に頭に入れていきまして、当用地の平均的な道路

勾配は切土、盛り土、構造物などを造りますと、平地をつくる基盤整備のために莫大な建設費

が必要となります。またそういった土を動かしたり、石垣を積んだりということになりますと、

今回のような大雨になった場合、二次災害の恐れもあるということですね。それからまた河川

工事とか、崖の防災工事なども必要になってまいります。しかも、平場で使える面積は全体面

積のおおよそですけども、約７０％ぐらいになるんではないかなと思います。何十年先になる

かも知れない災害を待って、毎年の維持管理費はどうするのかなと。構想の真意を伺います。 
 次に、立地条件のよいところは別にあるのではないかと。ここに限ったことはないんではな

いかということでございます。 
 今回の計画は、４市合同用地として苦肉の策として浮上したと思います。いろいろとよく考

えてから公表すべきではなかったかなと思っております。もし、このようなヤードを将来に必

要とするならば、４市それぞれで近くの場所に考えておくことのほうが合理的ではないかなと

思います。笛吹市でも独自のふさわしい場所の検討をこの機会に続けていってほしいと思いま

す。立地条件をクリアする場所はいっぱいあります。平らで周辺の環境が整えば、普段は農地、

蔬菜栽培なんかでもしているところを借地契約しておいて、そして作物の生産は続けながら非

常時だけ使わせてもらうということであれば、管理費は不要ではないかなと思います。このよ

うなところとしては、下流のほうの笛吹川合流近くがふさわしいんではないかなということで、
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個人的には思っております。そのような構想に対して、見解を伺いたいと思います。 
 それから、意見ばかり言ってもあれですから提言をさせていただきます。あの地域を歩きま

した。先日も桃の収穫のときに、非常に普段のところよく整備をされて遊んでいる土地は１つ

もありませんでした。こんないい場所をなんとか守っていかなければいけないなと。この形で

桃を生産したり、いろいろ農業の面で発展したほうがいいように思いましたので、このような

提言をさせていただきました。 
 この場所での公共施設の整備は上記でも述べているように、地形的の問題で費用対効果が出

るような事業は、大変狭き門であることが分かります。ましてや４市が合同で使えるものとな

るとさらに難しいと思います。そこで結局、この現地形を生かして農業生産基盤をできるだけ

高める方策を考えていくのが一番、可能性のあることだと考えます。 
 畑地帯総合整備事業を導入して配水施設や道路、区画整理等の各種土地改良事業を総合的に

実施して、大規模な圃場整備がされれば、新規参入の担い手農家や企業の参入もあるでしょう。

この付近はシーズンになると桃狩り、ブドウ狩りで賑わっております。大規模化した観光農園

産業としても大いに期待できる場所ではないかなと思います。 
 笛吹川左岸地区の畑総事業計画は平成２５年度まで許可されておりますので、今からでも地

権者の合意形成が得られれば、県農務部は前向きに取り組めるといっております。 
 早速にも市役所がまず先頭に立って、地元や議会も入って検討会議を開催して、今後の活用

策を検討していくべきとはないかなと考えますが、ご見解をお願いいたします。 
〇議長（小林始君） 

 当局の答弁を求めます。 

 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。 
 八千蔵・高家用地は、なぜ必要かとのご質問であります。 
 ご質問にあるように、４市で責任を持ってこの土地の活用を考えていくことになりましたの

は、県のごみ処理広域化計画、いわゆるＣブロック構想に基づき、ごみ処理施設建設が境川地

区に決定したことによります。いったんは甲府市と笛吹市が共同でごみ処理施設を建設すると

決定していたこの地域の地権者の方々に対し、２市は行政責任として用地を取得することと関

係する山梨市と甲州市に応分の負担を求めることをお約束いたしました。 
 それ以後、この土地の活用については境川地区と一体で進めるべく４市で組織する八千蔵地

域等対策協議会で協議検討してまいりました。また、年度末までには、概略計画を地域の皆さ

まに説明する考えで作業を進めてまいる予定ですが、市長在職中にそこまで進まなかったとい

たしましても、笛吹市として関係市とともに行政責任を果たしてまいります。 
 続きまして、災害廃棄物ストックヤード問題についてのうち下流域への影響についてお答え

します。 
 今回の計画は、ストックヤードを整備するということですので、災害発生後に急きょ、廃棄

物仮置き場として利用する場合と違い、事前に廃棄物からの汚染水の流出や有害物質の地下浸

透による土壌および地下水汚染など、生活環境上の支障を防止するための構造を整備する必要

があるものと考えております。 
 今後、具体的な整備内容につきまして調査・研究を進め、概略計画を皆さまにお示しする際
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には、周辺住民の方々の環境への不安が解消されるよう整備計画を策定し、説明してまいりた

いと存じます。 
 次に、立地場所の費用対効果についてお答えします。 
 この用地は、都市計画図によると２０メートルを超える高低差がありますが、ストックヤー

ドとして整備するためには広大な平地が必要となりますので、整備する構造を調査するととも

に現地の地形調査を実施し、造成等に掛かる費用がなるべく低廉となるよう研究してまいりた

いと考えております。 
 次に立地条件のよいところは別にあるのではについてでありますが、東日本大震災の被災地

のガレキ対策の状況を見ますと廃棄物の仮置き場不足は、その後の復興を図る意味においても

大きな課題となっている状況から、ストックヤードを整備しておく必要性についてはご理解い

ただけるものと存じます。 
 東海地震の平成１７年の被害想定における笛吹市内の、住宅・建築物系のガレキの発生量は

４万９，４００トンと想定されており、必要となる仮置き場の面積は約１．８ヘクタールとい

う推計もあります。４市の想定ガレキ発生量は合計３２万９，３００トンであり、仮置きに必

要な面積は約１２ヘクタールと推計されますので、この地域にすべてのガレキを運び込むだけ

の面積はありません。 
 したがいまして、４市の合意によるストックヤード整備事業は予定どおり進めていきたいと

考えますが、この地域とは別に、災害時に廃棄物の仮置き場として利用できる場所について、

立地条件および生活環境上の支障除去に要する費用、平常時の維持管理経費についても考慮し

ながら、検討していく必要があると考えております。 
 続きまして八千蔵・高家地域の将来展望について、お答えします。 
 八千蔵・高家地域の活用は、関係する市が応分の負担をすることで合意されております。し

たがいまして、４市が共通で使えるものを整備することが合意の前提条件であります。ご提言

いただいた整備は地権者の合意形成が大前提となりますが、これまでの経緯の中で地権者は開

発を望んでおりますので、笛吹市が単独で用地を取得し整備をする活用は考えておりません。 
 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） 
 今、下流域が農業利水があるということは承知しておるようでして、それに対する汚染水が

流出するということは、それを防止するような、浸透することを防止するような施設を造ると

いうことですけど、とてもそんなものができるわけない。上がオープンであれば、ドームでも

かければまだしも、そんなことができるわけではないし、仕分けが出れば、また次から次へと

入ってくるわけです。そんなことでそういうふうに思いますけど、本当にそういう防止できる

ような施工ができるんでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 池田経営政策部長。 

〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 あくまでも、現段階の私ども考えでございます。これから具体的に遮水シートとどの程度の

規模のものが必要になるのか等と、それから調整池が必要になるのか。そのへんも含めまして
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研究・調査等を進めていきたいと考えております。 
〇議長（小林始君） 

 北嶋恒男君。 
〇４番議員（北嶋恒男君） 

 とても明野の問題以上の問題になるんではないかと思います。いくら言っても、そのへんで

平行線だと思いますので、私の感じたところを申させていただきます。 
 一方では喜ぶ人がいて、一方では犠牲になる人がいるという行政をしてもよいのか。今まで

の市のやり方は、肝心な大事な問題を後回しにして、楽なところから入ってくるという感を受

けるけども、そういうやり方は非常にまずいと思います。今までもいくつかマスコミ発表いた

しましたけども、すぐ消えて、考えなしに出ている問題が多くありました。これから未来にわ

たって、まだまだ人工的に汚染源になるようなことをつくることが許されるわけはありません。

行政マンとして、よくそのへんは考えてください。嫌なものは、人の少ない上へ上という思想

は５０年前のことです。今は町の中に共有するというような考えでなかったらできないと思い

ます。 
 もし急に笛吹市だけ使うことになったら、アリーナの駐車場だってよいと思います。いろい

ろな面で、一番条件がよいと思います。４市の正式合意と盛んに言っておりますけども、これ

は地元の笛吹がよいといえば、ほかのところはなんの実害もないのだから何も言うことはない

ということで決まったことではないでしょうか。地元の笛吹がしっかりしないから、またボタ

ンを掛け間違えるようなことになるのだと思っております。この構想はとてもあってはならな

いことで、これ以上、考える余地はないと思っています。下流域に耕地がいっぱいあって、灌

漑に使っている水がいつも汚染されているなんてこと、未来にあってよいことでしょうか。人

工的にこういった汚染源を上流につくるということが、あっていいことでしょうか。いつまで

もきれいな川であってほしいと思います。そんなことで要望いたしまして、善処していただい

て、私の質問は終わりたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 要望でよろしいですか。 
 （「結構でございます。」の声） 
 以上で、北嶋恒男君の一般質問を終了します。 
 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） 
 まず最初に質問したいんですけども、この土地は買い取らなければならないわけですか。 

〇議長（小林始君） 
 荻野市長。 

〇市長（荻野正直君） 
 この土地については、非常に長い歴史がございます。まず、この八千蔵・高家が一番先に手

を挙げていただいたことについては、今、ございます東八聖苑、これを造るときにまず手を挙

げていただきました。しかし、これにつきましては３カ所、候補地がありまして、そして中道

のほうに決定したという経緯が一つございます。そしてそのあと、合併する前に青木ヶ原ごみ

処理場がございまして、こちらのほうもすでに使えなくなっているというようなことで、甲府
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に、あるいは別のところに、石和を除く東八代のごみについては持っていかなければならない

という状況がございました。それに対してどうしたらいいか。首長さん集まりまして、いろい

ろご苦労をいただきましたけども、なかなか名案が浮かばなかったというような経緯がござい

ます。その中で甲府市が、次期処分場を造る場合には一緒になって考えるというふうな条件で

あれば、今の状況の中で東八を受け入れていいと、こういう状況で甲府でごみを受け入れてい

ただいたわけです。そしてすでに今の甲府の処分場については期限がきておりまして、これを

建て替えなければいけないと、こういう状況の中でいろんなところを探しております。 
 そのときに当時のことでありますから、いわゆるダイオキシンの問題でありますとか、いろ

んな問題があって、どちらかといえば迷惑施設という形で一般的では捉えられておりました。

そういう中にあって、この八千蔵・高家の地域の方たちがそういう施設をわれわれが受け入れ

ていいというような形で、本当に苦渋の選択をする中で申し出をしていただいたというふうに

私は今でも感謝を申し上げております。 
 そして甲府市と一緒になって、この話を進めるべき努力をして、そしてここに一応、決定を

させていただいたわけであります。そのあと境川地区におきまして、最終処分場と中間処理施

設が一緒にする、いわゆる土地があるからそれを使ったらどうか、これは県の指導の中でこの

話が出てきたわけです。これにつきましても、ずいぶん悩みました。将来的に、こういう施設

を長く使う。あるいは効率よく使っていくためにはどうしたらいいのかというようなことで協

議をしまして、そしてそれには峡東地区というようなことで、山梨市ならびに甲州市が加わり

まして検討させていただいた結果、この土地については八千蔵・高家の皆さんのその気持ちを

踏みにじってはいけないということで、いわゆる仮に境川に移ったとしても、この土地は、最

初は甲府市と笛吹市だけでありましたけども、地元の皆さんの気持ちをしっかり受け止めて、

なんとか有効活用にするように土地を買いましょうということで合意をし、地元の人たちにも

そのことをお伝えして、そして条件としては、今の境川の施設を造ると、並行してやりましょ

うということで合意をいたしまして、現在に至っているわけであります。 
 なかなか４市が共通して使える施設というのは、大変難しいことは十分に分かっております

けども、こういうご時勢の中でストックヤードというものが浮かび上がってきたわけでありま

す。そしてこれにつきましてはやはりいろんな課題があることは間違いありません。以前のご

みの焼却場についても課題があるはずです。しかしそれを一つひとつ、できる限り乗り越えて、

そして地域の方にご理解をいただきながら、この事業は進めていかなければならないと、こう

いうふうに思っております。 
 以上であります。 

〇議長（小林始君） 
 野澤今朝幸君。 

〇３番議員（野澤今朝幸君） 
 非常に長い歴史のもとで、地域の苦渋の選択という言葉も市長のほうから出たわけですけれ

ど、言ってみれば契約とまでいかなくても、しっかり約束したものを反古にするということは

できないわけで、そういう場合に一般社会でも違約金ではないけども、そういうところの慰謝

料といいますか、そういう形での解決も一つ考えられるかと思いますけど、そういう検討を今

までしたかどうか、伺いたいと思います。 
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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） 

 ご質問にあったような検討は、これまでいたしてございません。 
〇議長（小林始君） 

 野澤今朝幸君。 
〇３番議員（野澤今朝幸君） 

 私がそのように申すのは、私もうちの北嶋議員からこの地図を事前にいただいてもらってお

りましたので、その地域をよく、竜蛇川と天川ですか、そのまわりから、そして中までしっか

り見てきました。本当に優良農地です。先ほど北嶋議員が言ったように、ほとんど荒地はない

状況で、一生懸命、ほとんど桃とブドウですね。ちょっとスモモがあったような気がしますけ

ども、そういう中で合併して１年、平成１７年の１０月だったと思いますけども、まだ芦川村

は合併していなかったんですけど、そのときに桃・ぶどう日本一という宣言までしているわけ

ですよ。あの土地を非常に消極的な理由のために潰していく。非常に情けないような話のよう

に私は思います。桃・ぶどう日本一ということを宣言して、あの土地の収量をどこかで確保す

るというのはとても難しい話だと思います。宣言までしているのに、あの土地を非常に消極的

な理由でやっていく、本当に意味があるのか、そのへんについてお答えください。 
〇議長（小林始君） 

 池田経営政策部長。 

〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 産業振興、桃・ぶどう日本一、ごもっともでございますけども、私どもが八千蔵・高家地域、

この用地に対応する考えは先ほど答弁いたしたとおりでございます。 
〇議長（小林始君） 

 野澤今朝幸君。 
〇３番議員（野澤今朝幸君） 

 先ほども地権者は開発を望んでいるということが中心の、１つの決める要因になっているか

と思います。それは今の農業でいえば、どこの地主に、まとまった地域にいったって、みんな

これは開発を、ほとんどのところが望むと思いますよ。そういう理由から開発を望んでいるか

らということでは、理由としては非常に弱いかというふうに思います。何しろ桃・ぶどう日本

一ということの兼ね合いを考える中で、しっかり先ほど北嶋議員からも提案があったような方

向での考え方もあるかと思います。 
 もう１つ、災害の廃棄物、バックヤードということになりますと、使われ方は決まってきま

すよね。大きな構造物を造るわけにはいかない。当然、農業公園とかスポーツ公園、こういう

ものくらいしか考えられないんですけれど、そのほかにどんなものが考えられるか、その点を

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） 

 ただいまの野澤議員の関連質問ですけども、これは平常時の使い方というお話ですね。その

へんも、昨日も答弁してございます、これからの協議に入っていきたいと考えております。そ
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のへんが１つの大きなポイントになろうかと考えております。よろしくお願いします。 
〇議長（小林始君） 

 野澤今朝幸君。 
〇３番議員（野澤今朝幸君） 

 あそこの利用が決まったような話で公表されていますけども、結局、平常時に何を造るかと、

またここで合意ができなければ、今までの４市との議論と同じになると思います。それよりも

先ほど言ったように、悪かったことは悪いということで、あそこの人たちに謝罪し、またそれ

なりの対価を払う中でしっかりした農業地域として、優良農地として守っていくのがよかろう

と思います。そのように希望し、関連質問を終わります。 
〇議長（小林始君） 

 関連質問を終わります。 
 ここで、暫時休憩いたします。 
 ３時４５分再開といたします。 

休憩  午後 ３時３０分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ３時４５分 
〇議長（小林始君） 

 再開いたします。 
 一般質問を続けます。 
 ２１番、川村惠子君。 

〇２１番議員（川村惠子君） 
 通告に従いまして、一般質問を２点させていただきます。 
 まずはじめに、飼い主のいない猫対策について伺います。 
 少子高齢社会を背景に犬や猫などペットへの関心が高まり、人間にとってペットは大切な家

族の一員であり、人生のパートナーというべき時代になりました。国内で飼育されている犬、

猫の数は約２，２００万匹に及びます。人間の心を癒し、さまざまな形で生活を豊かにしてく

れています。 
 一方、こうしたペットブームの影に捨て犬や野良猫が増え、年間２８万匹が殺処分されてい

る現実があります。１日に約８００もの犬と猫の命が失われていることから、わが国では動物

愛護後進国と指摘されています。 
 猫は犬と同様、人にとって古くから最も身近な存在であります。しかし都市化が進み、住宅

が過密化したことによって、昔ながらの自然な飼い方ができにくくなっています。 
 昨今、市内でも野良猫が生息し、野良猫が引き起こす住民からの苦情が多数寄せられていま

す。糞害や尿の臭い、庭やごみを荒らすなど被害は多岐にわたっています。笛吹市内の良好な

生活環境を保持していくためには、人と動物が共生していける環境を整える必要があると考え

ます。 
 野良猫を巡るトラブルを防ぐため、環境省は地域住民が協力して野良猫を地域猫として管理

する活動の支援に乗り出しております。各地の自治体の取り組みや成功例を調べて、指針をま

とめています。 
 



 １６４ 

 その指針１．猫が苦手な人も含めて、地域でしっかり話し合う。 
 ２．エサはキャットフードのみ、残飯だと人間の食べ物の味を覚えて、ごみをあさるように

なるとのことです。 
 ３．害虫の発生につながるのでエサや容器は置きっぱなしにしない。 
 ４．住民の協力が得られる場所にトイレをつくり、定期的に掃除をする。 
 ５．不妊・去勢をした猫はピアスなどの目印を付けることを助言しております。 
 この考えのもと、多くの自治体で自治会やボランティアの協力で地域猫対策が進められてお

りますが、現実は愛護ボランティアの多く方がすでに自宅でたくさんの猫を保護しており、一

時預かりや里親探しも同時に行っています。また、手術にかかる費用の捻出にも苦労されてい

るのが現状です。 
 本市においても適正管理が野良猫を減らすという観点からも対策をとるべきと考えますが、

市の現状と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、河野市民環境部長。 

〇市民環境部長（河野修君） 

 川村惠子議員の一般質問にお答えいたします。 
 飼い主のいない猫対策についてでありますが、議員ご指摘のとおり、猫に関する苦情は庭の

花や木がいたずらされたとか庭のごみを荒らされた、糞尿の悪臭がひどい、発情期の鳴き声が

うるさいなどといった内容の苦情が市にも多く寄せられております。把握している苦情件数は

平成２１年度には４９件、２２年度には２１件という苦情件数でございましたが、地域におけ

るトラブルは、市に寄せられた苦情件数よりも多いものと思います。 
 猫の場合は、犬と違いまして飼い主に係留の義務があるわけではありませんので、一見、野

良猫のように見えても飼い主がいる場合もあります。どの猫が野良猫なのかも判明しがたいの

が実情であります。 
 こうした実情がある中で、苦情や野良猫の問題を解決するためには、飼い猫が適正に飼育さ

れていることが大切であることから、本市では猫の飼い方マナーにつきまして、広報やホーム

ページおよびチラシの配布によりまして、普及啓発を図っているところであります。 
 特に野良猫を増やさないためには、飼い主が屋内飼育を徹底すること、みだりに繁殖しない

ように繁殖制限の努力をしていただくことが必要でありますので、不任・去勢手術の費用に対

する助成事業を実施しております。 
 また、動物愛護の観点から飼育できなくなった場合には、新たな飼育者に譲渡するなど動物

愛護団体のご協力をいただきながら、里親探しをしていただいております。 
 今後の取り組みといたしましては、飼い主に対する適正な飼育の普及啓発を継続しながら、

飼い主のモラルを高めるとともに、県の動物愛護指導センターなど関係機関と協力し、猫のし

つけ方教室の開催や地域住民の認知と合意による、新しい飼育形態であります地域猫のしくみ

について研究をするなど、野良猫を増やさない方策を検討してまいりたいと考えております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 川村惠子君。 
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〇２１番議員（川村惠子君） 
 答弁をいただきまして、ありがとうございました。 
 猫は年に２、３回、また１回に４匹から６匹の子猫を生みます。その生まれた子猫が生後半

年で出産できるようになりまして、もし手術をしなければ何百匹にも何千匹にも不幸な野良猫

が増えてくるのが現状です。また先ほども言いましたように、そういった手術に対する費用を

ボランティアの方たちが、本当に自分たちの実費で捻出しているのが現状です。またそういっ

た献身的にボランティアをしている方、また里親探しをしている方、また本当に獣医の方で献

身的に手術代を考慮してくださっている獣医の方もいらっしゃいます。市内にどういった方た

ちが、そういった方たちがいるかということを市として把握していただいて、そういった方た

ちと定期的に話し合いの場を設けていただくという、また意見を聞いていただくということを

していただきたいと思いますが、そういった点についてはいかがでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 河野市民環境部長。 

〇市民環境部長（河野修君） 

 市では、把握しております動物愛護団体等がございます。それらの方と定期的にそういった

話し合いを重ねていくということはやぶさかではございませんので、今後それにつきましても

検討していきたいと思います。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 川村惠子君。 

〇２１番議員（川村惠子君） 
 よろしくお願いいたします。それから平成２０年度に犬、猫の飼い主のマナー向上について

のアイデアの募集を市としてされておりました中にいろんな意見が出ておりましたけども、そ

の中で犬と猫の所管担当がごみ減量課ではなく、いろんな動物も増えているので、動物共生課

などという別の枠を設置していただきたいというふうな要望も書いておりました。また笛吹市

といたしましても、ごみを減らす、資源にしていくということの働きかけを力強く推進してお

りますので、もしくはごみ減量課ではなくて、資源課、環境課と名称を改めた中に犬、猫の担

当も入れていただくということも、そういった形の要望もありましたけども、そういった形の

ご意見を伺いたいと思います。 
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） 

 まずごみ減量課につきましては合併当時の、それぞれの課題がごみをいかに減らすかという

ことが大きなテーマでございましたので、名称についてもごみ減量課ということで進められた

んではないかというように思います。その後、環境問題が大きくクローズアップされてきまし

た。ここで、本庁の耐震も含めて、市の組織も合わせて見直しがあるようにも思います。 
 ただ、それぞれの仕事にそれぞれの課の名前を付けるというわけにも、業務が大変ですから、

いきませんので、ごみ減量課という名称については、どういう名前がいいのか。またこれは調

査・研究をさせていただいて、名前のもし、変更が適当であるということであれば、また総務

部総務課のほうにも提案をいたしまして、検討してまいりたいと思います。 
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 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） 

 ありがとうございました。精力的に改善していただきたいと思っております。 
 それから広く国民の間に動物の愛護等、適正な飼養についての関心ということで、また理解

を深めるために毎年９月２０日から２６日まで動物愛護週間として、国として、また県として、

その趣旨にふさわしい行事を実施しております。笛吹市も本当にお客さまをおもてなしする観

光地でもありますので、犬の糞だったり、猫のいろんなトラブルがないような環境整備を整え

ていくことが大事だなというふうに思っております。ぜひこの９月２０日から２６日までの動

物愛護週間を一人ひとりが確認しながら、動物とどうやって共生、共に暮らしていくかを考え

る週にしていただきたいと思っております。 
 それでは、２問目に移らせていただきます。 
 次に、高齢者への聴覚チェックで認知症予防の充実をについて伺います。 
 超高齢社会になり、慢性的に医療や介護を必要とする高齢者が年々増加をしております。高

齢者が尊厳ある生活を維持するためにはコミュニケーションの維持が必至ですが、それを妨げ

るのが認知症です。埼玉県の坂戸・鶴ヶ島医師会では地元自治体である坂戸市、鶴ヶ島市の協

力のもと平成１８年より基本健診時に聴覚検査を実施し、特定健診に移行してからも続けられ

ています。聞こえはコミュニケーションの基本であり、難聴が認知症を引き起こす原因の１つ

であることに注目をしての取り組みです。厚生労働省の調査によりますと、６５歳以上の人の

うち聞こえづらいと自覚しているのは２１．６％、７０歳以上では２５．２％と４人に１人は

難聴を自覚しております。また加齢性難聴の発生頻度は６５歳以上で３０％、７５歳以上で６０％、

８５歳以上では８０％を超えるといわれております。加齢による難聴は老人性難聴とも呼ばれ、

高い音が聞こえにくくなるのが特徴です。連続した音が途切れて聞こえるために聞き間違いが

多くなり、会話もスムーズに進まなくなります。ただ低い音は比較的聞こえるため、ちょっと

おかしいな、年のせいかなと耳鼻科の受診を延ばしがちで早期発見を逃し、治療を困難にして

います。難聴から社会的参加ができづらくなったり、家庭内で孤立することにより生きがいを

失い、閉じこもりやうつ、認知症へと進展させないためには定期的なチェックを地域で行って

いくことが有効です。 
 埼玉県鶴ヶ島市では、簡易聴覚チェッカーを活用し、市の職員が要支援の方、介護認定には

至らぬ第２次予防高齢者、特定高齢者などです。老人会などに参加されている元気な高齢者の

皆さんが活動している体操教室とか生きがい対策、デイサービス等へ出向き、聴覚チェックを

し、その結果で耳鼻科医の先生に診てもらうように勧奨しております。チェッカーには単語や

質問の機能が備えられ、聞き取りづらい単語を聞かせて復唱させることで聞こえたかどうか。

その場で簡単にチェックができます。高齢者が尊厳ある生活を維持するため、介護予防の充実

のため、簡易チェッカーを使っての聴覚チェックを実施することについての、市の見解を伺い

ます。 
〇議長（小林始君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、中川保健福祉部長。 
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〇保健福祉部長（中川啓次君） 

 川村惠子議員の一般質問、高齢者への聴覚チェックで認知症予防の充実についてお答えいた

します。 
 本市の高齢者介護予防に関わる取り組みはさまざまな形で実施しているところですが、大き

く分けて元気高齢者を対象にした１次予防事業、要支援・要介護者となるおそれの高い２次予

防事業に区分して実施しております。 
 １次予防事業は市内のほぼ全地区で実施し、健康体操や健康教室などのやってみるじゃん介

護予防事業や早期発見・早期診断につながる住民健診、地域でご活躍いただくシルバー体操指

導員や認知症サポーター、あるいは高齢者の介護予防への啓発のための講演会の開催等を行っ

ているところであります。 
 また、２次予防として機能低下の改善・向上を目指す筋力向上等の通所型介護予防事業、認

知症やうつ傾向が見られる人の通所型、あるいは訪問による介護予防事業が主なものとしてあ

ります。 
 ご質問の認知症予防のための聴覚チェックを行う、簡易聴覚機器を活用した取り組みについ

ての市の見解ということでありますが、難聴と認知症の関係については、医学的にはまだ未確

定の部分が多くあるわけですが、最近の海外の研究では、難聴が中度および重度の人には認知

症のリスクが相当、増大しているというような状況が見られたようであります。 
 現時点では、成人者の難聴と加齢に伴う認知力低下の発現の可能性に予測的関連性があるこ

とは示唆されますが、難聴の治療が認知症を予防するとは、まだ言えないということでありま

す。因果関係については、今後の研究成果を見守る必要があるようです。 
 川村議員のご質問の簡易聴覚機器によるチェックにつきましては、全国的にはごく一部の市

で介護予防健康体操などの参加者に、難聴の簡易チェックを行っているようであります。 
 本市での取り組みにつきましては、認知症予防あるいは難聴の早期発見という観点からの取

り組みにつきまして、今後の検討材料と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） 
 川村惠子君。 

〇２１番議員（川村惠子君） 
 今、部長の答弁の中で難聴が重度になれば認知症になりやすいということの答弁だったと思

うんですが、そういった中にあって、やっぱり職員がいろんな生きがいサービスのところへ出

向いていただいて、チェックすることが未然に重度の難聴にならない、認知症にならないとい

うふうに思っております。また、そういった形で、これも厚生労働省がうつや認知症は五大疾

患というふうになりました。高齢化が進展するに伴い、ますます笛吹市内においても認知症の

方が増加することが予想されておりますが、今現時点で認知症と認定される方がどれだけの人

数いらっしゃるのか、お聞きしたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 中川保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（中川啓次君） 

 川村惠子議員の再質問にお答えいたします。 
 認知症と認定されている方がどのくらいいるかというご質問でございますが、現在６５歳以
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上の市内の高齢者というのは１万７千人ございます。そのうちの約１割、１，７７０人が認知

症という診断がされております。 
 ちなみに男女別の内訳でございますが、１，７７０人のうち４６９名が男性で残り１，３０１名

が女性というふうな内容になっております。 
 以上でございます。 

〇議長（小林始君） 
 川村惠子君。 

〇２１番議員（川村惠子君） 
 女性が長生きするといった意味で、女性のほうが多いのかなというふうに思いました。そう

いった今後、認知症に限らず、いろんな高齢者の方をサポートしていく上で、今現在、地域包

括支援センターが７万２千人の人口に対して、１カ所だということで、国の定める数値として

は中学校区に１区、もしくは２万から３万人の人口に対して１カ所というふうに打ち出されて

おりますが、今後、笛吹市においてはその地域包括支援センターを増やしていくというお考え

あるのか、お聞きしたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 中川保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（中川啓次君） 

 地域包括支援センターのこれからということでございますが、市のほうでも当然、いろいろ

な将来的なことを検討させていただいております。検討経過の中では、市内エリアを３圏域く

らいに分けて設置をしたらどうかということも検討させていただいておりますが、現時点では

人的な対応が非常に難しいというふうな部分がございまして、今、１カ所の中で職員体制を充

実した中で進めていきたいということが、今の基本的な考え方でございます。 
〇議長（小林始君） 

 川村惠子君。 
〇２１番議員（川村惠子君） 

 増やすのはいかがという、前向きな答弁はいただけなかったんですけれども、これだけやっ

ぱり、高齢者一人ひとりが地域で生活していくには、やっぱり手厚い聞き取りとか見守りとか、

そういった形ではもっと地域包括支援センターを増やすことで、充実していくことが必要かな

というふうに思います。今後として前向きに考えていただければというふうに思っております。 
 また全国的に見ますと、基本健診とか国民健康保険の人間ドック、４０歳から４７歳を対象

にした調査項目の中で聴力検査を取り入れている市もありますけども、笛吹市ではそういった

考えはあるか、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） 

 川村議員の再質問、人間ドックの中に聴力検査導入ということですが、現在、国保で行って

いる人間ドック、これには聴力検査が入ってございます。１０医療機関に委託しておりますが、

入っているということでございます。答弁といたします。 
〇議長（小林始君） 

 川村惠子君。 
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〇２１番議員（川村惠子君） 
 ありがとうございました。でしたら、基本健診に取り入れるということは困難なことでしょ

うか。 
〇議長（小林始君） 

 中川保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（中川啓次君） 

 その基本健診については、私ども健康づくり課のほうが中心になって対応させていただいて

おりますので、そのへんは検討させていただきたいというふうに思っております。 
〇議長（小林始君） 

 川村惠子君。 
〇２１番議員（川村惠子君） 

 認知症予防ということで、難聴ということ、高齢者が今後、地域に根ざして生活していく上

には先ほども言いましたように手厚い、笛吹市としてのいろんな事業の推進が必要かと思って

おります。また認知症のことで本当に本人は大変な思いをしているんですけれども、ぜひご家

族、近所の地域の方たちも認知症を深く理解していくために、今後も介護と認知症のサポーター

とかありますね。そういった形の事業を進めていく中で、認知症になっても地域でしっかり生

活できるような体制を望み、一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 
〇議長（小林始君） 

 以上で、川村惠子君の一般質問を終了いたします。 
 関連質問を許します。 
 中川秀哉君。 

〇１９番議員（中川秀哉君） 
 川村惠子議員の関連質問をさせていただきます。 
 私は１問目の飼い主のいない猫対策についてということでございますが、今、川村議員から

も犬、猫ということでお話があったかと思います。 
 最近のニュースでも県内の高齢者が鎖をちぎった犬に咬まれて、脳震とうを起こして病院に

運ばれたという痛ましい事故がありました。これはたまたま切れた中で、自宅から飛び出して

きた犬だったということなんですが、最近は私も市民相談を受ける中で、集金や配達先、訪問

したところでドアを開けた瞬間に可愛らしい室内犬がパクリと。手や足に噛み付いたという、

そういうトラブルが何件かありまして、これについて自宅の中ではこういうモラルについての、

なんとか、こういう取り組みはしてもらえないだろうかというお話でありました。 
 今、笛吹市の中では、先ほどご答弁もありましたとおり、犬の飼い方のマナーということで

パンフレット、また広報等でやっております。その中に、ぜひ室内犬、特に自宅で飼われてい

る犬については、訪問者が来られたとき、またそういう中でサークルを玄関先にしてもらうと

か、また入り口まで出てこないような取り組みをしてもらうというような、そういうことを周

知していただくようなことを、ぜひこの動物愛護週間を通じて行っていただきたいと思うんで

すが、この点についてお伺いしたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 河野市民環境部長。 
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〇市民環境部長（河野修君） 

 中川議員の関連質問でございますが、犬につきましては外で飼う場合には係留義務がござい

ます。最近、番犬から小さなペットの犬を飼うということが、室内の犬が増えてきております。

それで今、議員からご指摘をいただいたような事故も十分考えられます。今後、犬の飼い方教

室、あるいはマナー教室等で広報、あるいはホームページでも飼い方のマナーにつきまして周

知をしていきたいというふうに考えております。室内で飼う場合にはゲージで飼えとかそういっ

た強制は今の時点では無理かと思いますが、まずはマナー等の周知を図ってまいりたいという

ふうに考えております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 中川秀哉君。 

〇１９番議員（中川秀哉君） 
 ありがとうございます。今、河野部長が言われたとおり、本当に一人ひとりのモラルのあり

方だと思うんです。本当に家族一員ということでもありますが、やはり一歩、外部の方から見

ればペットということでもございます。やっぱり動物に対する家族と外部との間には隔たりが

どうしても出てくるかと思いますので、そういう部分でのモラル、またマナーを周知徹底して

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） 
 意見ということでよろしいですか。 
 （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。 
 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、財政運営の状況と展望について質問いたします。 
 平成２０年度からスタートしている、第１次笛吹市総合計画は前期基本計画期間４年目に入

りました。地方自治を巡る制度や仕組みが刻々と変化する中で、合併新市としての財政規模や

あり方というものを常に意識しながら、総合計画に基づく施策の推進のため、議会も行政サイ

ドと知恵を絞りながら未来に希望の持てる財政運営を進めていかなければなりません。そのた

めには、特にこれまでも何度か取り上げてきましたが、財政情報の公開、公共施設のマネジメ

ントといったことを進めながら、包括的な予算編成を視野に入れた財政運営を実践していくこ

とが重要であると考えております。 
 こうした思いを持ちながら、本定例会では決算審査も行うことから財政運営の取り組み状況

と今後の展望について、以下、伺います。 
 平成２２年度決算から実質単年度収支は、どれくらいとなったでしょうか。改めて確認しま
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す。また３年ぶりの黒字ということになりますが、その要因はどのように分析しているでしょ

うか。 
 次に都市計画税の課税猶予期間となった平成２２年度の財政運営において、このことが影響

したと考えられる点はあったでしょうか。 
 次に、平成２２年度決算から市民１人当たりの基金額および借金額はどれくらいとなったで

しょうか。また今後の目標として、それぞれどれくらいのボリュームをイメージしているのか、

お聞かせください。 
 次に社会資本形成の世代間負担比率について、連結ベースでこれまでの世代の負担比率と将

来の世代の負担比率の推移は、どのようになっているでしょうか。本市では連結財務諸表を平

成２０年度決算分から作成しているとのことですので、平成２２年度決算での過去３年、もし

くは可能であれば５年程度の分析結果を確認したいわけですが、可能なところまでのそれぞれ

の比率の推移と分析結果、ならびに今後の方向性についての考え方をお聞かせください。 
 次に市税収入の予測について、東日本大震災の影響も考えられる中で、今後の中長期の財政

推計において、どのような見込みを持っているのか伺います。 
 以上、１問目の質問といたします。 

〇議長（小林始君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、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にお答えします。 
 はじめに、平成２２年度決算から実質単年度収支はどれくらいか。その要因の分析はとのご

質問でありますが、平成２２年度決算において実質単年度収支は７億８，４００万円となり、

平成２０年度決算以来、３年ぶりに黒字となっただけでなく、黒字額も合併後最高額となりま

した。この要因としては、地方交付税と臨時財政対策債の大幅な増額が挙げられ、両方を合わ

せますと１８億６，３００万円、前年度より増加しております。また、本来ならば市の自主財

源により実施するところである公共施設の改修や修繕、ならびに各種システム整備等について、

国の経済対策である地域活性化交付金事業を活用できたことも、大幅な黒字となった要因であ

ると分析しております。 
 次に、都市計画税の課税猶予期間となった平成２２年度の財政運営における影響についてで

ありますが、都市計画税は平成２２年、２３年度と課税猶予期間となっており、２２年度につ

きましては滞納繰越分のみの２，１００万円の決算額となり、２１年度より２億４，８００万

円減少いたしました。また市税全体の収入額は景気の回復等も見られ、前年度より８，９００万

円ほどの増額となり、９０億円台を回復いたしました。 
 しかしながら、財政健全化法における４指標の１つである実質公債費比率の指標に都市計画

税が影響しております。本比率の算定につきましては、都市計画税が当該事業の事業費、なら

びに起債償還に充当できることから、前年度１３．６％から・・・。 
〇議長（小林始君） 

 暫時休憩いたします。 
 ４時３０分、再開いたします。 
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休憩  午後 ４時２０分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ４時３０分 
〇議長（小林始君） 

 再開いたします。 

 一般質問を続けます。 

 池田経営政策部長。 

〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 次に、都市計画税の課税猶予期間となった平成２２年度の財政運営における影響についてで

ありますが、都市計画税は平成２２年、２３年度と課税猶予期間となっており、２２年度につ

きましては滞納繰越分のみの２，１００万円の決算額となり、２１年度より２億４，８００万

円減少いたしました。また市税全体の収入額は景気の回復等も見られ、前年度より８，９００万

円ほどの増額となり、９０億円台を回復いたしました。 
 しかしながら、財政健全化法における４指標の１つである実質公債費比率の指標に都市計画

税が影響しております。本比率の算定につきましては、都市計画税が当該事業の事業費、なら

びに起債償還に充当できることから、前年度１３．６％から今年度１３．８％と０．２％指数

が上昇した１つの要因となっているところであります。 
 なお、将来負担比率につきましても算定に本税が用いられますが、基金積み立てなど他の要

因により大幅に改善しましたので、あまり影響を及ぼしていない状況であります。 
 次に、市民１人当たりの基金額および借金額、今後の目標についてでありますが、平成２３年

度４月１日現在の住基人口と外国人登録人口を合わせた本市人口は７万２，１９２人ですので、

この数値をもとに説明させていただきます。 
 まず、定額運用基金である土地開発基金を除いた平成２２年度決算における一般会計に関わ

る基金総額は１３９億８，４００万円であり、１人当たりでは１９万３千円保有していること

となります。また、一般会計の地方債残高は３６５億５，４００万円で、そのうち臨時財政対

策債は１１８億２，９００万円であり、臨財債分を除く１人当たりの借金は３４万２千円とな

ります。さらに、公営企業等の特別会計分も含めた全会計の地方債残高は、臨財債分を除き

５５８億３千万円となり、１人当たりでは７７万３千円の借金となります。 
 基金額および借金額の今後の目標とのことでございますが、基金の保有高については、今後

の国の動向や経済状況によって変わってくると予想されます。２２年度のように財源的に余裕

がある場合は積み立てが可能となりますが、今後、インフラ整備事業など多額の事業費を要す

ることが予想されるため、その事業費に充当する財源としたり、地方債残高を減少させるため

の繰上償還の財源として使途することも考えております。 
 また起債残高でありますが、一般会計においては今後、合併特例債や臨時財政対策債の発行

が増加すると見込んでおり、合併特例期間の終了する平成２６年にはピークを迎え、約４７７億

円に達すると推計しております。 
 なお、下水道事業など特別会計の起債残高につきましては、事業の進捗状況の見直しなどに

より減少傾向に推移すると見込んでおります。 
 次に社会資本形成の世代間負担比率について、連結ベースで、これまでの世代の負担比率と

将来の世代の負担比率の推移は。分析結果と今後の方向性はについて、お答えいたします。 
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 本市では平成２０年度決算分より、総務省方式改定モデルにより連結財務書類の作成を行っ

ておりますが、平成２２年度決算分につきましては現在作成中であります。よって２０年、２１年

の２年分のデータのみとなりますので、推移や分析を行うには十分なものとは言えませんが、

本データに基づいて笛吹市の状況を簡単にご説明申し上げます。 
 現世代負担比率につきましては、公共資産の合計額のうち純資産が占める割合で示され、平

成２１年度の本市の比率は７１％で、前年度とほぼ横ばいであります。将来世代負担比率につ

きましては、公共資産の合計額のうち地方債残高合計が占める割合で示されます。２１年度の

本比率は３７％で、こちらも前年度とほぼ同数値であり、大きな変化は見られませんでした。 
 今後の推移でございますが、国の財源不足による臨時財政対策債の発行が今後も見込まれる

こと。また、インフラ整備事業による合併特例債の発行額の増加が見込まれることにより、将

来世代への負担比率が徐々に上昇していくと考えられます。しかしながら、子どもや孫の世代

へ多額の負担を残すことのないよう、新公会計制度による財務書類を積極的に活用し、本市の

正確な資産状況を把握するとともに、財政の健全化に引き続き傾注してまいります。 
 次に市税収入の予測、また東日本大震災の影響も考えられる中で、今後の中長期財政推計の

見込みについてであります。 
 市税収入につきましては、国内外の経済状況の変動および国の政策転換や税制改正により大

きく変わりますので、５年１０年後の税収予測は大変不明確なものとなります。回復基調にあっ

た経済情勢も、今回の震災により急激に回復する兆しや要素もないことから、今後とも法人税

や住民税については横ばい傾向が続くと考えられます。また、固定資産税につきましては地価

の下落などにより評価額の下がる傾向が続いておりますので、減収するものと推測しておりま

す。一方、２４年度からは課税地域を拡大した中で、都市計画税を課税する予定であり、さら

に収納率の上昇も期待できるところであります。 
 以上のことを踏まえまして推計しますと、市税全体の収入見込みとしましては、２４年度以

降において当面の間、現状と横ばいであると推計しているところであります。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 志村直毅君。 

〇２番議員（志村直毅君） 
 ただいまのご答弁の中で、さまざまな要因も含めて答弁いただいたというふうに思いますが、

実質単年度収支については、これはさまざまな財政数値があるわけですけれども、本市の経営

状況を表す基準のうちの１つということで、行政の会計は単年度収支で作成されているわけで

すけども、こうした財政水準はやはり複数年で見る、経年度変化で分析していくということが

必要であると思っています。実質単年度収支のマイナスが続くと好ましくないというふうな考

え方になると思いますけれども、この認識でよろしいでしょうか。そのへん、理解されている

というふうに思いますが、このマイナスが起こり得るというのは、どんなふうな要因で実質単

年度収支のマイナスが起こり得るのかというところを、もう少しお聞かせいただけたらと思い

ます。 
〇議長（小林始君） 

 成島財政課長。 
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〇財政課長（成島敦志君） 
 先ほどの、志村議員からの再質問でございますけども、実質単年度収支のマイナスというこ

とでございますけども、本年度、２２年度に限りましては黒字に転換しているというところで

ありまして、当然、マイナスが続くという中で、市の財政の１つは懸念される部分がございま

すので、そのへんを注視しながら黒字財政を保っ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） 
 志村直毅君。 

〇２番議員（志村直毅君） 
 実質単年度収支というのは、単年度収支と基金の積み立て、それから地方債の繰上償還、こ

れを合わせたものから、基金の取り崩し額を引いたものというような数字になろうかと思いま

すので、基金の取り崩しをあまりしないで、健全に財政運営をしてきたことの１つの表れなん

ではないかなと思いますので、ぜひ自信を持って、そのへんは健全財政運営をされていること

の１つの表れというふうに述べていただけると、よろしいんではないかなというふうに感じて

おります。そのほかさまざまな要因がありますから、特にこの数字を持ってすべてを判断する

ということではありません。特に今、財政経営、財政運営については大型事業も含めて、ご心

配の方も多いということですから、こうした数字をもって市政が健全に、財政運営がされてい

るということもしっかりとお伝えしていくことが必要ではないかはと思います。 
 そして、１人当たりの基金額と借金額というふうなことを臨時財政債も含めた額、除いた額

というようなことでもお答えしていただいたわけですけども、これはやはり今後も分かりやす

く財政状況を市民の方々にも理解をしていただくため、あるいは財政経営をどのように進めて

いくかの１つのイメージとして、１人当たりの基金額、借金額というものを何年かけて、この

ぐらいまでにしていきたい。あるいは少なくしていきたいというようなことを、要するに財政

計画を中期、長期、立てていくという作業をされていると思いますけども、そういったことを

分かりやすく伝えていくためには目標を掲げるということが大切でありますし、その必要性も

あろうかと思いますけども、ご見解をいただければと思います。 
〇議長（小林始君） 

 成島財政課長。 
〇財政課長（成島敦志君） 

 市の財政をしっかり市民の方に分かりやすく説明できる、公表するということでございます。

市におきましても決算特集号を使いまして、毎年度、ここ２年でございますけども、特集号の

中で、できるだけ分かりやすくということで説明させていただいておりますけども、なかなか

財政という部分になりますと、状況を十分に伝えられない部分があると思います。さらにその

決算状況等を細かく、分かりやすい中で伝えていきたいと、そんなふうに取り組んでいきたい

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） 
 志村直毅君。 

〇２番議員（志村直毅君） 
 ありがとうございます。やはり心配、もし懸念、そういったものがあるとすれば、将来のラ
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イフサイクルコスト、公共施設も含めてですが、そういったものがこの財政指標の中からも読

み取れるかと。そういったものを、財政指標をベースに、市民もそういったことを考えていく

材料があるかというようなことで、こういったものを私たちも読み解いていく、またそういっ

たものを材料に提案していくということが、非常に大事なんだろうというふうに思っています。 
 そういう意味で、社会資本形成の世代間負担比率についてお聞きしたわけですけども、これ

は連結になりますと、いわゆる内容が普通会計、一般会計の部分に加わるものがあるというこ

とで、例えば上水道の管路設備なんかが思い浮かぶわけですけども、そのほかにはどのような

ものがあるのか。連結ですと生活インフラ、国土保全、それから環境衛生、産業振興といった

仕分けされている部分のボリュームが大きくなっているわけですけども、実際、こういうもの

はどういった社会資本が連結になると加わってくるのか。 
〇議長（小林始君） 

 成島財政課長。 
〇財政課長（成島敦志君） 

 前にお伝えしたことがあるか、ちょっと記憶がございませんけども、現在、平成１８年の８月

に総務省のほうから地方公共団体における行政改革のさらなる推進のための指針というものが

示されまして、新たな公会計の整備が進んだところでございます。発生主義とか複式簿記の考

え方というものを基本に考えて、いろいろな関連法人、団体等を含んだ連結ベースでやってい

くと。その中には貸借対照表とか行政コスト計算書、さらには純資産の変動計算書とか資金収

支計算書等の財務処理に基づいて、その財務状況を報告するというような内容になっておるわ

けですけども、特に大きなものといたしましては、本議会の中でも出ましたけども、公共資産

を今後どのようにしていくか。実際の償却額だとか、実際の管理をしっかり、価値等を含めた

中で、減価償却しながらそういうものを使わないと本当の意味での財務諸表と言えないという

ことでございます。一番重いものにつきましては、その行政資産をしっかり、今後つかんでい

きたいと思います。 
 私どものほうでも、できるだけ、この財務諸表を詳しく説明させていただきたいということ

で、包括財務報告書というものを試作している段階でございます。通常、アニュアルレポート

というものでございますけども、できるだけ市の考え方、経営方針等も含めて会計の状況、連

結の状況、そういうものを入れた中で分析したものを入れて、取り込んで、そういうものを作

成していきたいということで、今年度においてはぜひ作成して、２２年度のアニュアルレポー

トを皆さまにお示しできればということで、現在しております。 
 細かい内容ではございませんけども、雑駁ではありますけども、回答とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 ここで、申し上げます。 
 本日の会議時間は、議事の都合によりあらかじめ延長いたします。 
 志村直毅君。 

〇２番議員（志村直毅君） 
 資産の評価ということは、やはり前にもこの一般質問でも申し上げましたように、非常に難

しいというか、一律にできない部分もあると思うわけですけども、普通会計で貸借対照表をつ

くると公共資産、いわゆる社会資本が１，１００億円、これは連結になると１，８００億円に

なるわけですね。その増加した部分が具体的にどういうものかということもそのレポートの中
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で、また述べていただけたらというふうに思います。 
 とにかくこういった数字も、経営の変化を見るということで分析が可能となりますし、今後

の推移が、財政面の健全化を図る上で注視していくべき項目の１つでもあると思いますので、

またこういった数字も、ぜひ市民の皆さまに分かりやすくお伝えしていただきたいと思います。 
 そして市税収入の予測について、昨年の３月にも長期財政推計を作成していただいたわけで

すけども、こういったものを作成したということは、やはり評価をするべきことだと思ってい

ます。先のことが分からないから、推計が役に立たないというようなことを、見解もあろうか

と思いますけども、私はそういう判断は誤りだと思っています。やはり情報公開によって、市

民とともに考え判断し、合意形成を図っていくという意味では中期財政計画も毎年見直すとい

うことでいわれた長期財政推計もきちんと公開をしていただきたい。震災の影響もあろうかと

思いますけども、やはり公開する時期、ある程度、めどがついた時期に速やかに公開をしてい

ただきたいというふうに思っています。 
 そういった意味で、公開する財務４表の書類についても、その分析、解説をつけるべきとい

うふうに考えていますが、それが先ほど言われたレポートになるというふうな理解でよろしい

でしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 成島財政課長。 
〇財政課長（成島敦志君） 

 まず、ここにあります包括年次報告書というものがございます。あくまでも、先ほど申し上

げましたけども試作品でございます。この財務諸表を用いて、それを含めながら全体の分析を

するということで、このようなものをつくって公表していきたいと、そんなふうに考えており

ます。よろしくお願いします。 
〇議長（小林始君） 

 志村直毅君。 
〇２番議員（志村直毅君） 

 ではあと１点、今回の決算で不納欠損が５億円を超えて、経済状況の悪化等による倒産とい

た事例も見受けられるわけですけども、債務超過、多重債務に陥っている債務者にはグレーゾー

ン金利の過払いという実態もあるというふうに言われています。本市でも過払い金の返還請求、

ちょうど２年前に訴訟案件もあったと記憶していますが、そういったもの、差し押さえ等行っ

ているか。あるいはその訴訟の状況等、お聞かせください。 
〇議長（小林始君） 

 山下総務部長。 
〇総務部長（山下真弥君） 

 志村議員の再質問にお答えします。 
 消費者金融のグレーゾーンの対応ということでございますけども、過去に実績としまして１人、

消費者金融としては３社、１人が３社から借りていたというケースがございまして、２００９年

から２０１０年にかけて対応をした経緯がございます。実績としましては、１１０万円ほどの

返還がありまして、それを弁護士費用が４０万円ですから約７０万円を税に充てたという実績

がございます。本人が、この返還金がなければ、生活に困窮してしまうというような場合には

本人が請求をするように指導をしておりますが、それがなくても生活ができる場合に限って、
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市のほうで代わって対応して充当するという形をとっております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 志村直毅君。 

〇２番議員（志村直毅君） 
 ありがとうございます。これも何度も述べてきているわけですけども、入りを図りて出ずる

を制するというのが財政運営の大原則ということであろうと思います。行政サービスの中身と

量、さらに経常的な支出となる固定費を行政改革により効率化・最適化するとともに、サービ

スの質をどうにかして維持をしていくということに、知恵を絞っていかなければならない。そ

れを申し添えて、１問目の再質問といたします。 
 続いて２問目の質問、本市の中長期的な施策展開について伺います。 
 市では平成２４年度の行政経営方針を検討され、これから予算編成へと着手していく段階に

あるかと思われますが、総合計画の具現化に向けた取り組みを進めていくにあたり、いわゆる

ソフト、ハードそれぞれの面での中長期的な施策展開についてお聞きします。 
 まず本市は来月で市制施行７周年を迎えますが、本市市民の一体感を醸成し、将来に向けて

の市民が主役のまちづくりを進めていく上で、市民参加のもとで本市の市民憲章の制定を具体

的に検討する考えはあるでしょうか。 
 次に２０２７年開業予定のリニア中央新幹線の県内駅の位置が甲府市大津町のあたり、身延

山小井川駅付近のいずれかのことでありますが、これでほぼ確定となりました。本市としては

市内への駅誘致が実らずに残念な思いもあったものの、このほかに県の新山梨環状道路東側区

間の整備も併せ、本県を取り巻く１０年から２０年後の道路交通環境の大きな変化が予想され、

それに伴い生活環境や人口流動、ビジネスや観光の動態変化も想定される状況となりつつあり

ます。 
 本市としても石和温泉駅舎の整備、砂原橋架け替え、笛吹スマートインターチェンジの設置

など、道路、橋梁、駅舎等の交通インフラの整備を進めておりますが、中長期的な視点でこう

した道路関係機関のインフラ整備を行うことについて、どのような将来展望を持っているのか、

改めてお伺いたします。 
 また関連して本市都市計画マスタープランの推進に伴い、その実現に向けて長期道路整備計

画等の策定も視野に検討しているのか、お聞かせください。 
 最後に、本市でも取り組んでいる事務事業評価の効果と事務事業評価に対する自己評価はど

のように考えているのか、お尋ねします。また評価を生かして、次年度以降の事業の実施に反

映されるものや事業の終了などの見込みといったものはあるのでしょうか、お聞かせください。 
 以上、２問目の質問といたします。 

〇議長（小林始君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、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にお答えします。 
 はじめに本市の中長期的な施策展開についてのうち市民憲章の制定についてでありますが、

市民憲章は市としての理念やまちづくりの方向を明らかにし、市民一人ひとりが主体的かつ実
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践的にまちづくりに参画していくための行動目標となるものです。 
 市民憲章を制定することによって、市民の皆さまに郷土への愛着を持っていただくとともに、

市民、議会、行政などが共通の目標に向かって豊かに暮らせるまちづくりを進めていくことが

期待されますので、今後、市民の皆さまのご意見をお聞きしながら検討していきたいと考えて

おります。 
 次に交通インフラの整備による中長期的な将来展望についてでありますが、現在取り組んで

おります本市における各種整備事業や県による交通インフラ整備事業、またリニア整備計画な

ど、今後、本県および本市における環境は大きく変化しようとしております。こうした各種事

業の影響につきましては、今後さらに研究が必要であろうと考えておりますが、現在、平成２５年

度以降の総合計画後期計画を策定すべく準備を進めており、観光面や経済面においても交流人

口の増加も予想される中、にぎわい・やすらぎ・きらめきが実現できる都市づくりを目指して

まいりたいと考えます。 
 次に道路整備計画等の策定についてでありますが、本市の都市計画マスタープランに位置づ

けられております道路整備計画の策定につきましては、今後、引き続き検討してまいりたいと

考えております。 
 なお、主要な交通拠点道路整備として、石和温泉駅へのアクセス道路の整備、砂原橋架け替

え工事、また井戸交差点から甲府市へのアクセス道路および市道塩田金沢線の整備を行ってい

るところでもありますが、さらに中央道の仮称、笛吹スマートインターチェンジの設置に向け

ても取り組んでいるところでございます。 
 次に事務事業評価の効果と事務事業評価に対する自己評価についてでありますが、事務事業

評価により事業の目的・必要性、効果などが明確になることで、財源の効率的かつ効果的な活

用が図られることとなります。さらに共通のツールを確立することで、職員一人ひとりが自ら

の仕事の目的と成果、コストを常に意識し、効率的な事務の執行につながるなど職員の意識改

革が図られるものと期待しております。事務事業評価ではその事業の課題や問題点を把握し、

今後の方針および事業の方向性の総括評価を行っております。次年度以降の事業実施に向けて

は事業の目的確認、経費の分析をとおして、事業の優先度を見極めたビルド・アンド・スクラッ

プを的確に行い、事業の成果を反映した予算編成を行っております。 
 今後は事務事業評価の精度をさらに高め、行政経営の有効な手段にしたいと考えております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 志村直毅君。 

〇２番議員（志村直毅君） 
 ちょっと最後のところの事務事業評価を踏まえて、終了するような事業は見込みとしてない

ということでよろしいですか。 
〇議長（小林始君） 

 成島財政課長。 
〇財政課長（成島敦志君） 

 事務事業評価の中で終了する事業はあるのか、ないのかというご質問かと思いますけども、

事務事業に関しましては今、やっている事業がどんなふうな状況にあるのか。また目標等を掲

げた中で、総合計画に基づいて事業を執行していくというものを把握するためのものでござい
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ますので、そのへんの内容的に、本来の総合計画に基づかない効果的に疑問が残るような事業

である場合には、そのへんは再度検証し直して廃止されることもございます。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 志村直毅君。 

〇２番議員（志村直毅君） 
 先般、議会でも行政評価研修を行ったわけですけども、それ以外のそこで出たもの以外の事

務事業評価シートも拝見しましたが、生活指標の設定が事業目的とより整合性があるのかとい

うところをやはり検討する必要があるんではないかというふうに感じましたので、その点をお

伝えしておきたいと思います。 
 市民憲章については、県内１３市のうちたぶん本市ともう１市ぐらいがまだ未制定というよ

うな状況であると思います。たぶん合併してすぐにそういったお話もあったんではないかと思

いますが、ぜひまた検討していただきたいと。検討を引き続いてしていただきたいと思います。 
 道路・交通環境が大きく変わることが予想されるということでありますから、長期道路整備

計画の策定がなくても、特に砂原橋の架け替えについては、今日も災害時の、水害時の避難路

の確保という点でも有意義だというような話もありましたので、そういったことも含めて、ぜ

ひ前進をさせていただきたい。そのへんのご決意をできればいただきたいと思いますが、よろ

しくお願いします。 
〇議長（小林始君） 

 佐藤建設部長。 
〇建設部長（佐藤貞雄君） 

 志村議員の再質問ですけれども、砂原橋の架け替え事業につきましては、今、ご指摘のとお

り、ご提案のとおり本当に災害に強い、これからの橋の位置づけになるものと確信をしており

ます。さらにそういった架け替えによりまして、この地域の経済面での活性化、さらに道路網、

新山梨環状道路、スマートインターチェンジ、そういったものとの連携等もありますので、こ

れから非常に大きな観光、また経済面での大きな発展が期待されますので、砂原橋の解体工事

については、皆さんのご理解をいただく中で、ぜひ着実に進めてまいりたいと思いますので、

ぜひご理解とご協力をいただければありがたいと思います。 
 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） 
 ありがとうございました。 
 事務事業評価を生かしながら中長期的な施策展開に果敢に取り組んでいただいて、市民サー

ビスの充実を図っていくこと。その際にスケールメリット、合併の意味を再度確認しながら進

めていただきたいと。以上で質問を終わります。 
〇議長（小林始君） 

 以上で、志村直毅君の一般質問を終了いたします。 
 関連質問を許します。 
 （ な し ） 
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 関連質問を終わります。 
 以上で、一般質問を終わります。 
 本日の議事は、すべて終了いたしました。 
 お諮りします。 
 明日９日から２５日までは議案審査のため、休会としたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、明日９日から２５日までは休会とすることに決定いたしました。 
 次の本会議は２６日、午後２時３０分から再開いたします。 
 本日は、これにて散会いたします。 
 ご苦労さまでした。 

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

散会  午後 ５時０６分 
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１．議 事 日 程（第４号） 
平成２３年９月２６日 
午後 ２時３０分開議 
於 議 場 

 
 

日程第 １ 議案第６３号 笛吹市男女共同参画推進条例の制定について 
日程第 ２ 議案第６４号 笛吹市職員定数条例の一部改正について 
日程第 ３ 議案第６５号 峡東都市計画事業石和駅前土地区画整理事業施行に関する

条例の一部改正について 
日程第 ４ 議案第６６号 平成２３年度笛吹市一般会計補正予算（第２号）について 
日程第 ５ 議案第６７号 平成２３年度笛吹市国民健康保険特別会計補正予算（第

２号）について 
日程第 ６ 議案第６８号 平成２３年度笛吹市介護保険特別会計補正予算（第２号）

について 

日程第 ７ 議案第６９号 平成２３年度笛吹市介護サービス特別会計補正予算（第

２号）について 

日程第 ８ 議案第７０号 平成２３年度笛吹市後期高齢者医療特別会計補正予算（第

２号）について 

日程第 ９ 議案第７１号 平成２３年度度笛吹市公共下水道特別会計補正予算（第

２号）について 

日程第１０ 議案第７２号 平成２３年度笛吹市農業集落排水特別会計補正予算（第

２号）について 

日程第１１ 議案第７３号 平成２３年度笛吹市簡易水道特別会計補正予算（第２号）

について 

日程第１２ 議案第７４号 平成２３年度笛吹市黒駒山恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計補正予算（第１号）について 

日程第１３ 議案第７５号 平成２３年度笛吹市大積寺山恩賜県有財産保護財産区管理

会特別会計補正予算（第１号）について 

日程第１４ 議案第７６号 平成２３年度笛吹市稲山恩賜県有財産保護財産区管理会特

別会計補正予算（第１号）について 

日程第１５ 議案第７７号 平成２３年度笛吹市牛ヶ額山恩賜県有財産保護財産区管理

会特別会計補正予算（第１号）について 

日程第１６ 議案第７８号 平成２３年度笛吹市大口山恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計補正予算（第１号）について 
日程第１７ 議案第７９号 平成２３年度笛吹市崩山恩賜県有財産保護財産区管理会特

別会計補正予算（第１号）について 
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日程第１８ 議案第８０号 平成２３年度笛吹市名所山恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計補正予算（第１号）について 
日程第１９ 議案第８１号 平成２３年度笛吹市春日山恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計補正予算（第１号）について 
日程第２０ 議案第８２号 平成２３年度笛吹市兜山外五山恩賜県有財産保護財産区管

理会特別会計補正予算（第１号）について 
日程第２１ 議案第８３号 平成２３年度笛吹市水道事業会計補正予算（第２号）につ

いて 
日程第２２ 議案第８４号 平成２２年度笛吹市一般会計歳入歳出決算認定について 
日程第２３ 議案第８５号 平成２２年度笛吹市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認

定について 
日程第２４ 議案第８６号 平成２２年度笛吹市老人保健特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 
日程第２５ 議案第８７号 平成２２年度笛吹市介護保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 
日程第２６ 議案第８８号 平成２２年度笛吹市介護サービス特別会計歳入歳出決算認

定について 
日程第２７ 議案第８９号 平成２２年度笛吹市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

認定について 
日程第２８ 議案第９０号 平成２２年度笛吹市公共下水道特別会計歳入歳出決算認定

について 
日程第２９ 議案第９１号 平成２２年度笛吹市農業集落排水特別会計歳入歳出決算認

定について 
日程第３０ 議案第９２号 平成２２年度笛吹市簡易水道特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 
日程第３１ 議案第９３号 平成２２年度笛吹市黒駒山恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計歳入歳出決算認定について 
日程第３２ 議案第９４号 平成２２年度笛吹市大積寺山恩賜県有財産保護財産区管理

会特別会計歳入歳出決算認定について 
日程第３３ 議案第９５号 平成２２年度笛吹市稲山恩賜県有財産保護財産区管理会特

別会計歳入歳出決算認定について 
日程第３４ 議案第９６号 平成２２年度笛吹市牛ヶ額恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計歳入歳出決算認定について 
日程第３５ 議案第９７号 平成２２年度笛吹市大口山恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計歳入歳出決算認定について 
日程第３６ 議案第９８号 平成２２年度笛吹市崩山恩賜県有財産保護財産区管理会特

別会計歳入歳出決算認定について 
日程第３７ 議案第９９号 平成２２年度笛吹市名所山恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計歳入歳出決算認定について 
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日程第３８ 議案第１００号 平成２２年度笛吹市春日山恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計歳入歳出決算認定について 
日程第３９ 議案第１０１号 平成２２年度笛吹市兜山外五山恩賜県有財産保護財産区管

理会特別会計歳入歳出決算認定について 
日程第４０ 議案第１０２号 平成２２年度笛吹市水道事業会計決算認定について 
日程第４１ 議案第１０３号 平成２２年度笛吹市営春日居地区温泉給湯事業会計決算認

定について 
日程第４２ 議案第１０４号 市道認定について 
日程第４３ 発 議 第 ４ 号 笛吹市議会の議員の定数を定める条例の一部改正について 
日程第４４ 閉会中の継続審査について 

 
 

２．出席議員は次のとおりである。（２４名） 
 
 １番 網 倉 正 治 ２番 志 村 直 毅 
 ３番 野 澤 今 朝 幸 ４番 北 嶋 恒 男 
 ５番 中 村 正 彦 ６番 風 間 好 美 
 ７番 渡 辺 正 秀 ８番 亀 山 和 子 
 ９番 降 矢 好 文 １０番 堀 内 文 藏 
 １１番 中 村 善 次 １２番 龍 澤   敦 
 １３番 野 沢 勝 利 １４番 寳     修 
 １５番 新 田 治 江 １６番 大 久 保 俊 雄 
 １７番 上 野   稔 １８番 内 藤 武 寛 
 １９番 中 川 秀 哉 ２０番 渡 邉 清 美 
 ２１番 川 村 惠 子 ２２番 松 澤 隆 一 
 ２３番 前 島 敏 彦 ２４番 小 林   始 
 
 

３．欠席議員 
 

 （ な し ） 
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４．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名（１９名） 

 
 市 長 荻 野 正 直 副 市 長 望 月 健 二 
 教 育 長 山 田 武 人 総 務 部 長 山 下 真 弥 
 経営政策部長 池 田 聖 仁 会 計 管 理 者 松 岡 利 明 
 市民環境部長 河 野  修 保健福祉部長 中 川 啓 次 
 福祉事務所長 荻 原 明 人 産業観光部長 豊 角 英 人 
 建 設 部 長 佐 藤 貞 雄 公営企業部長 竹 越 富 男 
 教 育 部 長 仲 澤 和 朗 総 務 課 長 芦 澤  栄 
 財 政 課 長 成 島 敦 志 消 防 長 中 込 富 美 雄 
 代表監査委員 飯 田 三 郎 教 育 委 員 長 齊 藤 幸 三 
 農業委員会会長 荻 野 勇 夫 
 
 
 ５．職務のため議場に出席した者の職氏名（３名） 
 
 議会事務局長   鈴 木 幸 弘 
 議 会 書 記   霜 村 和 也 
 議 会 書 記   矢 野  洋 
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再開  午後 ３時０８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。 
 会議に先立ちまして、第８７回全国市議会議長会定期総会において、市議会議員として１０年

以上在職した上野稔君、亀山和子君、寳修君、渡辺正秀君の４名が表彰を受けました。 
 受賞者の皆さまに対し、心から敬意を表すとともにお祝いを申し上げます。 
 つきましては、この際、表彰状の伝達を行います。 
 ４名の議員の方は、前のほうへお進みください。 
 （ 表 彰 ） 
 本日も上着は脱いで結構です。 
 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。 
 傍聴人は議事について可否を表明し、または騒ぎ立てることは禁止されておりますので、静

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

め申し添えます。 
 直ちに、日程に入ります。 
 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりです。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小林始君） 
   日程第１ 議案第６３号から日程第４２ 議案第１０４号までを一括議題といたします。 

 本案については今定例会初日の９月５日に上程され、各常任委員会に審査を付託してありま

すので、それぞれの常任委員長から審査の結果について報告を求めます。 
 はじめに総務常任委員会委員長、前島敏彦君。 

〇総務常任委員長（前島敏彦君） 
 それでは、議長より総務常任委員会にかかる審査結果の報告を求められましたので、報告を

いたします。 
 去る９月５日の本会議において、本委員会に付託されました議案審査を９月１２日、１３日

ならびに１５日から２０日までの５日間の日程により委員会を開会し、全委員出席のもと関係

当局の出席を求め審査いたしました。 
 審査にあたり、何点か質疑等ありましたので、主なものを報告いたします。 
 はじめに、補正予算・条例改正等の関係についてを報告します。 
 まず条例改正の総務部所管について、この条例は向こう何年間の条例になるのかとの質問に

対し、職員定数条例については行政改革の中でも掲げられており、その計画に沿った中で縮減

をしていく予定であり、随時条例改正を行っていくとの説明がありました。 
 なお、議案第６４号 「笛吹市職員定数条例の一部改正について」は反対討論がありました。 
 補正予算の総務部所管については、公務災害補償負担金の増額補正について、笛吹市の消防

団員のための増額かとの質問に対し、消防庁の通達により、今回の東日本大震災により東北地

方の消防団員が２５０名ほどの方がお亡くなりになり、共済組合に全国の自治体が入っている
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が、今回の震災により例年以上に亡くなった団員数が多く、その団員達の補償ができないため、

本年度に限って法改正を行い、公務災害補償負担金を増額したとの説明がありました。 
 経営政策部所管については、コミュニティ放送局を設立したら、どのような情報を市民に放

送するのかとの質問に対し、防災、災害、行政、議会、ごみ、地域のニュース、救急医療等、

市民が必要と思われるさまざまな放送を行いたいとの説明がありました。 
 また、この放送は耳からの情報提供になるので、ぜひとも聴覚障がい者の方々のための情報

提供も検討願いたいとの意見がありました。 
 市民環境部所管については、笛吹市男女共同参画推進条例を制定すると何が変わるのかとの

質問に対し、国の男女共同参画法で方向性を示しており、そのもとに笛吹市の方向性を示すた

めの条例だと認識しており、男女を問わずすべての人が平等にという意識を持ち、安心して暮

らしていけるものであるとの説明がありました。 
 続いて、決算認定について報告をいたします。 
 まず、総務部所管においては、市税の収納について、今後、笛吹市として特色ある収納方法

を考えているのかとの質問に対し、平成２０年度に滞納整理機構ができ、差し押さえるべきも

のは差し押え、納税相談を行うという機構の指導に添った形で、今後も収納を行っていきたい

という説明がありました。 
 また、経済危機対策臨時交付金事業による公有財産台帳システム構築等業務委託は、どのよ

うなシステムが構築されたのかとの質問に対し、各旧町村から持ち寄った市有財産である土地

約３万筆、建物約６００棟についての台帳整備で、公会計制度に向けた資産価値を把握するた

めの調査をした上で、台帳システムを構築したものであるとの説明がありました。 
 次に経営政策部所管については、平成２２年度決算について、どのような特徴があるのかと

の質問に対し、第１に地方交付税、臨時財政対策債が増額していること。第２に、国の経済対

策としての地域活性化交付金事業が繰越事業も含め、実施されたこと。第３に子ども手当の導

入により扶助費が増加したこと。以上３点が特徴として、挙げられるとの説明がありました。 
 消防本部所管においては、救急隊研修事務の中の救急救命士国家試験の研修について、研修

期間はどのくらいかとの質問に対し、研修所の入校は９月から３月末までの約７カ月間であり、

研修所の研修後に３カ月の病院研修があり、おおむね研修所と病院で約１０カ月間の研修を行

うとの説明がありました。 
 市民環境部所管においては、市営温泉管理事業について、温泉施設の入場者も毎年増減する

中、指定管理者も努力していると思うが、市として指定管理者のサービスに対する指導はどの

程度、行っているのかとの質問に対し、２カ月に一度、職員が現場で状況確認をするモニタリ

ングや毎月提出される業務報告の中にある市民の声としてのアンケートを確認する中で、必ず

何かあったときには指定管理者と協議し、市民の利便性を向上するために努力をしているとの

説明がありました。 
 また、各支所長・課長にも出席を求め、支所ごとの決算審査を行いました。 
 なお、議案第８４号 「平成２２年度笛吹市一般会計歳入歳出決算認定について」は反対討

論がありました。 
 以上、総務常任委員会で審査されました主な内容について、報告いたします。 
 それでは、審査結果を申し上げます。 
 議案第６３号 「笛吹市男女共同参画推進条例の制定について」、賛成全員で原案のとおり可
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決すべきものと決定。 
 議案第６４号 「笛吹市職員定数条例の一部改正について」、賛成多数で原案のとおり可決す

べきものと決定。 
 議案第６６号 「平成２３年度笛吹市一般会計補正予算（第２号）について」、賛成全員で原

案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第８４号 「平成２２年度笛吹市一般会計歳入歳出決算認定について」、賛成多数で原案

のとおり認定すべきものと決定。 
 以上をもちまして、委員長報告とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 以上で、総務常任委員長の報告は終わりました。 

 これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 （ な し ） 

 質疑を終結いたします。 

 この際、申し上げます。 

 議案第６６号 「平成２３年度笛吹市一般会計補正予算（第２号）」についておよび議案第

８４号 「平成２２年度笛吹市一般会計歳入歳出決算認定について」につきましては、各常任

委員会に分割付託してありますので、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６３号を議題といたします。 
 お諮りします。 
 本案については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本案についての委員長報告は、可決です。 
 本案は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第６３号は原案のとおり可決されました。 
 次に議案第６４号を議題とし、討論を許します。 
 まず、原案に反対者の発言を許します。 
 ８番、亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 議案第６４号 「笛吹市職員定数条例の一部改正について」、これに反対する立場で討論を

行います。 
 この条例の提案理由は一般職に属する職員の定数について、現状の職員数に即した定数とす

るためということであります。市長部局の職員５１０人から４８０人に減らすということであ

りますけども、合併以来、正規の職員は毎年減らされ続けてきました。しかし、その一方で相

変わらず多くの臨時職員が不安定雇用の状態で働いております。まさに正規職員の置き換えで
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あります。 
 職員の定数を条例で定めるときといいますのは、現状の職員数を定数とするということでよ

いのでしょうか。現状の職員数では足りないから、多くの臨時職員が雇用されているのであっ

て、さらに７万２千人余りの市民に対して、いつでもどこでも市民が必要とする行政サービス

を速やかに提供できるだけの必要な職員数を定めるのが、本来の定数条例のはずであります。 
 行政の仕事は法律や条例や規則に基づいて、市民の暮らし、福祉、教育の構図のために市民

に尽くしていく仕事であります。行政が市民に信頼され、そして職員が展望と気概と喜びを持っ

て働けるよう、必要な定数を確保すべきであります。あまりの人減らしには反対し、討論とし

ます。 
〇議長（小林始君） 

 次に、原案に賛成者の発言を許します。 
 （ な し ） 
 ほかに討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結します。 
 これより、議案第６４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６４号は原案のとおり可決されました。 
 次に教育厚生常任委員会に付託してあります案件について、教育厚生常任委員長から審査結

果の報告を求めます。 
 教育厚生常任委員会委員長、中川秀哉君。 

〇教育厚生常任委員長（中川秀哉君） 
 それではただいま議長より、教育厚生常任委員会の報告を求められましたので、教育厚生常

任委員会のご報告をいたします。 
 去る９月５日の本会議におきまして、本委員会に付託されました議案審査を９月１２日、１３日

ならびに１５日から２０日までの５日間の日程により委員会を開会し、委員出席のもと関係当

局の出席を求め審査を行いました。 
 審査の過程において出ました、主な質疑等についてご報告いたします。 
 はじめに、補正予算等の関係について、ご報告いたします。 
 まず保健福祉部所管では、国の制度変更や交付金等いろいろと変更となるが、住宅手当緊急

措置事業、障害者自立支援法改正に伴うつなぎ法、制度変更など対象者への周知徹底の方法に

ついての説明があり、制度変更に伴う周知について、つなぎ法に対しましては、対象者を限定

し直接本人へ通知し、本人の意向に沿って制度を利用できるよう周知を行っていく。また、住

宅手当については広報やハローワーク、社会福祉協議会を通じ制度の紹介を行っており、また

民生委員にも制度周知を行っているとの回答がありました。 
 次に市民環境部所管では、国民健康保険特別会計で、市の国保運営について一般会計から繰

り出すのと国保の財源で手当てするのでは、どちらがプラスになるのかとの質問があり、国保
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の基準において、事務費など市で運営するものについては一般会計からの繰り出しとなる。な

お、医療費がかさむことにつきましては、税を徴収しなければならないとの回答がありました。 
 次に教育委員会所管では、小中学校情報セキュリティ対策のメール配信の内容についての質

問があり、緊急のときだけではなく、学校が連絡網を通して行っているもの。学校規模・状況

により普及させていきたい。委託先は市内業者を予定しており、個人情報が高いため、個人情

報が守れるところにしたい。また、操作が簡単なものを使用するとの回答がありました。 
 続きまして、平成２２年度決算認定について、ご報告いたします。 
 まず保健福祉部所管では地域包括支援センターについて、相談件数が平成２１年度に比べ平

成２２年度はだいぶ増えている状況であるが、職員数は足りているのかとの質問があり、限ら

れた人員体制の中ではあるが、職員は内部の連携を強化しながら、訪問等により利用者の皆さ

まにご不便をかけないよう対応しているとの回答がありました。 
 次に市民環境部所管では、河川・地下水水質検査委託についての結果。また問題はないかと

の質問があり、河川７カ所基準値よりも若干多い。ＤＯ（水の中に解けている酸素の量）、Ｂ

ＯＤ（水中生物が酸素を必要とする量）が基準値より多く出ている。県内全域から見ると笛吹

市は水質がよいが、市内５６カ所の井戸のうち８カ所で基準値を超えている。その理由として

窒素系の肥料を使用しているためとの回答でした。 
 次に教育委員会所管では、全体的に非常に大きな繰越金があるが、その事業は計画的に進ん

でいるのかとの質問があり、主な繰越金の内訳は一宮中学校の改修工事の関係、給食センター

の関係、地域活性化臨時交付金の関係であり、小学校の改修を残し、中学校・社会教育関係は

すべて終了しているとの回答がありました。 
 以上、教育厚生常任委員会で審査されました主な内容についての報告を終わります。 
 なお、議案第８４号 「平成２２年度笛吹市一般会計歳入歳出決算認定」、議案第８５号 「平

成２２年度笛吹市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定」および議案第８７号 「平成２２年

度笛吹市介護保険特別会計歳入歳出決算認定」については、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ございます。 
 議案第６６号 「平成２３年度笛吹市一般会計補正予算（第２号）について」、賛成全員で

原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第６７号 「平成２３年度笛吹市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）について」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第６８号 「平成２３年度笛吹市介護保険特別会計補正予算（第２号）について」、賛

成多数で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第６９号 「平成２３年度笛吹市介護サービス特別会計補正予算（第２号）について」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第７０号 「平成２３年度笛吹市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）について」、

賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第８４号 「平成２２年度笛吹市一般会計歳入歳出決算認定について」、賛成多数で原

案のとおり認定すべきものと決定。 
 議案第８５号 「平成２２年度笛吹市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について」、

賛成多数で原案のとおり認定すべきものと決定。 
 議案第８６号 「平成２２年度笛吹市老人保健特別会計歳入歳出決算認定について」、賛成
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全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 
 議案第８７号 「平成２２年度笛吹市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について」、賛成

多数で原案のとおり認定すべきものと決定。 
 議案第８８号 「平成２２年度笛吹市介護サービス特別会計歳入歳出決算認定について」、

賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 
 議案第８９号 「平成２２年度笛吹市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について」、

賛成多数で原案のとおり認定すべきものと決定。 
 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） 
 教育厚生常任委員長の報告が終わりました。 

 これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 （ な し ） 

 質疑を終結します。 

 これより討論および採決を行いますが、議案第６６号および議案第８４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６７号を議題といたします。 
 お諮りします。 
 本案については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本案についての委員長報告は、可決です。 
 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 全 員 ） 
 起立全員です。 
 よって、議案第６７号は原案のとおり可決されました。 
 次に、議案第６８号を議題といたします。 
 お諮りします。 
 本案については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本案についての委員長報告は、可決です。 
 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 全 員 ） 
 起立全員です。 
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 よって、議案第６８号は原案のとおり可決されました。 
 次に、議案第６９号を議題といたします。 
 お諮りします。 
 本案については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本案についての委員長報告は、可決です。 
 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 全 員 ） 
 起立全員です。 
 よって、議案第６９号は原案のとおり可決されました。 
 次に、議案第７０号を議題といたします。 
 お諮りします。 
 本案については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本案についての委員長報告は、可決です。 
 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 多 数 ） 
 起立多数です。 
 よって、議案第７０号は原案のとおり可決されました。 
 次に議案第８５号を議題とし、討論を許します。 
 まず、原案に反対者の発言を許します。 
 ８番、亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 議案第８５号 「平成２２年度国民健康保険特別会計決算認定」に対して、反対の立場で討

論を行います。 
 国民健康保険の特別会計は、歳出でおよそ７８億３，２００万円で市の特別会計の中でも最

も事業の大きい会計であります。それだけに市民の健康づくりや健康増進に、いかにこの事業

が寄与したのか。予防や保健活動の前進が図られたのか。そして低所得者に対しての施策がど

のようなものであったのか。大いに問われる事業、特別会計であると考えております。 
 決算の中でまず歳入についてでありますけども、現年度の国保税収納率の向上が図られたこ

と。そのことによって、国からの財政調整交付金が予算額に対して、およそ１億３，４００万

円の増額となっておりました。税の収納率によって交付金を減らしたり増やしたり、いわゆる

収納率に対する国のペナルティは許されるものではありませんけども、予算に対しての１億３，

４００万円の財政調整交付金の増額。これは職員の皆さんの努力の結果と受け止めて評価した
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いと考えております。 
 さて、２２年度国民健康保険税は医療分の所得割、率の引き上げと均等割、平等割の応益割

が値上げになった年度でありました。２１年度も医療分の所得割の税率が上がり、さらに後期

高齢者支援分と介護納付金の均等割、平等割が値上げになっておりましたので、２年連続して

の値上げとなり、市民にとっては大変な負担が続いた年度でありました。 
 ２２年度の税率を引き上げた際の市の説明といいますのは、市民の所得が減っているので前

年と同じ税率では保険税が確保できないからというように、市民の所得が減ったから税金を上

げるという説明でありました。たしかに２２年度、市民の総所得は２１年度に比べて２４億円

も減りました。その前年、２１年度は２０年度に比べて４４億円も減っております。 
 所得が減り続ける中で、税金だけは上がり続ける。このような状況、このような決算は到底、

容認できるものではありません。先ほども申しましたが、２２年度所得割の税率の引き上げと

応益割の引き上げがありましたけども、それによっても２２年度の国民健康保険税の調定額は

２１年度と比べてもわずか４７０万円の増額に留まっております。その一方で、２２年度の滞

納額は２億３，３４１万円となり、これは２１年度よりもおよそ２，３８６万円も増えてしま

いました。 
 短期保険証の世帯も２２年度は２，８３４世帯、加入世帯のおよそ２３％にもなっておりま

して、短期証の世帯は２１年度よりも１，１２３世帯、およそ６６％も増えてしまいました。

これらの数字はまさに高すぎる国保税、払いたくても払えない国保税、このことを象徴してい

る数字ではないでしょうか。 
 通常の保険証の人と短期証、資格証の人が医療機関で受診する割合といいますのは短期証、

資格証の人は極端に受診する機会、率が下がることが調査でも明らかになっております。具合

が悪くても我慢をし、どうにもならなくなったときに、有り金をかき集めて納めて短期保険証

を交付してもらい、やっと医療機関で受診するというケースも珍しくありません。 
 市では多機能アリーナを健康づくりの拠点として位置づけて、日本一医療保険の安い市にす

るといっておりますけども、市民の所得が減り続けている中で２年続けて国保税を値上げし、

払えないほどの高い国保税で短期保険証の世帯を増やし、受診の機会を奪っておいて、どうし

て市民の健康づくりができましょうか。アリーナ建設よりも一般会計からの繰り出しで、これ

以上の市民の負担を抑えることこそ健康づくりにもつながり、そしてそれが今、市民の望んで

いることではないでしょうか。 
 以上、反対討論とします。 

〇議長（小林始君） 
 次に、原案に賛成者の発言を許します。 
 １４番、寳修君。 

〇１４番議員（寳修君） 
 議案第８５号 「平成２２年度笛吹市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定」に賛成する

立場から討論を行います。 
 今回の平成２２年度笛吹市国民健康保険特別会計決算の総額は、歳入においては８１億５，

６２９万６千円で、歳出におきましては７８億３，２８２万９千円の決算となっております。 
 国民健康保険制度は国民皆保険制度のもと、他の保険制度に加入していないすべての方を対

象とした国民にとって最も身近な医療保険制度であります。景気低迷により国民健康保険加入
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者世帯の所得の低下が見受けられるほか、納税意識の低下傾向にもあります。 
 担当部署の収納努力、また国の緊急雇用対策事業の活用等で現年度の国保税の収納率は１．

４％増加し、２２年度決算においては３億２，４０９万６千円の繰越財源が確保されたところ

でもあります。 
 また高齢者や高度先進医療の進展等により医療費の増加は年々進み、国保財政はますます厳

しい状況にあります。昨年度はやむなく税率の改定も行われたところでもあります。 
 こうした状況の中、特定健康診査事業、人間ドックの助成事業など医療費の削減に向けた取

り組みがされるなど限られた財源の中、重点的かつ効率的な事業執行が図られ、今後なお一層

の収納率向上対策および医療費の適正化対策に積極的に取り組まれることを望みまして、平成

２２年度笛吹市国民健康保険特別会計決算認定について、賛成の討論とさせていただきます。 
〇議長（小林始君） 

 ほかに討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結します。 
 これより、議案第８５号の採決を行います。 
 本案に対する委員長報告は、認定です。 
 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８５号は原案のとおり認定されました。 
 次に、議案第８６号を議題といたします。 
 お諮りします。 
 本案については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本案についての委員長報告は、認定です。 
 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 全 員 ） 
 起立全員です。 
 よって、議案第８６号は原案のとおり認定されました。 
 次に、議案第８７号を議題といたします。 
 お諮りします。 
 本案については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本案についての委員長報告は、認定です。 
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 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 多 数 ） 
 起立多数です。 
 よって、議案第８７号は原案のとおり認定されました。 
 次に、議案第８８号を議題といたします。 
 お諮りします。 
 本案については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本案についての委員長報告は、認定です。 
 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 全 員 ） 
 起立全員です。 
 よって、議案第８８号は原案のとおり認定されました。 
 次に、議案第８９号を議題といたします。 
 お諮りします。 
 本案については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本案についての委員長報告は、認定です。 
 本案は、委員長報告のとおり決することに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８９号は原案のとおり認定されました。 
 続いて建設経済常任委員会に付託してあります案件について、建設経済常任委員長から審査

結果の報告を求めます。 

 建設経済常任委員会委員長、内藤武寛君。 

〇建設経済常任委員長（内藤武寛君） 

 ただいま、議長より審査結果の報告を求められましたので、建設経済常任委員会の委員長報

告をいたします。 
 去る９月５日の開会初日に本委員会に付託されました議案審査を９月１２日、１３日および

１５日、１６日ならびに２０日の５日間の日程により委員会を開会し、全委員出席のもと関係

当局の出席を求め審査いたしました。 
 審査の過程において出ました、主な質疑等について報告いたします。 
 はじめに、補正予算等の関係について報告します。 
 産業観光部所管では、芦川支所担当の上芦川地域原風景復活保存事業にかかる歳入の組み替
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えの経緯について説明を求めたところ、当初、過疎債を予定したが、まちづくり整備課を通じ

て県に相談したところ、国庫補助金の空き家対策事業補助金の中の社会資本整備総合交付金が

交付されることになった。また、事業については実施設計が発注済みであり、工事も今年中に

は着工するとの説明がありました。 
 農林振興課の地産地消推進事業にかかる、八代農産物直売所駐車場整備工事費の内容につい

て説明を求めたところ、大型バスが入れる駐車場を整備するため、１，３００平方メートルの

土地を賃貸契約し、工事については市で行うとの説明がありました。 
 建設部所管では、管理総務課にかかる境川大坪団地の耐震および米倉の定住促進住宅の入居

状況について説明を求めたところ、市営住宅の耐震診断についてはすべて済んでおり、大坪団

地については３年に一度実施される法定検査で、２２年度に修繕の緊急性を要するＡランクと

判断されたため、２３年度当初予算に措置したとの説明がありました。定住促進住宅について

は現在７０％の入居状況であり、福島からの被災者も５世帯入居しており、今後もＰＲに力を

入れ、入居者の増加を図るとの説明がありました。 
 まちづくり整備課では、耐震診断実施状況について説明を求めたところ、山梨県内では約

５００件、実施している。本市では毎年約３０戸実施しており、診断後の対応を進めていただ

くよう努めているとの説明がありました。 
 土木課の砂原橋架け替え事業にかかる補正予算および債務負担行為補正については、地質調

査および水理解析結果を受けて、橋梁の基礎工事がニューマチックケーソン工法で行われるこ

と、また護岸工事などにより総事業費が増額になると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使用料及び賃借料の内容について説

明を求めたところ、冬季の計画停電に備えた大型の発動発電機４機の設置、４カ所の詳細説明

と他の個所については、軽トラックに発電機を積んで移動しながらの対応を行うとの説明があ

りました。 
 また水道事業会計の水質検査委託料１，１００万円の減額については、当初基本設計に基づ

き２千万円計上したが、落札率が５０％以下となったための減額であるとの説明がありました。 
 続いて、決算認定についての報告をいたします。 
 産業観光部所管では、芦川支所にかかるブランド化推進事業について、芦川には何が適して

いるのかとの問いに、現在ホウレン草、シイタケ、そばについては補助を出して栽培している

が、現在、類似地域を参考に山椒・ブルーベリー等模索している状況であるが、県で推奨して

いる夏採りイチゴの栽培については生産者はまだ１人であるが、今年度から出荷を始めたとの

説明がありました。また直売所建設事業の工事請負費のうち、案内板の内容について説明を求

めたところ、直売所の中に県道３方向から見やすい三角柱の案内板を設置したとの説明があり

ました。 
 農林振興課にかかるチッパー購入補助金の現状について説明を求めたところ、２２年度には

２２台の補助金申請があり、補助金を出してから５年間の総台数が１３４台になったとの説明

がありました。 
 鳥獣害防止強化対策事業の原材料費の内容については、防護柵が破損した場合、早急な対応

をとるために、各支所にストックするためとの説明でした。地域ブランド化推進事業について

は、桃の木オーナーが２２年度で終了するとの説明がありました。 
 農林土木課については、いくつかの事業について、１９節の負担金補助及び交付金の執行率
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が低いのではとの問いに対し、いずれも県営事業にかかる市の負担金であり予定工事は終了し

ているが、県の未執行事業分が繰り越しとなっていることによるものとの説明がありました。 
 観光商工課関係では、ハウス桃園の売り上げについて質問し、日本一早い桃の花見でもあり

入園者も増加している。笛吹市の桃をアピールするために、今後も取り組むとの説明がありま

した。 
 建設部所管では、管理総務課について委託料が多いと思われるが、今後の見込み・職員での

対応について質問し、測量会社への委託が確かに多いが、今後はエキスパートの職員を育てて

いくとともに、専門職員の採用も視野に入れ、経費削減に努めたいとの回答がありました。ま

た家賃の滞納について、２２年度は職員の努力により、収納率が対前年度比で現年度分１．２％

増、過年度分が２５．２％増となったが、さらなる収納率の向上を求めました。 
 まちづくり整備課関係では、公園費の備品購入費の乗用草刈機の内容について説明を求めた

ところ、主に藤垈の滝公園で使用するため境川支所に保管してあるが、ほかでも使用すること

もできるとの説明がありました。また、工事請負費については藤垈の滝公園防護柵設置３２５メー

トル、火災のあった八代増田トイレ改修工事、みさか桃源郷公園の水路工事およびホタル池の

改修工事の内容について、説明がなされました。 
 土木課については、歳入の桑戸橋維持管理料の内容について質問し、桑戸橋の維持管理費に

ついては山梨市と笛吹市で２分の１ずつ負担することになっているため、本市発注分の維持管

理費にかかる山梨市負担分との説明がありました。 
 また、国庫補助金の道整備交付金が事業仕分けの対象となっているため、今後の見込みにつ

いて説明を求め、２３年度については従来どうりで、２４年度からは一括交付金になる見込み

との説明がありました。 
 公営企業部所管では、簡易水道事業費の待機謝金について説明を求めたところ、大型連休時

の水道故障等に早急に対応するため、業者に待機をお願いし支払うもので、故障等がなくても

待機すること対して支払うものとの説明がありました。 
 下水道課関係では、下水道受益者負担金徴収事業の委託料について説明を求めたところ、現

行の受益者負担金システムの保守料および支援システムの導入委託料であり、５年以上経過し

たため、故障した場合、修理部品の生産がなく、負担金徴収に支障をきたすため新たなシステ

ムを導入したとの説明がありました。 
 下水道加入率については、戸別訪問の実施や今年度末を期限に６０歳以上の方の同居を条件

とした加入促進キャンペーンを行い、加入率向上を図りたいとの説明がありました。 
 以上、本委員会に付託を受けました案件に関わる主な質疑・意見等の報告を終わります。 
 それでは、審査結果については次のとおりです。 
 議案第６５号 「峡東都市計画事業石和駅前土地区画整理事業施行に関する条例の一部改正

について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第６６号 「平成２３年度笛吹市一般会計補正予算（第２号）について」、賛成全員で

原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第７１号 「平成２３年度度笛吹市公共下水道特別会計補正予算（第２号）について」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第７２号 「平成２３年度笛吹市農業集落排水特別会計補正予算（第２号）について」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
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 議案第７３号 「平成２３年度笛吹市簡易水道特別会計補正予算（第２号）について」、賛

成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第７４号 「平成２３年度笛吹市黒駒山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計補正予

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７５号 「平成２３年度笛吹市大積寺山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計補正

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７６号 「平成２３年度笛吹市稲山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計補正予算

（第１号）について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第７７号 「平成２３年度笛吹市牛ヶ額山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計補正

予算（第１号）について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第７８号 「平成２３年度笛吹市大口山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計補正予

算（第１号）について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第７９号 「平成２３年度笛吹市崩山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計補正予算

（第１号）について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第８０号 「平成２３年度笛吹市名所山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計補正予

算（第１号）について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第８１号 「平成２３年度笛吹市春日山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計補正予

算（第１号）について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第８２号 「平成２３年度笛吹市兜山外五山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計補

正予算（第１号）について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第８３号 「平成２３年度笛吹市水道事業会計補正予算（第２号）について」、賛成全

員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第８４号 「平成２２年度笛吹市一般会計歳入歳出決算認定について」、賛成全員で原

案のとおり認定すべきものと決定。 
 議案第９０号 「平成２２年度笛吹市公共下水道特別会計歳入歳出決算認定について」、賛

成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 
 議案第９１号 「平成２２年度笛吹市農業集落排水特別会計歳入歳出決算認定について」、

賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 
 議案第９２号 「平成２２年度笛吹市簡易水道特別会計歳入歳出決算認定について」、賛成

全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 
 議案第９３号 「平成２２年度笛吹市黒駒山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計歳入歳

出決算認定について」、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 
 議案第９４号 「平成２２年度笛吹市大積寺山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計歳入

歳出決算認定について」、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 
 議案第９５号 「平成２２年度笛吹市稲山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計歳入歳出

決算認定について」、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 
 議案第９６号 「平成２２年度笛吹市牛ヶ額恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計歳入歳

出決算認定について」、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 
 議案第９７号 「平成２２年度笛吹市大口山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計歳入歳

出決算認定について」、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 
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 議案第９８号 「平成２２年度笛吹市崩山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計歳入歳出

決算認定について」、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 
 議案第９９号 「平成２２年度笛吹市名所山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計歳入歳

出決算認定について」、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 
 議案第１００号 「平成２２年度笛吹市春日山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計歳入

歳出決算認定について」、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 
 議案第１０１号 「平成２２年度笛吹市兜山外五山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計

歳入歳出決算認定について」、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 
 議案第１０２号 「平成２２年度笛吹市水道事業会計決算認定について」、賛成全員で原案

のとおり認定すべきものと決定。 
 議案第１０３号 「平成２２年度笛吹市営春日居地区温泉給湯事業会計決算認定について」、

賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 
 議案第１０４号 「市道認定について」、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 
 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。 

 質疑はありますか。 

 （ 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６６号および議案第８４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６５号を議題といたします。 
 お諮りします。 
 本案については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本案についての委員長報告は、可決です。 
 本案は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第６５号は原案のとおり可決されました。 
 続いて、議案第７１号から議案第８３号を一括議題といたします。 
 お諮りいたします。 
 本１３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。 



 ２００ 

 お諮りします。 
 本１３案件についての委員長報告は、可決です。 
 本１３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７１号から議案第８３号は原案のとおり可決されました。 
 次に、議案第９０号から議案第１０３号までを一括議題といたします。 
 お諮りします。 
 本１４案件については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本１４案件についての委員長報告は、認定です。 
 本１４案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第９０号から議案第１０３号は原案のとおり認定されました。 
 次に、議案第１０４号を議題といたします。 
 お諮りします。 
 本案については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本案についての委員長報告は、認定です。 
 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 全 員 ） 
 起立全員です。 
 よって、議案第１０４号は原案のとおり認定されました。 
 以上で、各常任委員会に付託いたしました議案の採決が終了いたしました。 
 これより、各常任委員会に分割付託いたしました議案第６６号および議案第８４号を議題と

いたします。 
 お諮りします。 
 議案第６６号については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本案についての３常任委員長報告は、可決です。 



 ２０１ 

 本案は、各常任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６６号は原案のとおり可決されました。 
 次に、議案第８４号の討論を行います。 
 反対討論を許します。 
 ７番、渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 平成２２年度一般会計の決算の認定に関して、反対の立場から討論をいたします。 
 平成２２年度の決算の規模は３３５億１，６０７万円と大変大きな、超大型の決算でござい

ました。そしてその中で収支２０億４，４６２万円。実質収支は１３億９，３０２万円の黒字

と、まさにゆとりの決算となりました。しかし、これは一時の現象であります。地方交付税９億

３，６４９万円増の９０億４，６９９万円。臨時財政対策債２３億５，９４５万円。また臨時

経済対策による国、県支出金の増など、まさに国の大判振る舞いの様相をした年でございまし

た。しかし、今後普通交付税は合併特例による優遇措置が終わる平成２６年から３１年にかけ、

現在の７割以下になることが決まっております。また特別交付税、あるいは補助金も東日本大

震災、原発事故、台風被害など復旧・復興が優先され、今後極端に減らされることが予想され

ております。こうした中で、中長期的に見て財政は極めて厳しいという認識を持たざるを得な

いと思います。 
 そうした中で、予算の執行についてどうであったかということでございますが、市民とりわ

けお母さん方の強い願いであったヒブワクチン、あるいは子宮ワクチンの公費による接種、こ

ういうものは実現した年でありました。大変、喜びたいと思います。しかし子どもの医療費、

無料年齢拡大、これについては一番大きな署名運動等、県下でも大きな運動があったにもかか

わらず、これがこの年、実現しなかったこと。それから先ほどの討論でもございましたが、国

保税、命に関わるような状況が生まれております。こうした中で繰り入れを増やすということ

を行わずに、一層、国保税を値上げするというようなことでございました。 
 そうした中で、まずは個別にお話をしていきたいと思いますが、多機能アリーナ関係の問題、

予算額１，６９７万円に対して、支出済額は５５９万円でございますが、多機能アリーナ計画、

特にその中でも多機能化については、多額を投資することになるわけですが、市民の批判が渦

巻いているにもかかわらず、また市民ミーティング後、住民投票を判断するという約束を守ら

ずに、この建設を強行しようとしております。私たちは本当に必要なものについて、合併特例

債を使った事業を行うことには、反対いたしません。しかし、利用頻度の見通しももてない、

多額を要する多機能部分について、また維持管理費も莫大になる、この多機能アリーナについ

て、市民の判断を押し切っての強行には断固反対いたします。 
 また八千蔵地域整備事業については、予算は使われませんでしたが、しかしこの間、その準

備が庁内で進められてまいりました。そして、提示されたものが災害廃棄物ストックヤードと

いうものでございます。廃棄物の腐敗やほこり等が心配され、その対策の検討が必要と、これ

は市長も言っております。さらに東北では、災害廃棄物ストックヤードにおけるメタン発生と

火災発生が頻繁に起こっております。そんな施設を集落の隣に、あるいは集落の上流に造るな

ど、とんでもないことでございます。建設費も土地買収費を含め、１０数億円かかるというこ
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とになるでしょう。なぜ、こんなとんでもない計画を出し、市民を混乱させることになるのか。

あまりにも調査不足、特に八千蔵と周辺地域の意向や現在の土地利用の状況を把握していない、

地域と遊離した行政になっている、その結果ではないかと思います。 
 バイオマスセンターについても、堆肥化施設を１カ所に集中させることを前提としているた

め、大変その効果、懸念されております。エコにも循環型社会形成にも大変難しいことになっ

ております。大体、剪定枝を一宮からも春日居からも運べなんていうことは無理な相談です。

ここでも机の上の構想を押し付けるやり方の矛盾が表われているのではないかと思います。 
 多機能アリーナ廃棄物ストックヤード、バイオマスセンター、これだとさらに境川のゴミ処

理施設の建設で、どれだけの桃、ブドウの畑が潰されるのか。少なくとも１６町歩もの農地が

潰されることになるのではないでしょうか。桃・ぶどう日本一の郷は、どうするつもりでしょ

うか。平成２２年度は、まさにこうしたことを準備する年であったのでございます。多額な建

設事業費と、その後の経費負担増大の準備をする年でございました。 
 ２番目に、行革民活路線の破綻が明らかになった年であります。まず指定管理者制度、民間

業者に任せて、よくなったという話はほとんど聞かれません。同時に業者からは運営が非常に

苦しいと、こういう声が出されております。そもそも指定管理者制度には、本質的な矛盾があ

ることは企業経営に携わったことのある市長は、とっくに分かっていたことと思います。すな

わち市も業者も施設の運営・経営に、全面的な責任と権限を持っていないことであります。業

者は戦略的な投資も経営もできない。一方、市は現状の施設について契約を結ぶのであるから、

これまた戦略的な投資を安易にすることはできない、こうした問題でございます。今、この基

本的矛盾が表面化しているのであります。 
 次に人件費の削減、正規職員の削減です。不法な臨時職員の増加でございます。議員の皆さ

ま、特にさらに市民の皆さまに私は訴えたいと思います。考えていただきたいことがございま

す。それは人件費率、本当に低ければ低いほうがいいのかという問題であります。２２年度笛

吹市の人件費率は、とうとう１４．３％まで下がりました。人件費率は低いほうがいいという

ことではありません。市が生み出す価値、サービスは職員が働くことによって生み出されます。

一生懸命、いい仕事をすることが大事です。果たして、そうなっているか。そういう仕組みに

なっているかという問題であります。民間に学べ、人件費を削減しろ、臨時職員で賄え、こう

いうやり方は職員の意欲を殺ぐものであります。 
 また一般職員および支所に権限がない。そのために最も身近であるはずの市職員、そして支

所、こうしたところで市民の声を率直に幅広く聞くことができない。聞いても実現できないか

ら文句は言われる。こういう仕組みにもなっております。本庁の中枢で末端の意見を聞かずに

次々と計画を打ち出す。そのために現状に合わない計画となってしまって、中止・やり直しが

繰り返される。これは職員の労働力の無駄づかいであると思います。 
 以上、述べたとおり、１つは将来財政を危うくする大型事業準備の年であったこと。もう１つ

は、矛盾が明らかになっているにもかかわらず、行革人減らしの継続の施政運営であったこと

をもって、２２年度決算認定と施政運営に対する反対討論といたしたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 賛成討論を許します。 
 ５番、中村正彦君。 
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〇５番議員（中村正彦君） 
 議長の許可をいただきましたので、議案第８４号 「平成２２年度笛吹市一般会計歳入歳出

決算認定」について、賛成の立場から討論を行います。 
 平成２２年度は合併７年目となり、新市として成熟期を迎えた中で、積極的に施策に取り組

みがなされた一連であったと思われます。市政経営方針のとおり、市民第一主義で生活者起点

の立場から行政推進を行い、市民サービスや福祉サービスの充実においては、着実に成果を挙

げていると思います。 
 先日の代表質問でも質問したわけですが、笛吹市の財政については、われわれ議会としても

十分チェックし、また市民の皆さまも深い関心を寄せております。その中で合併以後、最高と

なった歳出総額３１４億円は、まさにその成果の積み重ねであります。また地域主権の確立に

向けて自己決定と自己責任の考えのもと、事業を精査して職員一丸となって取り組みを行った

結果、主要事業やマニフェストに掲げた事業において一定の目標が達成できたことは、大いに

評価できるものと思います。 
 今後、合併特例債期間が終了し、地方交付税が一本算定化されると笛吹市の一般財源は約

３０億円減少されると聞いております。そうなりますと今後、事業一つひとつの選択が大変重

要となってまいります。 
 そうした中で行財政改革にも熱心に取り組まれており、健全財政の維持に努めたことにより、

決算において実質収支が１３億９千万円の黒字となっただけではなく、実質単年度収支も３年

ぶりに７億８千万円の黒字になりました。今後も荻野市長を先頭に職員一丸となり、常に市民

の目線に立った中で、本市の発展にご尽力をお願いいたしまして、平成２２年度決算認定に対

する賛成討論とさせていただきます。 
〇議長（小林始君） 

 ほかに討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結します。 
 議案第８４号の採決を行います。 
 本案に対する３常任委員長の報告は、認定です。 
 本案は、各常任委員長報告のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 多 数 ） 
 起立多数です。 
 よって、議案第８４号は原案のとおり認定されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小林始君） 
   日程第４３ 発議第４号を議題とします。 

 提出者より、提案理由の説明を求めます。 
 前島敏彦君。 
 ・・・暫時休憩いたします。 
 うしろの時計で４５分、再開いたします。 
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休憩  午後 ４時４０分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ４時５０分 
〇議長（小林始君） 

 再開いたします。 
 申し上げます。 
 本日の会議時間は、議事の都合によりあらかじめ延長いたします。 
 なお、日程第４３に入る前に教育厚生常任委員長より訂正の申し出がありましたので、発言

を許し、議案第６８号 「平成２３年度笛吹市介護保険特別会計補正予算（第２号）」につい

て、議題といたします。 
 中川委員長。 

〇教育厚生常任委員長（中川秀哉君） 
 ただいま議長から発言のお許しをいただきましたので、この場におきまして訂正をさせてい

ただきます。 
 議案第６８号 「平成２３年度笛吹市介護保険特別会計補正予算（第２号）」につきまして

は、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
 お詫びして訂正いたします。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小林始君） 
   日程第４３ 発議第４号を議題とします。 

 提出者より、提案理由の説明を求めます。 
 前島敏彦君。 

〇２３番議員（前島敏彦君） 
 発議第４号 
 平成２３年９月２６日 提出 
 笛吹市議会議長 小林始殿 

提出者 
笛吹市議会議員 前島敏彦 

賛同者 
笛吹市議会議員 大久保俊雄 
   〃    網倉正治 
   〃    中川秀哉 
   〃    上野 稔 
   〃    川村惠子 
   〃    中村正彦 
   〃    内藤武寛 
   〃    降矢好文 
   〃    龍澤 敦 
   〃    志村直毅 
   〃    松澤隆一 
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   〃    堀内文藏 
   〃    北嶋恒男 
   〃    渡邉清美 
   〃    寳  修 

 笛吹市議会の議員の定数を定める条例の一部改正について 
 笛吹市議会の議員の定数を定める条例の一部を改正する条例を次のように定める。 
 提案理由 
 厳しい社会経済情勢を踏まえ、行財政改革の推進の一翼を担う笛吹市議会自らがなお一層の

経費節減と改革を図るため、議員定数を削減しようとするもので、地方自治法第９６条第１項

第１号の規定により提出するものである。 
 改正案につきましては、お手元の議案書のとおりでございます。 
 以上でございます。 

〇議長（小林始君） 
 お諮りします。 
 本案については、質疑および会議規則第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４号は質疑および委員会付託を省略することに決定しました。 
 次に、発議第４号の討論を行います。 
 反対討論を許します。 
 １５番、新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 
 発議第４号 「笛吹市議会の議員の定数を定める条例の一部改正について」、反対する立場

から討論をいたします。 
 議会改革検討委員会の中では、笛吹市議会の定数適正化についての明確な言及はされません

でした。議員定数の削減の目的は、先日の新聞報道にもあったとおり、経費削減なのでしょう

か。経費削減が主な目的だとすれば、笛吹市議会の適正定数２４をさらに減らそうとする本日

の議員定数条例案は、議員が市民の声を市政に届け、また市政に対するチェックの役割を担っ

ているという自覚が欠けている内容であり、私自身も市民からは議員はもっと市民の中に入っ

てきてほしいという声を聞いています。議員が市民の中に入り、意見交換の余地は大だと思っ

ております。 
 笛吹市は今、多機能アリーナ建設など急ピッチで進めています。将来、市の財政が危機的な

状況になるのではないかと不安を感じている市民は多く、住民投票条例案提出に向け署名活動

が進んでいるのも事実です。これらの大型事業の推進には、市議会がゴーサインを出しました。

私たち笛吹市議会議員は議会として積極的な議論およびチェック、検証が足りないと思います。

市民の代表として何よりもまず先に、これらのことに取り組まなければなりません。 
 市議の数も適正ならば、多くの市民の声を反映した活発な意見交換もできるでしょう。定数

２１になると、市民を３千人から３，４００人を背負うことになります。常任委員会の責任も
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大きくなり、十分なチェックが果たせるでしょうか。議会議員、首長は住民に対して直接責任

を負うものであり、独善先行を防止する体制がとられています。７万２千人の市民の安心・安

全な生活を守るためにも多少多様な事業のチェックができるのか、疑問に思います。 
 笛吹市議会は議員定数削減、見直しそのものが議会改革と思われています。仮に市民が定数

削減を望むならば、市議は必要ないという発想に基づくのでしょう。平成１９年９月に現在の

定数は適正として決めたものです。削減という前に、私たち一人ひとりが市民にとって欠かせ

ない存在だと思われるよう、努力することがまず先だと思います。適正な定数の削減は努力し

た先に考えるべきだと思います。市民のための議会であることを願い、以上、反対討論といた

します。 
〇議長（小林始君） 

 賛成討論を許します。 
 １６番、大久保俊雄君。 

〇１６番議員（大久保俊雄君） 
 笛政クラブの大久保俊雄でございます。 
 発議第４号 「笛吹市議会の議員の定数を定める条例の一部改正について」には、賛成の立

場で討論いたします。 
 日本社会全体が出口の見えない閉塞感に覆われ、政治への失望が広がる中で、私ども市議会

議員はこれを打破し、市民のための政治の実現を目指して全力を傾注しなければならないこと

は申すまでもありません。 
 ただ、このような大変な時期に議員は何をやっているのか。誰がどのような発言をし、問題

解決の糸口を模索しているのか。議会として市民に向けて何を議論し、将来、何を目指してい

くのか、よく分からないといくつかのご指摘もいただいているのも事実であります。私も、多

くの議員諸兄もこの長引く地方経済の悪化と暮らし向きがよくならない、そういう市民の痛み

をもっと理解し、最も身近で市民生活に密着した議会の実現に全力を尽くしたいということは、

まず表明したいと思います。 
 一方で、しかしながら憲法のもとで議会と首長という二元代表性が敷かれ、市政の詳細なチェッ

クをはじめ、合併してまもなく７年を経過する本市におきまして、各地域の振興だけでなく、

市全体としての資源を生かしたマクロ的な発展と行財政改革、地方分権地域主権の新しい時代

における地域住民サービスの多様化、もっと分かりやすく言えば、私も子育て世代の親として、

父になるなら笛吹市、母になるなら笛吹市、住んでよかった、訪れてよかった笛吹市の実現に

さらに力を注がなければなりません。それらのことからも本市の将来に向けた大きな転換期に

それぞれの議員が持っている専門性や多様性をさらに生かし、多くの市民の知恵と力を市政に

集約、反映させるためにも私どもも資質をさらに向上させ、その活動分野、フィールドを広げ

ていかなければなりません。 
 景気低迷のこの時期、闇雲に議員も職員も人数も減らせ、報酬を減らせという議論も住民有

権者の方々に市民権を得る前に私どもの活動実態を正しく理解していただく、知っていただく

緊急性、議員がまさに身を削りあって市民の負託に応える必要性および３名の削減によって、

それらの実現が困難になる可能性よりも、緊張感を持ち続けて議員基本条例をはじめ、ただい

ま進行しております議会改革を加速度的に進めることに対して、並々ならぬ決意をいうことに

よって可能をただしめると判断されることにより、故に本件には賛成といたします。 
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〇議長（小林始君） 
 ほかに討論はありませんか。 
 ７番、渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 笛吹市議会の議員の定数を定める条例の一部改正について、反対の立場から討論に参加した

いと思います。 
 わが笛吹市は合併をいたしたときに合併特例の制度を使わず、いきなり３０名という議員数

を選択したわけであります。そして、さらにその次のときには２４名と減らしてきたわけです。

そして今、なぜ２１名か。適正化ということを言っていますが、ではいくつが適正なのか。誰

もこのことは発言しておりません。一体、議員定数はいくつになったら適正なんでしょうか。

まやかしの適正という言葉ではないでしょうか。それから今、先ほどの賛成討論にもございま

したように、今、議会が本当に重要な役割を果たしていかなければならないということでござ

います。 
 市民の声をしっかり受け止めること。それから議事機関としてしっかり審議し、また提案も

できること。こういうことがまず第一に必要なことであります。これをまず最初にやるべきで

はないでしょうか。そしてさらに言いますと、今、事業評価、あるいは政策評価、こういうこ

とを各委員会ごとにやろうとしています。こうした問題、７人と８人、わずかな違いではござ

いますが、今、１人でも減らしていくということは十分な審議、多様な角度からの審議という

ことを阻害するものであります。そして今まで、８名の委員会構成によって、議事がスムーズ

にいかないというような問題点は、なんら生じてきませんでした。 
 それから、もう１つ。経費の削減だという方もいらっしゃいます。経費の削減であるならば、

本当の無駄をなくしていく。そうした議論を議会がやっていくことが必要ではないかと思うわ

けです。私もその一人として、しっかりと当選は下から何番目ということではありましたけど

も、しかししっかり議論をしてきました。災害廃棄物ストックヤード、大変な無駄であるし、

また問題のある施策であります。あの川に挟まれたところにストックヤードをつくるとすれば、

造成をし、そして両岸には壁を立て、そして排水施設も造らなければならない。まったく一番

不適切な場所に、そして周辺の地域に迷惑掛ける、不適切な場所にストックヤードをつくろう

ということでございますが、私どもこれについては先頭に立って問題を指摘してきました。た

ぶん、これは１０数億円から２０億円の財政が必要になると思うわけです。こういう問題もしっ

かり取り上げて、しっかり議論してきたということで、やはり今の２４人の議員というのはか

けがえのない存在だと私は確信しております。 
 そうした立場から、この３人削減という今回の提案に対して反対といたします。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 ほかに討論はありますか。 
 ２番、志村直毅君。 

〇２番議員（志村直毅君） 
 私は発議第４号 「笛吹市議会の議員の定数を定める条例の一部改正について」、賛成の立

場から討論をいたします。 
 議員定数の削減、適正化についてはこれまで地方自治法により人口に応じて定数上限を規定
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されてまいりました。この制限がいよいよ撤廃をされ、まさに地域のことは地域で決めるとい

う流れになっております。 
 今回の条例改正は将来的な増減の可能性を否定するものではなく、現在および当面の議会の

機能、役割に鑑み、市民のお考えをそれぞれの議員が真摯にお聞きする中で、また議会改革検

討委員会の議論も含めて、本議会に提案されたものと理解しております。 
 議員が市民の中に入って、市民とともに市政について意見を交わし、耳を傾け、議論をして

いく必要があることは論を待たず、すでに私たちはそうした活動を基盤にして、議員活動をさ

せていただいています。 
 また市民の皆さまと将来のまちづくりを多様に議論をしたものを、議会でもっと時間をかけ

て、さらに深めて税金の使われ方のチェックを行うのみならず、政策づくりを切磋琢磨して行っ

ていく。また提案していく、そのために議員自らの普段の資質向上の努力とともに、今は身を

切るその覚悟も必要であると考えます。 
 以上のことから、発議第４号に賛成をするものであります。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 ほかに討論はありますか。 
 （ な し ） 
 討論を終結します。 
 発議第４号の採決を行います。 
 本案は、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 多 数 ） 
 起立多数です。 
 よって、発議第４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４４ 「閉会中の継続審査について」を議題といたします。 

 各常任委員長、議会運営委員長およびリニア対策特別委員長より、閉会中の継続審査の件が

提出されております。 
 お諮りします。 
 本件については、お手元に配布のとおり閉会中の継続審査とすることにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、本件については各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査と決しました。 
 以上で、本定例会に付議された案件はすべて終了いたしました。 
 ここで市長より閉会に際し、あいさつの申し出がありますので、これを許します。 
 市長、荻野正直君。 

〇市長（荻野正直君） 
 閉会にあたりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 
 本市議会は、９月５日から本日まで２２日間に及ぶ日程で開催されました。正副議長さまを

はじめ議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
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議に努めていただき、感謝をいたしております。また、上程いたしました提出案件のすべてに

つきまして原案のとおりご議決・ご承認を賜り、厚く御礼を申し上げます。 
 はじめに、台風１５号の被害状況についてであります。 
 非常に強い台風１５号は去る９月２１日に日本列島を横断し、名古屋市では１００万人以上

に避難勧告が出され、河川の氾濫や道路の冠水などにより、全国各地に大きな被害をもたらし

ました。 
 本市におきましても２１日、午後０時１５分、災害対策本部を設置するとともに土砂災害の

危険性が高まったことから、芦川町の２２４世帯、４６９人に対し、避難勧告を発令いたしま

した。 
 市内の被害状況につきましては、本日までに住宅の床下浸水２件、土砂崩落・道路崩落によ

る通行止め８カ所などの被害でありましたが、幸い人的な被害に至らない状況にありました。 
 台風の接近にあたっては警報発令時から担当職員が所定の場所に待機し、小河川や樋門の点

検など、市内の状況把握に努めるとともに消防団員に地域の見回り、土嚢の準備などを実施し

ていただきました。 
 昼夜にわたり災害対応にご尽力いただきました芝垣団長以下、消防団員の皆さまに心より感

謝を申し上げます。 
 今回の豪雨に大いに役立ちましたのは昨年、市内１３カ所に設置した雨量計による気象情報

監視システムでございます。雨量情報を監視したところ、２１日、午後０時の時点で芦川地区

で降り始めからの連続雨量が３００ミリを超えるとともに、時間雨量も４５ミリに達する豪雨

を観測いたしましたので、過去における被害発生の経験から危険度が高いと判断し、芦川地区

の全世帯に避難勧告を出させていただきました。この雨量情報につきましては、計画を早め９月

２１日、インターネット上、外部公開をいたしましたので、議員各位をはじめ市民の皆さまに

も有効に活用していただけると考えております。 
 自然災害への危機管理にあたっては、今後も事前の備えに万全を期すとともに、被害を最小

限に抑えるため、初動対応から迅速に、かつ的確に行動がとれるよう、体制づくりに努めてま

いります。 
 さて、本市は来月１２日に市制施行７周年を迎えます。その節目として記念式典を挙行いた

します。式典では市政功労者表彰のほか、市制７周年にあたり公職退職の皆さまおよびまちづ

くりに功績のあった団体に対しまして表彰を行います。また１１月から交付を予定しておりま

す原動機付き自転車のオリジナルナンバープレート披露、ならびにデザイン採用者の表彰も併

せて行います。そのほか、この１年間の笛吹市の出来事をまとめたＤＶＤの放映や、ＮＰＯ法

人 学びの広場ふえふきのご指導を受けた小中学生による篠笛のご披露、また春日居小学校４年

生による合唱の披露が行われる予定で、議員各位にもご出席をよろしくお願い申し上げます。 
 次にスポーツの秋、文化・芸術の秋も本番となってまいりました。スポーツ面では第６４回

山梨県体育まつりにおいて、ソフトテニス、卓球、ソフトボールなど６種目において優勝する

など素晴らしい成績を収めていただき、前回大会に引き続き市の部で総合準優勝となりました。

しかしながら、総合優勝の甲府市とのポイント差はわずか３ポイント、まさに惜敗という内容

であり、次年度の総合優勝に大いに期待するところであります。栄光を称えるとともに選手、

関係者の皆さまに感謝を申し上げます。 
 また１１月１３日には、第６回笛吹市一周駅伝競走大会が開催されます。秋の笛吹市を駆け
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る健脚自慢のランナーたちに、沿道から大勢の皆さまのご声援をお願いいたします。 
 文化・芸術関係では、１０月下旬から１１月の下旬まで市内各地で文化祭、芸術祭が行われ

ます。地域を結ぶ絆として、それぞれの特色を生かした文化・芸術活動の成果をご披露いただ

けるものと楽しみにしているところであります。 
 また１１月１９日・２０日の２日間、第７回笛吹市文化祭を開催いたします。いちのみや桃

の里スポーツ公園体育館においては写真、絵画、書道などの作品展示が行われ、桃の里ふれあ

い文化館ではコーラス、軽音楽、舞踊などの発表が行われます。ぜひご覧いただけますととも

に、積極的にご参加をお願いいたします。 
 さらに観光イベント関係では今秋、高温温泉湧出５０周年記念の年を飾るさまざまなイベン

トが開催されております。１１月上旬には、商工会を中心に駅からハイキングやヌーボーで乾

杯カウントダウンなど深まる秋の景色の中で、その味をご堪能いただくよう趣向を凝らしたイ

ベントも予定されております。大勢の皆さまにご参加いただけるものと思います。 
 平成２３年度も上半期を終了し、次年度の予算編成の準備を進めております。本市の行政経

営の方針である市民第一主義に基づき、職員一人ひとりが今、何を求められているのかを市民

の視点に立ち、総合計画をベースとしてそれぞれの課題を注視する中で、予算編成作業を進め

てまいります。 
 ９月に入ってからも厳しい暑さが続いておりましたが、彼岸を過ぎ、いよいよ本格的な秋を

迎えます。議員各位におかれましてはくれぐれもご自愛の上、ご健勝にてご活躍されることを

お祈りしつつ、閉会のあいさつといたします。ありがとうございました。 
〇議長（小林始君） 

 以上をもちまして、平成２３年笛吹市議会第３回定例会を閉会いたします。 
 大変ご苦労さまでございました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
閉会  午後 ５時１５分 
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