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 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２３名であります。 
 定足数に達しておりますので、ただいまから平成２３年笛吹市議会第４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。 
 今年は３．１１東日本大震災を受け、千年に一度ともいえる歴史的な平成２３年も残すとこ

ろ１カ月となり、何かと慌ただしい年の瀬を迎えました。 
 東日本大震災による福島第一原発による事故。日本各所に災害をもたらした台風１２号、１５号。

またタイの水害でも日本企業はかつてない打撃を受け、極めて災害の多い年でした。今年ほど

人間の絆、家族の絆を実感した年はなかったことと思います。一日も早い復興、収束を願うと

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

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

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

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

 会議規則第７９条の規定により 
 議席第１４番 寳  修君 
 議席第１５番 新田治江君 
の両名を会議録署名議員に指名いたします。 

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

 お諮りします。 
 本定例会の会期は、本日から１２月１３日までの１４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１２月１３日までの１４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。 

 今定例会より、教育委員長の交代によりまして曽根敦子教育委員長に説明員として出席して

いただいておりますので、ご報告をいたします。 
 次に監査委員より、平成２３年８月分から平成２３年１０月分の月例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。 
 本日までに受理した請願はありませんでしたので、ご承知ください。 
 次に地方自治法第１２１条の規定により、市長ならびに行政委員会の長に出席を求めたとこ

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

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小林始君） 
   日程第４ 市長より行政報告ならびに日程第５ 議案第１０９号から日程第３７ 議案第１４１号

までの３３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４回定例会の開会にあたり、提出いたしました案件につ

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

ならびに市民の皆さまのご理解を賜りたいと存じます。 
 さて１１月２１日、臨時国会において東日本大震災の本格復興策を柱とする第３次補正予算

が可決・成立いたしました。 
 歳出総額は１２兆１，０２５億円で過去２番目の規模となる大型補正であり、震災発生から

８カ月余りを経て、国政の最優先課題と位置づけられてきた復興事業が本格的に動き出します。

また同日、政府は国の重要政策を議論する国家戦略会議において、日本再生の基本戦略の素案

をまとめ、東日本大震災から復興需要が見込める今後２年間を大きなチャンスと位置づけ、政

府・日銀が一体となって円高対応、デフレ脱却へ取り組み、復興特需から民需へのバトンタッ

チを実現することとしております。 
 今後さらに議論を深め、経済成長と財政健全化を両立させる具体的な取り組みに期待すると

ころであります。 
 次に、本市における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。 
 まず、義援金・支援金についてであります。 
 １１月２９日現在、市内に避難されている方は４７世帯、１２５名です。原発事故による緊

急時避難準備区域の解除等により、自宅に帰られた方も見受けられます。多くの市民の皆さま

からお寄せいただきました義援金につきましては、１１月２４日現在９２６万９，７７１円と

なり、日本赤十字社を通じ被災地へお送りしているところであります。この義援金につきまし

ては来年３月末まで募集期間が延長されておりますので、引き続きご協力をお願いいたします。 
 また市内に避難されております方々への支援金につきましては、１１月２４日現在で総額

３６７万８，６９１円となりました。１１月３０日に締め切り、１２月中に避難者の方へ配分

していく予定であります。多くの市民の皆さまのご支援に改めて御礼を申し上げます。 
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 次に、市の救援物資支援センターについてであります。 
 本年４月５日の開設以来、市民の皆さまの善意を市内避難者の方々や被災地にお届けする窓

口として、市民ボランティア、社会福祉協議会、行政の共同により運営してまいりました救援

物資支援センターでありますが、被災地における復興自立に向けた取り組みも進められている

ことから、一定の役割を果たしてきたものとして９月３０日をもって閉所いたしました。 
 長期間にわたり、多くの物資を提供してくださった市民の皆さまと、運営にご尽力いただき

ました市民ボランティアの皆さまに御礼を申し上げます。 
 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きまして、現在の状況をご

報告申し上げます。 
 はじめに、石和温泉駅周辺整備事業についてであります。 
 駅舎および南北自由通路につきましては、ＪＲ東日本と本年１０月に実施設計協定を締結し、

今後基本設計をベースにさらなる検討の上、詳細な設計を進めてまいります。また駅北口のア

クセス道路につきましては、山梨県公安委員会と関係機関との協議を進め、早期に工事着手で

きるよう取り組みを進めてまいります。 
 次に、バイオマスセンター建設事業についてであります。 
 砂原橋の建設位置が決定されたことを受け、バイオマスセンターの建設候補地も決定させて

いただき、建設地区の砂原区と隣接する増田地区に出向いて決定の説明をさせていただいたと

ころでございます。また市内の各家庭や旅館、また学校給食から排出されます生ごみの性状分

析と堆肥化の実証実験を行ってまいりました。 
 今後、２６年度の完成を目指し、用地の取得や各種認可等の手続きを進めてまいります。 
 次に、砂原橋架け替えおよび道路整備事業についてであります。 
 今年度１１月から翌年５月までの渇水期において、笛吹川左岸の橋脚３基の下部工工事を進

めており、また新堀川脇の橋梁１基についても年明けからの工事施行を計画いたしております。

上部工の製作につきましては、１１月２９日に入札執行を行いましたので、今議会最終日に契

約の締結について、ご議決をいただきたいと考えております。 
 なお、道路整備関係につきましては測量設計に基づき、年内に地元説明会を予定いたしてお

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。 
 １０月末に基本設計が完成し、施設概要がまとまりました。この基本設計等に基づき、市民

の皆さんへの説明会として去る１１月７日と９日の２回、市民ミーティングを開催し、約５５０名

のご参加をいただいたところであります。 
 現在、地質調査、用地測量、経済波及効果の調査を実施中であり、今後、建設委員会やワー

クショップで管理運営に関する協議・検討を重ねる中で実施設計を策定する予定であります。

このため、今定例会に実施設計に関する経費を上程させていただきましたので、議員各位にお

かれまして慎重なるご審議をよろしくお願いを申し上げます。 
 次に、ふるさと公園拡張整備事業についてであります。 
 事業用地につきましては、全体の３分の２以上の売買契約を締結したところであります。残

りの用地につきましては、代替地の確保や相続の手続きが伴うことから時間を要しております

が、できるだけ早期に確保し、平成２４年度に工事着手ができるよう、取り組みを進めてまい

ります。 
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 続きまして、第一次笛吹市総合計画の施策体系に沿って、主な事業のご説明をさせていただ

きます。 
 はじめに、市政施行７周年記念式典についてであります。 
 １０月１２日にスコレーセンターにおきまして開催し、功労者表彰、ならびにこれまで市政

運営にご尽力いただきました皆さま方に、感謝状を贈呈いたしました。また原動付き自転車の

独自標識、オリジナルナンバープレートのデザイン採用者の表彰およびナンバープレートの披

露を行いました。新しいナンバープレートは笛吹市の特徴である桃、ブドウ、温泉、笛吹川の

清流がコンパクトに集約されたデザインとなっており、１１月１日より交付を始めております。 
 多くの方にご利用いただくことで、動く広告塔として笛吹市の魅力や特色がＰＲされること

を期待いたしております。 
 次に仮称、笛吹スマートインターチェンジ整備促進事業についてであります。 
 国、県およびＮＥＸＣＯ中日本との細部の協議を中心に関係機関との勉強会、ならびに地区

協議会準備会を重ねてきたところでありますが、実施計画書の策定を目的とした地区協議会を

年内に立ち上げ、計画書提出に向けた諸準備を鋭意進めてまいりたいと考えております。 
 次に、デマンドタクシーについてであります。 
 昨年１０月より行っております御坂町若宮から、石和温泉駅間をルートとしたデマンドバス

の実証運行につきましてはより効率的な運行を目指し、本年１０月よりセダン型タクシーを使

用したデマンドタクシーとして引き続き実証運行を行っており、利用者数につきましては増加

傾向にあります。また、公共交通の空白地域であります石和町富士見地区と石和温泉駅間を新

たなモデルルートに設定し、１０月よりジャンボタクシーを使用した実証運行を開始いたして

おります。 
 現在、約６５０名の利用登録をいただき、運行をいたしておりますが、来年４月からの本格

運行を目指し、より多くの方々にご利用いただけるよう、さらなるＰＲに努めてまいりたいと

考えております。 
 次に、観光振興についてであります。 
 秋から冬にかけては、半年から１０カ月先を見据えた笛吹市への誘客活動に重点を置き、来

年２月のハウス桃園から８月の夏まつりまでの代表的イベントや花、フルーツの情報を盛り込

んだパンフレットを作成し、大手エージェント訪問による誘客依頼を積極的に行ってまいりま

す。 
 また笛吹市ワイン会と協力しながら１１月２日の深夜、山梨ヌーボーの解禁に合わせ開催し

た「ヌーボーで乾杯」は県下でも最も早く、フルーティーなワインが味わえるイベントとして

認知度が増し、予想を大幅に上回る６３０名のワイン愛好家が県内外から集い、大好評を博し

たところであります。 
 さらに１１月２４日に、昨年に引き続き東京の椿山荘において開催いたしました笛吹ヌーボー

まつりでは、ジャズの調べが流れる中、多くの皆さまに笛吹市の新鮮な素材を使った料理とヌー

ボーを満喫していただいたところであります。 
 次に、就職ガイダンスについてであります。 
 １１月１５日に、今年度で３回目となる笛吹市就職ガイダンスを開催いたしました。９月の

県内有効求人倍率は０．６２倍と雇用情勢が厳しい中、雇用対策の一環として甲府公共職業安

定所をはじめ、山梨労働局、山梨県労政雇用課にご指導をいただき、商工会とともに実施した



 １３ 

ものであります。 
 企業は市内２５社、求職者は一般、学生を合わせ９３名のご参加をいただき、延べ１２６名

の面接が行われました。専門家による就職相談会も同時に実施しており、就職ガイダンスが市

内企業の人材確保と市民の就業促進につながるものと期待をいたしております。 
 次に、環境への取り組みについてであります。 
 福島第一原発事故の影響による放射線量の測定につきましては、これまで市内小中学校や保

育所の校庭、園庭など９カ所の定点観測のほか、校舎周辺の側溝および雨どいの放射線量の測

定も行い、ホームページでお知らせしておりますが、いずれも健康に影響が出るレベルの数値

ではないという結果であります。 
 次に、保育所事業についてであります。 
 石和第五保育所建設事業につきましては、建設用地の取得がすべて終わり、実施設計を完成

したところであります。現在、本体工事入札のための手続きを進めており、今議会に工事請負

契約締結のための追加議案の提出を予定いたしております。また、同保育所の運営につきまし

ては、保護者をはじめ地域関係者の深いご理解をいただき、来年４月から指定管理者制度を導

入することで準備を進めており、このほど指定管理者候補に甲府市住吉の社会福祉法人ゆうゆ

う すみよし愛児園が内定をいたしました。 
 次に、介護予防についてであります。 
 ９月から１０月にかけ、介護予防講演会を市内４カ所において開催をさせていただきました。

講師に日本臨床心理学研究所で、認知症の音楽療法などでご活躍の松井紀和先生をお招きして

の講演会と懐かしい歌のひととき、さらに第２部ではかんたん体操を来場者の皆さまで実践を

いただきました。延べ５５０人を超える大勢の高齢者の皆さまにご参加をいただき、大変ご好

評をいただきました。 
 １１月１１日の介護の日に合わせまして、家族介護教室として長続きするための頑張らない

介護生活への実践方法を学ぶ教室を開催したところであります。 
 次に、国民健康保険および後期高齢者医療についてであります。 
 本年度上半期の国民健康保険および後期高齢者医療の保険給付費は、前年度対比で４％以上

の増加となっております。今年度は適正受診や保険税の納入などを呼びかけたのぼり旗を作成

し、啓発にも努めておりますが、今後も引き続き健康や運動のすすめによる医療費の抑制や、

保健師による保健指導に積極的に取り組んでまいります。 
 次に、国民文化祭事業についてであります。 
 第２８回国民文化祭については、現代史のテーマを「現代史の祭典」、サブテーマを「命の

絆 歌の絆」として決定し、俳句はテーマを「文芸まつり 俳句大会」、サブテーマを「見つ

けよう 四季の彩り ようこそ蛇笏・龍太の里へ」と決定いたしました。 
 また、京都大会が１０月２９日から京都市を中心に開催され、本市の実行委員会でも企画委

員さんが視察を行い、さまざまな角度から見聞を広めていただくとともに、次期開催地として

笛吹大会への参加を呼びかけてまいりました。 
 今後、作品募集やＰＲ活動、プレ事業など準備を行ってまいります。 
 次に、笛吹市小中学生俳句大会についてであります。 
 次代を担う小学生・中学生に俳句文化の素晴らしさを学んでいただくことに願いを込めた俳

句会も今年で１５回を数え、１２月１８日に境川総合会館で表彰式を行います。今年は昨年を
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上回る全国４５都道府県をはじめ、カンボジアなど国内外から６２８校、３万７，８０１句も

の投句をいただきました。素直で感受性豊かな小中学生の作品に深い感銘を受けたところでも

あります。 
 今後も笛吹市の風土が生んだ伝統文化である俳句に親しみ、経験できる場として、さらに充

実するよう努めてまいります。 
 次に、図書館システムの稼働状況についてであります。 
 公共図書館および学校図書館では、新しい図書館システムを稼働いたしましたが、システム

を統合したことにより学校間および学校と公共間の総合貸借も進み、より有効的な資源の活用

が図られるとともに、学校と公共との連携も一層深まるものと考えております。また住基カー

ド、多目的利用の促進として図書館カードとして利用できるサービスを導入し、１０月から本

格運用をいたしております。 
 次に、市民協働の取り組みについてであります。 
 地域振興促進助成事業も２３年度の受け付けが１０月で終了いたし、２４団体に助成を行い

ました。また市民協働フォーラムの開催日も来年３月３日、４日と決定し、多くの市民の皆さ

まにご参加いただけるよう、実行委員会を中心に準備を進めております。 
 次に、子ども議会についてであります。 
 平成１７年度から開催され、７回目となる今年度はにぎわい・やすらぎ・きらめきのまちづ

くりに向けて、明日への希望に溢れるまちをテーマに１０月３１日、御坂・一宮地区の７小中

学校の児童生徒２３名が参加し、議員の皆さまも傍聴される中、開催をいたしました。 
 今回は再質問まで飛び出すなど活発な議論が展開されましたが、それぞれの学校から貴重な

ご質問とご提案をいただいておりますので、これからのまちづくりの参考とさせていただきた

いと考えております。 
 次に、暮らしの便利帳作成事業についてであります。 
 市民生活のより一層の充実を図るため、行政サービス情報と地域に関する情報を１冊にまと

めた地域情報誌「笛吹市暮らしの便利帳」を作成し、市内の全世帯および新規転入者へ平成２４年

４月に配布する予定であります。この事業は民間業者である株式会社 サイネックスと共同で

行うことで民間のノウハウを取り入れ、生活に必要な情報を分かりやすく発信するものであり

ます。 
 また地元事業所の有料広告の掲載を行うことで、より地域密着の情報誌を製作するだけでな

く、行政負担のない事業を行うものであります。 
 次に、住基カード普及促進への取り組みであります。 
 多くの市民の皆さま方に住基カードをご利用いただくため、１０月を普及促進強化月間とし

てチラシ配布による啓発活動やすべての日曜窓口開設日において、住基カードの即日交付業務

等を行いました。１０月末現在のカード交付率は２７％となり、証明書自動交付機による住民

票の写し、印鑑証明書の交付率は４３．１％となっており、なお１１月からは期間限定の持ち

回りではありますが、住基カードの作成が各支所において可能となっております。 
 今後も市民の皆さま方に住基カードの利便性をお知らせし、ご利用いただけますよう住基カー

ドの普及促進に努めてまいります。 
 次に、指定管理者制度の導入についてであります。 
 本年度で指定管理が終了することに伴い、再募集を行った７施設を含め、公募施設９施設、
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公募を行わない７施設について検討を重ねてまいりました。公募施設につきましては１２団体

からの公募があり、選定委員会の審査を行った結果、石和第三保育所、八代ふるさと公園など

計９施設において、７団体を指定管理者候補として内定をいたしました。また、笛吹市芦川国

民健康保険診療所、御坂福祉センターなどの７施設につきましては、公募によらず４団体が指

定管理者候補者として内定をいたしました。 
 現在、これらの１６施設につきましては、市と指定管理者候補者との間で仮協定を行ってお

ります。本定例会に上程いたしました指定管理者の指定につきまして、ご議決をいただいたあ

と平成２４年度から指定管理者を導入し、市民サービスの向上につなげてまいります。 
 次に、市役所本庁舎の耐震改修についてであります。 
 市民の皆さまが安全・安心に来庁していただけますよう耐震改修を施し、エコ対策やユニバー

サルデザインに配慮した使いやすく魅力ある市庁舎を目指し、また耐震改修期間中の仮庁舎と

しては場所、コスト面など十分な検討を重ね、事業を進めてまいります。併せて行います南館

の改修については、総合窓口化を検討する中で現在の本庁舎１階部署を南館２階へ移動し、保

健福祉サービスセンターと併せ、住民窓口部署を集中させることで窓口サービスの充実向上を

図りたいと考えております。一部設計業務を１１月に発注したところであり、平成２４年度に

南館改修、２５年度に本庁舎耐震改修を行う予定であります。 
 次に、節電の取り組みについてであります。 
 夏の節電対策として、電気使用料の前年比１５％削減を目標に取り組み、２０３の公共施設

における平成２３年度４月から９月の電気使用料は１９．３６％の削減。上水道などライフラ

イン施設を除いた場合は、２７．０７％の削減となりました。また電気使用料金は約１，３００万

円の削減となり、大きな節電効果が得られました。冬場も暖房などによる電力需要の増加が見

込まれておりますが、引き続き各施設において節電への取り組みを進めてまいります。 
 次に、平成２４年４月の職員採用についてであります。 
 募集した職種は一般行政職と消防職、そのうち一般行政職では一般事務のほか社会福祉、建

築・土木の試験職種を設けるとともに、昨年度に引き続き自己アピール枠と障害者枠を別枠で

設定いたしました。一次試験を９月１８日、１９日の２日間にわたり行いました。受験者数は

一般行政職に７２名、消防職に１３名の合計８５名であり、１０月７日に一次合格者２２名を

発表いたしました。１０月１９日の二次試験を経て、１１月１５日に最終合格者１７名を発表

いたしましたが、その内訳は一般行政職が１７名、消防職が３名であります。 
 次に、笛吹市都市計画条例の一部改正についてであります。 
 都市計画税につきましては、合併特例による不均一課税の期間終了の平成２１年度に、平成

２３年度までの２年間は課税しない方針を決定し、平成２４年度から課税することとしており

ましたが、しかしながら現下の経済情勢や本市の財政状況に鑑み、課税の特例をさらに３年間

延長し、平成２７年度から課税することといたしたく、都市計画税条例の関係条文の改正を行

い、併せて地方税法の一部改正に伴う改正を行うものであります。 
 次に、固定資産評価審査委員会の決定取り消し判決についてであります。 
 平成２１ 年度に、笛吹市内にゴルフクラブを所有する法人がゴルフ場用地の評価額が不当

であるとして、固定資産評価審査委員会に審査請求を提出いたしましたが、審査委員会は請求

を却下と判断いたしました。 
 その後、同法人がそれを不当とし甲府地裁に提訴し、平成２３年１１月１日に出された判決
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は、固定資産評価審査委員会の却下決定を取り消すというものでありました。その判決主文趣

旨の中で、裁判官は笛吹市の固定資産税の評価については、評価基準に沿った評価方法であり、

適正な評価額であるとの認識を示していただき一安心したところでありますが、当時の審査会

において、地方税法に定める申請人の口頭陳述の機会を設けなかったことは手続きとして違法

であるとの見解を示し、固定資産評価審査委員会の決定を取り消したものでありました。 
 審査委員会では早速臨時会を開催し、判決を真摯に受け止め控訴しないこと、ならびに平成

２１年度の審査会を再開することを決定したとの報告を受けております。 
 次に、笛吹市土地開発基金条例の一部改正についてであります。 
 笛吹市土地開発基金条例の基金の額は、現在１７億７，１４４万円となっておりますが、こ

の金額は合併時の旧町村基金の合計額でありますので、これを実情に合った額に縮小する必要

があります。このため土地開発基金で取得し、すでに事業用として行政財産となり利用されて

いる９事業、２万３，５５４．５２平方メートルの基金財産の取得価格と利息を合わせた６億

６，７８３万円を今議会で各事業課が予算措置を行い、基金財産の引き渡しを受けます。 
 取得価格分の一般会計への繰り出しにより基金総額の減額を行い、この会計処理に合わせた

基金の額を９億３，９２０万円に改め、土地開発基金条例の関係条文の改正を行うものであり

ます。 
 続きまして、本日提出させていただきました案件について、ご説明を申し上げます。 
 提出させていただきました案件は条例案８件、補正予算案８件、指定管理者の指定案件１５件

など、合わせて３３案件でありますが、主なものにつきまして概略をご説明申し上げます。 
 はじめに、条例案件についてご説明申し上げます。 
 まず、笛吹市職員給与条例の一部改正についてであります。 
 人事院および県人事委員会の勧告に伴い、職員給与条例等について所要の改正をするもので

あります。 
 次に、笛吹市都市計画税条例の一部改正についてであります。 
 地方税法の一部改正ならびに当市の財政状況等に鑑み、課税の特例を延長することに伴い、

都市計画税条例について所要の改正をするものであります。 
 次に、笛吹市都市計画下水道事業受益者負担金に関する条例の一部改正についてであります。 
 受益者負担金の対象となり得ない土地との公共下水道接続について、地方自治法で規定する

分担金として賦課・徴収することに伴い、都市計画下水道事業受益者負担金に関する条例につ

いて、所要の改正を行おうとするものであります。 
 次に、笛吹市土地開発基金条例の一部改正についてであります。 
 合併時の旧町村の合計額から笛吹市の実情に合った適正な額に変更するため、土地開発基金

条例について所要の改正を行うものであります。 
 次に、笛吹市一宮有線テレビ条例の廃止についてであります。 
 笛吹きらめきテレビ株式会社へ経営を移譲するため、一宮有線テレビ条例を廃止するもので

あります。 
 次に、笛吹市有線テレビ施設整備基金条例の廃止についてであります。 
 一宮有線テレビ条例の廃止に伴い、有線テレビ施設整備基金条例を廃止するものであります。 
 続きまして、補正予算案につきまして概略のご説明を申し上げます。 
 平成２３年度笛吹市一般会計補正予算（第５号）でありますが、歳入歳出それぞれ１５億５，
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５００万円を追加し、総額を３３２億２００万円とさせていただくものであります。 
 また繰越明許費の追加・変更および債務負担行為の追加、ならびに地方債の補正も併せてお

願いするものであります。 
 なお、今回ご提案いたします補正予算につきましては、法改正や社会変化などに対応するも

のや、土地開発基金で保有する土地の中で、すでに行政財産として利用している土地の購入、

多機能アリーナの実施設計費などを中心に編成させていただきました。 
 まず、歳入の主なものといたしましては、地方交付税は６億５，４００万円を追加するもの

であり、国庫支出金は社会資本整備総合交付金が１億５００万円増額する一方、子ども手当国

庫負担金１億３，９００万円の減額などにより５，４７０万円を減額し、繰入金は土地開発基

金および一宮有線テレビ施設整備基金、ならびに芦川地区過疎地域活性化基金からの繰入金と

して６億３，０６０万円を追加し、市債は合併特例債および過疎対策事業債等で２億円を追加

するものであります。 
 次に歳出の主なものにつきましては、土地開発基金からの公有財産取得事業で６億６，７００万

円、多機能アリーナ建設事業１億５，８００万円、住民情報系システム更新事業４億５，２００万

円、石和第五保育所建設事業６千万円、地域農業振興事業費３，７００万円、境川中間処理施

設取り付け道路整備事業１億２千万円、芦川小学校屋内運動場耐震改築事業２，４００万円、

一宮中学校校庭改修事業２，５００万円などであります。 
 次に、特別会計補正予算案であります。 
 国民健康保険特別会計、介護保険特別会計、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の５会計につきまして、合計で２億３，４００万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では、収益的収入及び支出において１，４００万円をそれぞれ増額し、

総額を１４億８，６００万円に、資本的支出において予算を組み替えるものであります。 
 また、笛吹市営春日居地区温泉給湯事業会計では、収益的支出において予算を組み替えるも

のであります。 
 次に、公の施設に関わる指定管理者の指定であります。 
 新規導入２施設、指定期間満了に伴う再公募７施設、非公募７施設の合計１６施設について、

平成２４年４月以降の指定管理団体に指定するものであります。これらの施設については、公

募などによらない、あらかじめ指定管理者候補団体を選定しておりますので、市と候補団体と

の協定に基づいて、平成２４年度以降の管理を行わせるため、地方自治法第２４４条の２第６項

の規定に基づき、ご議決をお願いするものであります。 
 その他の案件につきましては、その末尾に提案理由を付記しておりますので、それによりま

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

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

ただきます。 
〇議長（小林始君） 

 市長の説明が終わりました。 
 この際、申し上げます。 
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 ただいま市長より要旨の説明がありました案件については、所管の常任委員会に付託するこ

とになっておりますので、大綱的な質疑に留めたいと思います。 
 それでは、これより大綱質疑の発言を許します。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑を終結します。 
 ただいま議題となっております、議案第１０９号から議案第１４１号までの３３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。 
 総務常任委員会においては、休憩中に議案第１０９号の審査をお願いします。 
 のちほど委員会審査終了後、日程を追加し、議案第１０９号を議題といたします。 
 暫時休憩といたします。 
 再開は、委員会終了後といたします。 

休憩  午後 ２時１５分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ２時５０分 
〇議長（小林始君） 

 再開いたします。 
 総務常任委員会に付託しました案件のうち、議案第１０９号の審査が終了しましたので、こ

れを日程に追加し、直ちに議題にしたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、お手元に配布の議事日程のとおり日程を追加いたします。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小林始君） 
   日程第３８ 議案第１０９号を議題とします。 

 本案については本日上程され、総務常任委員会に付託し、休憩中に審査が行われましたので、

総務常任委員長から審査の結果について報告を求めます。 
 総務常任委員会委員長、前島敏彦君。 

〇総務常任委員長（前島敏彦君） 
 それでは、ただいま議長より報告を求められましたので総務常任委員会の報告をさせていた

だきます。 
 休憩前の本会議において、本委員会に付託されました事件のうち議案第１０９号について総

務常任委員会を開会し、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を報告させていただきます。 
 総務部所管である「笛吹市職員給与条例の一部改正について」は、本件の対象職員数および

影響金額はとの問いに対し、給料改定に伴うものが２３１名であり、対象金額は５８９万円の

減額とのことであります。持ち家住居手当の廃止に伴うものにつきましては、対象が２４２名

で年間約１，１６０万円の減額とのことであります。昇給基準の改正に伴うものにつきまして

は、約２００万円の増額とのことでありました。 
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 以上、本日、委員会に付託をされました案件につきまして、主な質疑等の報告を終わります。 
 それでは、審査結果につきましては次のとおりです。 
 議案第１０９号 「笛吹市職員給与条例一部改正について」は、賛成多数で原案のとおり可

決すべきものと決定。 
 以上をもちまして、委員長報告とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 以上で、総務常任委員長の報告が終わりました。 
 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。 
 討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結します。 
 これより、議案第１０９号の採決を行います。 
 本案に対する委員長報告は、可決です。 
 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 多 数 ） 
 起立多数です。 
 よって、議案第１０９号は原案のとおり可決されました。 
 先ほど市長から申し出がありまして、先ほどの市長行政報告の中で平成２４年４月の市職員

採用についての中、一般行政職１７名と報告しましたが、１４名に訂正をお願いいたします。

および笛吹市土地開発基金条例の一部についての中、基金の金額を１７億７，１４４万円と報

告しました。１３億７，１４４万円ですので、発言の訂正の申し出がありました。 
 以上で、本日の議事はすべて終了いたしました。 
 お諮りします。 
 明日１日は議案調査のため、休会にしたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、明日１日は休会とすることに決しました。 
 次の本会議は２日、午前１０時から再開いたします。 
 本日は、これにて散会いたします。 
 大変ご苦労さまでございました。 

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

散会  午後 ２時５５分 
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再開  午前１０時００分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小林始君） 

 おはようございます。 
 ただいまの出席議員は２３名であります。 
 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 
 本日、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。 
 なお、市長からの申し出によりマスクをしたままで席におりますが、若干の風邪だそうです

けども、ご了承のほどをお願いいたします。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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１２名から２１問の通告がありました。 
 質問は、通告順に行います。 
 質問時間については１人１５分以内とし、関連質問については申し合わせのとおり同一会派

のみ５分間です。通告者の質問がすべて終了後となりますので、ご了承を願います。 
 それでは７番、渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 

 皆さん、おはようございます。今日はトップということになりました。 
 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。 
 第１の質問は脱原発へ小さな一歩、水道施設で発電をというテーマでございます。 
 福島原発事故の被害は６、７兆円ともいわれておりますが、そんなものではございません。

さらに福島県民はじめ日本人全体の命と暮らし、経済全体に及ぼす影響は計り知れません。原

子力発電は未完の技術であります。誰も福島の再発は絶対ないなどとは言えない。原発は廃止

しかないと考えております。そこで伺います。 
 １つは、笛吹市は脱原発宣言をすべきだと思うがいかがでしょうか。 
 ２つ、再生可能エネルギーの開発、節電に国・地方を挙げて取り組むべきだと思いますが、

いかがでしょうか。 
 ３つ目に、小さな一歩として水道施設への発電機設置を提案いたします。境川浄水場配水管、

また崩山水源から浄水場にかけて、さらに配水地にかけて、また黒駒浄水場から配水地などへ

の設置で年間１００万キロワットアワー、電気料にして約２千万円の発電が可能だと思います。

水道管、畑灌など既設の配管、あるいは新設配管への発電機の設置はコスト的にも最も有利で、

短くて２、３年、長くても６、７年で建設コストが回収できると私は試算しておりますが、い
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かがでしょうか。 
 ４つ目にバイオマス構想について、エネルギーも肥料成分も利用するように見直しを行うべ

きだと考えますが、いかがでしょうか。伺います。 
〇議長（小林始君） 

 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、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、脱原発宣言をすべきだと思うがどうかについてでありますが、政府は国の目指すべき

方向として計画的・段階的に原発依存度を引き下げ、将来は原発がない社会を実現することと

しており、今後、代替エネルギーの開発や普及など各問題と併せまして、国民や企業のコンセ

ンサスを得ながら進められるものと考えております。 
 地方自治体における脱原発宣言の動きは福島県や大阪市などの事例もございますが、本市に

おける脱原発宣言については国や他の自治体の動向も注視する中、今後の課題とさせていただ

きます。 
 次に再生可能エネルギーの開発、節電に国・地方を挙げて取り組むべきと思うがどうかにつ

いてでありますが、議員ご指摘のとおり今後、エネルギー政策を進めていくにあたっては、国・

地方の分け隔てなく省資源、省エネルギーを推進していくことを前提に、太陽光などの再生可

能エネルギーを基幹エネルギーの１つとして位置づけ、普及させていくべきだと考えておりま

す。 
 次に水道施設への発電機設置についてでありますが、地球温暖化対策への取り組みが求めら

れる中、経済産業省は１００キロワット規模以下の水力発電であるマイクロ水力発電の普及を

促進しておりますが、マイクロ水力発電には小規模、流量変化への対応力の弱さ等の課題も存

在しております。 
 現在の笛吹市の水道施設については小規模であり、設置にも多額の経費がかかるため、費用

対効果の面からもまだまだ研究が必要であり、既存施設への水力発電の設置は考えておりませ

ん。しかし、現在進めております御坂浄水場については規模も大きくなり、クリーンエネルギー

の活用は重要な課題でありますので、地域の電力を少しでも賄えるよう検討してまいります。 
 次にバイオマス構想の見直しについてでありますが、バイオマスタウン構想に基づいて、バ

イオマスの事業化について検討を行っておりますが、その中で生ごみおよび剪定枝の利活用に

ついて、ガス化や燃焼による電力、熱源としてのエネルギー利用の検討も行いました。 
 検討の結果、エネルギー利用においては、施設建設のコストが多大となること、電力の安定

供給のためのインフラの整備に多額の費用を要するなどのことから、現時点では費用対効果を

勘案し、本市では堆肥化としての活用を推進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） 
 渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 まず、新設する御坂浄水場、黒駒の浄水場から下野原の配水池の間に発電施設を設けたいと

いう答弁だろうと思います。これは必ず成功するものと確信しております。それ以外の場所に
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ついても、それぞれの条件に適した発電機がより安く出回ることと思います。引き続き検討し

ていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、竹越公営企業部長。 
〇公営企業部長（竹越富男君） 

 渡辺議員の再質問でございますが、御坂の浄水場につきましては、浄水場から配水池までの

距離が非常にありますし、水量も一定の水量がありますので、今後、実施設計をする中に組み

込み、浄水場の配水池の手前で発電を考えております。 
 また既存施設につきましては、先ほど答弁でも申しましたように、非常に水量が本市の場合

は少ないわけですので、配水管の更新の時期がきたときに、また水量に適応した小水力発電を

設置できるよう検討していくことになろうかと思います。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 ありがとうございました。ぜひ、そのようにお願いしたいと思います。 
 バイオマスセンター、要するに堆肥化施設ですが、土地の買収、建設費、総額はいくら掛か

るでしょうか。この投資は何年で回収できるでしょうか、伺います。 
 堆肥化は結局、バクテリアによって発酵させ、熱と二酸化炭素を放出する。残ったものは堆

肥、すなわち窒素、リン、カリなどの肥料成分が含まれるということであります。熱は大気中

に放散される。大変、もったいないことだと思います。燃料にして、あるいはメタン発酵させ

て発電などに使う。エネルギーも肥料成分も利用する方向に転換すべきではないでしょうか。

こうした方法は、ヨーロッパ等では広く普及しております。転換はまだ間に合うと思います。

いかがでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、豊角産業観光部長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 バイオマスの関係になりますが、建設費等々については今、７億から８億円ということで試

算がされております。それからどのくらいで、その事業費について採算性がとれるかというご

質問ですが、今現在は堆肥化、これについては笛吹が目指します有機農法による循環型社会、

こういった構想がございますので、なるべく安価でお使いいただきたいということはあります。

そういった販売コストも考え合わせると、若干の年数は要するかと思いますが、今現在、可燃

性焼却ごみ、甲府の環境センター、あるいは東山梨のごみ処理施設で燃焼しておりますが、こ

れの処理コストと堆肥化、バイオマスセンターでの処理コスト、これを比較する場合について

は、試算でありますが今現在の想定トン数を、バイオマスセンターに入れ込みトン数、これ等々

を考え合わせますと４，５００万円ほど、年間で経費削減、経費の軽減には結びつくものと考

えています。ただ、収集コストについては別のものになりますので、これはあくまでも消費コ

ストの比較ということで、ご理解いただきたいと思います。 
 それからバイオマスの転換を再検討したらということですが、答弁にもありましたように、

他のバイオマスエネルギーの利用の試算についても併せて行っております。この中で、答弁で
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も申し上げたとおり、建設コスト等が多大なことが想定されております。それから電気を施設

から送電するについてのインフラ経費についても、相当の経費がかかることが予測されており

ます。そういったことから、今現在において笛吹では当初の構想にありますとおり堆肥化施設、

堆肥化構想を進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） 
 渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 この件については引き続き質問、また提言等を行ってまいりたいと思います。 
 第２問目に移りたいと思います。笛吹市学校教育ビジョンについてであります。 
 今日この場でなぜ、学校教育ビジョンについて質問するのか。その理由の１つは、私は教育

基本法改正以降も、議会の場での教育内容に関する発言は抑制的であるべきだと考えているも

のでありますが、学校教育ビジョンが笛吹市総合計画のもとに位置づけられ、政治課題になっ

ているということ。そして２つ目の理由は、学校教育ビジョンの４ページにビジョンの見直し

が掲げられており、私の今日の質問も１市民の１意見という範囲で尊重していただけると思っ

たからであります。 
 さて、原子力発電に対する安全神話が振りまかれてきましたが、安全神話がつくられ、多く

の国民に受け入れられてきた根源には、真理の軽視があります。真理と平和を希求する人間の

育成という教育の理念が薄れてきたことに危惧を抱くものであります。 
 そこで、笛吹市学校教育ビジョンはどうであるか、以下、伺います。 
 １つ、真理と平和を愛する人間の育成の観点がこのビジョンに欠落しているのではないか。 
 ２つ、平和的国家・社会の形成者、すなわち主権者の育成という観点が欠落しているのでは

ないか。 
 ３つ、学びは人類とりわけ子どもの願いであり権利であるという観点が欠落してはいないか。 
 ４つ目に、一方的な社会への適合的能力の育成を求めていないか。 
 総じて真理の尊重、社会の主権者としての育成の考えが欠落し、そのときどきの社会に適合

的、ときとしては迎合的な能力の育成というものになってはいないかと感じるわけですが、い

かがでしょうか。お伺いいたします。 
〇議長（小林始君） 

 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、山田教育長。 

〇教育長（山田武人君） 
 渡辺正秀議員の一般質問にお答えいたします。 
 まず、学校教育ビジョンの記述についてのご質問のうち最初の３問につきまして、まとめて

お答えをさせていただきます。 
 ご存じのように近年、教育基本法をはじめとして、学校教育法、地方教育行政の組織及び運

営に関する法律、また教職員の免許法や教育公務員特例法といった、いわゆる教育三法などの

法令改正がこれまでに例を見ないほど、大規模なものとして行われました。 
 特に平成１８年に改正された教育基本法は６０年ぶりに全面改正され、教育は人格の完成を

目指し、平和で民主的な国家および社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な
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国民の育成を目的とし、その目的を実現するために今日重要と考えられる情操と道徳心、勤労

を重んずる態度、公共の精神、環境の保全、わが国と郷土への愛といった育成すべき事柄を５つ

に整理し教育の目標が規定されました。教育の目的と目標が明確にされたということでござい

ます。 
 そして、これらを学校教育でどのように指導していくか。その内容等については、学校教育

法施行規則に基づき、教育課程の基準として文部科学大臣が告示する学習指導要領に従って行

われております。本年度より小学校で、来年度からは中学校で全面実施される学習指導要領は

改正教育基本法の趣旨を踏まえ、平成２０年に改訂され、知識基盤社会の時代において重要と

される生きる力を身に付けることを目指しております。つまり教育基本法は教育の目的・目標

が示された教育の基盤となる法律であり、学習指導要領は、それを実現するために何を教える

かが示されているものでございます。 
 教育に従事する者、特に教師・教員と呼ばれる者にとっては、教育基本法や学習指導要領を

基盤として日々の教育活動を行うことは当たり前の事実であり、当然一人ひとりが理念や目的

を理解しているべきものだというふうに思っております。笛吹市の学校教育ビジョンについて

も例外ではなく、教育基本法や学習指導要領の趣旨を踏まえて作成されていることは言うまで

もありません。その上で現場の先生方が地域や児童生徒の実態を考慮し、より具体的な取り組

みができるよう、指針として作成されているものでございます。 
 今回、欠落しているとご指摘を受けている内容につきましても、前にお話ししましたとおり、

当然教育に従事する者が取り組むべきことが大前提であり、市学校教育ビジョン以前の問題と

なるものだというふうに理解しております。つまり欠落しているのではなく教育の目的・理念

であり、原則であり、すべての教師がすでに教育活動の根本としているものであるわけです。

市教育委員会としては、そのような当然かつ法として明記されている教育の理念・根本までビ

ジョンに掲げなくとも、多くの先生方は日ごろからその実現に向けてご尽力いただいているも

のと理解しております。また教育基本法については本来、教育関係者のみならず、地域や保護

者といった子どもを取り巻くすべての人たちが理解すべき法律です。 
 今回のようなご質問が出されるということは、多くの皆さま方が教育の目指すところについ

て、いまだ不明な点があるということとも考えられます。この点につきましては、教育委員会

といたしましてもより多くの皆さまにご理解いただけるよう、努力していかなくてはならない

ということかもしれません。 
 次に一方的な社会への適合的能力の育成を求めていないかというご質問について、お答えい

たします。 
 先ほどもお話しもいたしましたとおり、学習指導要領において、児童生徒に生きる力の育成

を図ることを目指しております。生きる力とは教育ビジョンでは生きて働く力とされ、これは

確かな学力、いわゆる「知」といわれる部分です。しなやかな心「徳」、丈夫な体「体」などか

らなる子どもたちの人生を支えていく力となるものです。これは知・徳・体をバランスよく育

てることにより身につくトータルバランス的な力といえ、どのような時代においても自分を見

失わず強くたくましく生きる力のことでもあります。社会に適合させるとか迎合するという、

そういう能力などといったものではないことは、言うまでもないというふうに理解しておりま

す。 
 すでに市教育委員会では本年度はじめより、学力向上研究委員会の中に知育部会、徳育部会、
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体育部会の３部会を設置し、現場の先生方の代表者により知・徳・体のバランスよい育成を目

指した笛吹市の教育について、課題と取り組みを検討しております。 
 市教育委員会では、学校教育を通して児童生徒たちに生きて働く力を身につけることにより、

変化に富んだ現代社会のさまざまな状況に柔軟に対応でき、たくましく生きていける人間とし

て成長させたいと考えております。そのためにも、市学校教育ビジョンをより具体的な地域の

教育指針として、これからもしていきたいと考えております。 
 ただし、このビジョンも実際に行う中、いろいろな意見や修正すべき点も出てくると考えら

れます。そのため、５年に一度の見直しをするということになっております。今回出されたご

質問についても、この教育ビジョンが笛吹市の子どもたちや教職員にとって、よりよいビジョ

ンとなるようにするために、ぜひ参考にさせていただきたいと考えております。 
 以上で答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 まず、真理の探求について伺います。 
 特定の目的に沿った、いわゆる正解だけが求められ、より広く深い、本当に本当のこと、す

なわち真理を探求することが軽視されてきたと思います。例えば電力会社の社員にとって、自

分の立場を守るため、あるいは原発をスムーズにつくっていくためには、あのやらせを行った

ことは正解、丸だったかもしれません。しかし、正しくはありません。マスコミは原発の一面

広告ほしさに原発の問題点の指摘をやめてしまう。新聞社の利益のためには正解だったかもし

れません。こうした特定目的のための正解の積み重ねが、安全神話をつくってきたのではない

でしょうか。そして、取り返しのつかない福島原発の大悲劇へとつながっていったと思います。 
 原発安全神話問題に限ったことではありません。今、改めてご都合主義の正解ではなく、真

理の探究、その尊重は教育だけではなく、全国民の課題になっているのではないでしょうか。

笛吹の教育とても例外ではありません。真理の探究に関する記述、あるいはそれを想起させる

記述は、この笛吹市学校教育ビジョンのどこに、どのように書かれているのでしょうか、お伺

いします。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、山田教育長。 
〇教育長（山田武人君） 

 学校教育ビジョンの大きな目標の１つが、生きて働く力をつけるということでございます。

この生きて働く力ということは、社会や個人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ございます。そのためにも知・徳・体のバランスの取れた

教育を通して知識や技能を身につけ、それを活用して課題解決をしていくための思考力、判断

力、表現力をつけさせることだというふうに理解しております。そういう中で、やはり、今言っ

た真理を見つめる力もついてくる。もっと言えば学校教育全体の中で、やはりそういう力をつ

けていかなければならない、これは誰しもが思っ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） 
 渡辺正秀君。 
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〇７番議員（渡辺正秀君） 
 それが不足しているからこそ、さまざまな問題が現在、起こっている。真正面から向き合わ

なければならない問題だと思います。 
 次に、教育を受ける権利に関して伺います。 
 教育の義務と権利の根源については、教科書裁判杉本判決や１９８５年３月、第４回ユネス

コ国際成人教育会議の学習権宣言で示されております。それらは発達権、生存権が学習権、教

育を受ける権利の第一の源だと考えております。 
 私流に言いますと、人はさまざまな可能性を持って生まれてくる。しかし、他の動物と異なっ

て十数年育てられ、学んでいかなくては独り立ちできない、生きていけない種であり、学習権

は一種の生存権と言えるのではないでしょうか。このことと整合的に子どもは知りたがりや、

やりがたりや成長したがりやでございます。子どもと付き合うと、どこまでもなぜ、どうして、

この連発、大人は答えに窮します。この権利と子どもの性向に答え、発達を援助すること、個

人の確立を援助することが教育ではなかろうかと思います。私は最近、学校現場で学ぶ喜び、

分かる喜び、それを援助し引き伸ばすという話が以前ほど聞かれなくなっていると感じており

ます。子どもの学習権に関する記述、あるいはそれを想起させる記述はどのようになっている

か、伺います。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、山田教育長。 
〇教育長（山田武人君） 

 教育をどのように考えるかという、これは教育の過去の歴史の中にもいろいろな考え方がご

ざいました。かつては、やはり教育は支援すると。引き出すというふうなことで、幾年か前ま

では指導ではなくて支援だというふうなことも声高に言われていることもございます。でもや

はり支援と指導というものがなければならないというふうに考えております。今、一方的に学

校教育の中でも上から教え込むという授業ではなくて、教えるべきことは教える、子どもの考

えを引き出すことは引き出すと。子どもたちの学びをどういうふうに保障していくか。そうい

うことが各学校の校内研のテーマにもなっております。だから、議員のおっしゃったような考

え方も十分に今の学校教育の中では生かされているものと理解しております。教育ビジョンの

中でも、やはりそのような考えのもとにつくられているものというふうに思っております。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 思っておられるということでございますが、学習権に関する記述、あるいはそれを想起させ

る記述ということについて、お伺いしました。これについては、ほとんどないというのが実態

だろうと思います。 
 次に、教育の目的の記述について伺います。 
 ３ページに、ビジョンの性格と役割などに、市の総合計画と学校教育ビジョンの関係は、総

合計画が上位でそれとの整合性を図りながら、学校教育ビジョンの策定がされるものとされて

おります。教育はそうしたものから独立して、より普遍的なものであるべきだと思いますが、

いかがでしょうか。 
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 策定の趣旨では教育は人づくり、人づくりはまちづくりといっております。ビジョン全体を

貫くものは外から人をつくる、その人づくりの目標は期待される子ども像、人間像だというも

のでございます。その人づくりの観点は、人格の完成を目指すこととは似て非なるものと思い

ますが、いかがでしょうか。 
 １２ページは、決まりある集団の中で認められうんぬん、個性とわがままは違いますという

ように書いてありますが、いわゆる良い子志向です。良い子はこのビジョンに書かなくても、

みんなから、特に大人から認められるものでございます。さまざまな子どもたちを丸ごと受け

止め、発達を援助することが教育ではなかろうかと思います。いかがでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、山田教育長。 
〇教育長（山田武人君） 

 教育は独立した機関であるということは、そのとおりでございます。ただ、先ほども申しま

したように、国の憲法から始まって教育基本法、学校教育法、そして具体的には施行規則とか

図書館法とか、そういったものの範疇の中で行われていくことであり、また本市の個性輝く人

づくり、そういうふうなものを取り組みながら、学校教育ビジョンはつくっていかなければな

らないというふうに思っております。 
 それから、もう１つの問題につきましては、個性とわがままという問題でございますけども、

かつて個性尊重というようなことが叫ばれたときがございました。薬師寺神主の高田神主さん

も個性にはよい個性と悪い個性がある。悪い個性は、やはりそこできっちりと、よい個性を伸

ばして、悪い個性は抑えていかなければならないというようなことを言っておりますけども、

わがままと個性とは違うと。ですからやはり集団の中で、みんなの中でどのように生活できる

かということが学校教育の大きな基本ではないかと思っていますので、やはり集団のみんなの

中で生きていける子どもをつくるためには、わがままはわがままとして指導していかなければ

いけないというふうに考えております。 
 また先ほどの話の質問にかえりますけども、答弁の中でも言いましたように、今、真理の追

究、探求ということが薄れているんではないかというふうなご質問でございましたけども、そ

れは今回の改訂をするときにおきまして、参考にしていきたいなと思っております。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 学校教育を取り巻く、その前に真理の探求という点について積極的な回答をいただきました。

学校教育を取り巻く現状についてはライフスタイルの変化、地域の教育力の低下、家庭の教育

力の低下、基本的生活習慣の変化、学ぶ意欲の低下、遊びの様子など、いずれも否定的に捉え

嘆いております。しかし４小の学校教育の基本方針と具体的施策で、その現状から出発して何

を変え、どのように否定面を克服していくのか、それが読み取れません。この点、どのように

考えているのか、お伺いします。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、山田教育長。 
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〇教育長（山田武人君） 
 学校教育ビジョン、やはり現場の先生方が目の前にいる子どもたちの様子を見て、それを課

題として取り上げてつくってくれたものでございます。ですから今、議員がおっしゃったよう

なことが課題として挙げられているわけでございますけども、それをどういう形に目標として

いくかということで、あの２つの大きな目標が出ているわけでございます。その過程が明らか

になっていないというふうなご指摘でございますけども、それは学校現場の中で実践をしてい

ただく。校長先生方が各学校の経営方針の中にそれを取り入れることによって、各学校の中で

やっていただくことだ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） 
 渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 今の全体を通しまして、教育ビジョンは今の笛吹市が求める人づくり、人をつくるという性

格が非常に強い一方で、私の指摘していたような記述、あるいはそれを想起させるような記述

という点は非常に弱いというふうに感じております。 
 また次代に生きる社会の形成者、主権者の育成、真理を希求する人間の育成という観点、教

育を受ける権利、こういったことについて、非常に記述が弱いというふうに感じられます。教

育委員の皆さまや先生方は、そんなことは分かりきっている、常識だと。記述する必要もない

というような答弁だったかもしれません。しかし市民も保護者も、この教育ビジョンから真理

の希求も、次代を生きる社会の形成者、主権者の育成も常識だと、そうは受け取ることはでき

ないのではないでしょうか。教育基本法は戦前の軍国主義教育、強化教育の反省を踏まえて制

定されました。笛吹の子どもたちが間違っても、戦争や原発安全神話、さらに身近なさまざま

な問題について、将来、誤りに加担したり、隷従することがないように真理を希求し、社会の

形成者、主権者として関わっていく能力を身につけること。これは日本社会の課題であり、笛

吹市の教育の課題でもあると思います。笛吹市教育ビジョンに明記すべきことだと思いますが、

いかがでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、山田教育長。 
〇教育長（山田武人君） 

 この学校教育ビジョンは、先ほども申しましたように、学校現場の先生方が何回も何回も会

議を開き、そして市民の皆さま方にもパブリックコメントという形で意見を聞いて仕上がった

ものでございます。ただ、そのときの時代の様子、そういうものをもとにして、今、笛吹市で

欠けているものはなんだろうかということで考えたものでございます。今回の３月１１日の福

島の大震災、あのような事故が、天災が起こったというふうなことも頭に入れながら、今の議

員がおっしゃったことも参考にしながら、次の改訂に向けて進んでいきたいなと思っておりま

す。 
 以上でございます。 

〇議長（小林始君） 
 渡辺正秀君。 
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〇７番議員（渡辺正秀君） 
 真理の希求、これは学校教育だけの問題ではございません。大人社会が模範を示すべきこと

だと思います。とりわけ行政や議会において必要だと思います。往々にして政治や議会という

ものは力の場、数の場だといわれております。また、みずからの立場を守り主張を通すために

真理を曲げ、その立場、損得、その場の目的に沿った、いわゆる正解、丸といわれる行動をと

ることがあります。私は、行政や議会は市政の真理探求の場であることを希求しております。

このことについて、市長、所感がございましたら所感をお示しいただきたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、荻野市長。 
〇市長（荻野正直君） 

 今、渡辺議員がおっしゃるとおり、いわゆる市政におきましても、議会におきましても、常

に正しい方向に向かっているかどうか、そういったことをベースに行政は進めていかなければ

いけないということは、肝に銘じて進めているところであります。しかし、ものを決定すると

きにおきましては、やはり決めなければならないことはきちっと決める。この時点において、

どういうふうな判断をするかでありますけども、これはやはり多数決の原理に従った、議会ルー

ルに則った形で進めていくべきだというふうに考えております。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 まったく、そのとおりでありまして、そういう点で一致して、協力しながらやっていきたい

と思います。 
 以上で、私の一般質問を終わりたいと思います。 

〇議長（小林始君） 
 以上で、渡辺正秀君の一般質問を終了します。 
 関連質問を許します。 
 亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 渡辺議員の一般質問のうち、教育のことに関して関連質問を行います。特に３番目の学ぶ権

利のことに関連して、お伺いします。 
 学ぶ権利というのは、どの子も分かるようになりたいとか、どの子も分かりたいというよう

な権利を保障することだというふうに思います。そのことにおいて、少人数学級が大きな成果

をもたらせているんですけども、その少人数学級について伺います。 
 県の施策として、かがやき３０と小３と中１に３５人学級が導入されておりますけども、特

に中１ギャップといわれる中学１年生の３５人学級において、この笛吹市でどのような成果が

もたらされているのか、具体的にお伺いします。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、山田教育長。 
〇教育長（山田武人君） 

 亀山議員の３５人学級がどのように成果が表われているかということにお答えをいたします
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けども、不登校の子どもたちが減ってきております。ということは、やはり少人数学級だと先

生方の目が行き届くというふうなことではないかなと思っております。また、これは県の施策

でございますけども、市としても市単の講師の先生を各中学校に１名ずつ配置しております。

県のほうでいろいろな形で、校長先生方が教科の先生を配置していただきたいというふうな要

望を県にしますけども、そのとおりにならない。そういうときには市単の先生を、そこで配置

を１人するというふうなことになっております。 
 ただ、残念なことに市単の先生が県の条例でクラスをもつという、クラス担任にはなれない

という条例がございます。ですから、やはり教科の授業を少人数で持つというふうな形の中で、

これは中学校ばかりではなくて、小学校でも行っている。その成果も兼ね併せた中で、非常に

不登校の数が減ってきているということと、それから昨日は指導主事たち、うちには２人、市

に２人、指導主事がおります。また事務所の指導主事が１人おりますけども、ふれあい訪問と

いって各１９校をまわって学校の様子を見たり、授業の様子を見たりしている。そういう事業

がございますけども、昨日で一応、終わったということで、その報告を受けましたけども、そ

の中で非常に各学校とも落ち着いて、授業が成立していると。２、３年前と比べると、それが

特に、身近にそういうことを感じると、そんな報告を受けております。特に何がどうというこ

とではないけど、雰囲気として、そういう雰囲気だというような報告を昨日、受けたばかりで

ございますけども、そういうことを見たときに、今、笛吹市の学校はいい方向にいっているん

ではないかなと。大勢の子どもがいますから、いろいろな問題がありますけど、全体的に見て、

よい方向にいっているんではないかなということも、やはり３５人学級の１つの成果にはなる

のかなと思っております。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 今の教育長の答弁で、少人数学級、３０人学級、３５人学級が子どもにとっても、教師にとっ

ても大きな成果をもたらしているという事実が確認されたと思います。それで、市の独自とし

て少人数学級、なかなか実現できませんけども、今、市単の教師を配置しているという答弁が

ありましたけども、これをもう少し増やして少人数学級に近づけるような、市独自の方策がと

れないものだろうか、お伺いします。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、山田教育長。 
〇教育長（山田武人君） 

 笛吹市の市単の先生方の数というのは、ほかの市町村に比べると格段の多さで今、配置をし

ております。市単の先生、それから大変な子に対するサポートをするスクールサポーター、合

わせますと、ほかの近辺の市町村に比べると格段の差で、先生方も笛吹市はいいねということ

をよく言われているといわれております。できるだけ多くの人を、そういう形で配置していき

たいと思っておりますけども、限られた予算の中で最善の努力をして、学校現場の要望に応え

ていきたいというふうなことは考えております。 
 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） 
 亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 学ぶ権利をどういうふうに保障するかということに関して、親の収入の多少にかかわらず、

すべての子どもたちが学ぶことができるということについて、お伺いします。教育の無償化に

ついて、伺います。 
 義務教育は本来、無償というふうにされておりまして、新聞にもあるとおり早川町では来年

度から、基本的に義務教育を無償とする施策がとられたと思います。笛吹市でも、例えば給食

費の無料化であるとか、それから旧一宮町では就学旅行に対して補助を出しておりましたけど

も、そのようなことができないものかということと、あとそれから早川町で表明しました義務

教育の無償化、このことについて教育長はどのような見解を持っているか、２点お伺いいたし

ます。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、山田教育長。 
〇教育長（山田武人君） 

 早川町で義務教育が無償化されたという新聞を見まして、素晴らしいなと思いました。市の

大きさとか、町の大きさとかいろいろなことはありますけども、そういうことができればいい

かなと。できれば笛吹市でもということは、これは当然、私も市の財政的なことは知っており

ますから、当然これは笛吹市ではできないことだというふうに思っております。でも笛吹市の

中では、できる限りのことで義務教育に対する支援を行っております。 
 その補助金等の割合を見ましても、先ほどお話をしましたけども、ほかの市町村等に比べる

と、やはり比べものにならないくらいの補助をしておりますので、やはりそういう点で限られ

た予算の中で、できる限りの学校現場に対する補助をしていきたいということです。 
 学校の予算等につきましても、まず学校の希望を第一に聞いて、できるだけそのとおりにし

ていくと。教育委員会の中では、ほかの課を削っても学校の予算はそのままでしてやっていこ

うと、そういうふうな部長、課長以下、考え方で予算を取っておりますので、早川町のような

わけにはいきませんけども、笛吹市としてできる限りのことはしているというつもりでおりま

す。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 早川町の施策に関して、教育長が持たれた感想はどなたでもそのような感想を持たれるかと

いうふうに私は思います。ただ、それをどういうふうに、笛吹市も実現できるのかというとこ

ろを、もう少し私は追求していくべきだというふうに思っておりますので、ぜひともそのよう

なことについて再度、検討していただきたいというふうに思います。そのことに対する回答と、

あとそれから最後に就学時の健診について伺いたいと思います。 
 今、就学時の健診、たしか石和のスコレーセンターでまとめてやっているかというふうに思

います。地域ごとにやっているわけですけども、私も何度か就学時健診の場に遭遇しました。

大変な混雑でありまして、屋内に待つ親と子どもが屋内に留まらず、庭にも長い長い長い列を
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つくって待っているような状態でした。大変な混雑で、親からも何回か苦情を聞いております。

やっぱり学校ごとに就学時の健診をやるべきではないかというふうに考えますが、列をつくっ

て長い間、待たなくてはいけない子ども、親の立場もぜひとも私は考えていただきたいと思い

ます。この就学時健診の見直しを求めたいと思いますが、そのへんについて見解をお願いしま

す。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、山田教育長。 
〇教育長（山田武人君） 

 では最初の、早川町の件につきまして、私のほうからお答えをいたします。 
 たしかに、それに向けて私のほうでも実現に向けてというお答えをここですればいいのかな

というふうに思いますけども、現状を見ますと、そういうわけにはなかなかいかないと。笛吹

市としてできる中で、学校現場に、私も学校現場出身ですので、やはり学校現場のためになる

ような形の中で、予算づくりはしていきたいと思っておりますけども、ではそれを無償化とい

うふうな方向までいくというふうな考え方は、今のところございません。 
 以上でございます。 

〇議長（小林始君） 
 仲澤教育部長。 

〇教育部長（仲澤和朗君） 
 就学時健診につきましてのご質問でございますけども、議員のおっしゃるとおり、今現在、

スコレーセンターを使いまして、就学健診をさせていただいております。この就学時健診につ

きましては学校医、医師の都合もございますから、今、この時期はもう終わりましたけども、

３日間をかけて実施させていただいております。特に受け付け時におきましては、時間の中で

一堂に集まりますから、どうしても待つ時間がございます。中に入っていただきますと、それ

ぞれの部屋が確保してございますから、学校の先生方のご協力をいただいて健診もさせていた

だいて、順調に健診のほうは済まされるかと思います。一時的に親御さんと、それから新しく

入る子どもさんが離れますから、どうしてもその子どもの指導というのは大変でございます。

待ち時間というものは、受け付け時間に対する待ち時間がございますから、それにつきまして

は、また私どものほうでも検討させていただきたいと思います。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 就学時健診の混雑ぶりに対する保護者と部長の見解に、かなり誤差があるように私は思いま

す。学校医の関係だというふうにおっしゃいましたけども、やっぱり子どもの立場、親の立場

をもう少し考慮して、学校医の都合をなんとか、もう少しやっぱり親の立場、子どもの立場に

合うような形で学校医を説得できないかとか、学校医にお願いできないかとか、そのところを

もう少し考えていただきたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、仲澤教育部長。 
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〇教育部長（仲澤和朗君） 
 おっしゃるとおり、医師の問題もございますけども、地区ごとにやらせていただいておりま

すから、集約上、人数的なこともございますから、その人数の多い地区にあたりましては長い

待ち時間になる可能性もございます。また、そういった面につきましても地区割、また学校医

の、診察していただく先生方につきましても再度、確認、検討させていただきます。 
 以上で答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 合併前は各学校ごと、各地域ごとにやっていたかと思います。その合併前に戻せないんでしょ

うか。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、仲澤教育部長。 
〇教育部長（仲澤和朗君） 

 おっしゃるとおり、合併前はそれぞれの学校でやっておりましたけども、合併いたしまして

からは一堂に会してというシステムで行っております。先ほど来、申し上げましたとおり人数

も多くなりましたから、どうしても期間的に、集中的にしなければなりませんから、学校ごと

ということは無理でありますけども、今のシステムのやり方につきましての、そのやり方につ

いても再度、確認、検討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。 
 一般質問を続けます。 
 ８番、亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 通告に基づきまして、一般質問を行います。 
 まず、支所と各区の公民館の件について伺います。 
 合併して７年が経過しまして、８年目に入っております。旧石和町を除いては６町村に支所

が設置されましたけども、この７年の間、支所は縮小され続けてまいりました。保健師も本庁

に引き上げ、教育事務所も廃止になり、現在はほとんど、どこの支所も窓口業務をこなすだけ

の支所になってしまったような感がいたします。 
 わが党は合併以来これまで本庁一極集中ではなく、支所を充実させて支所の職員が地域としっ

かりとつながって地域づくりに働き、そして地域を活性化させることが大事ではないかという

ことを主張してまいりました。しかし最初にも述べたようにこの７年、支所は縮小するばかり

でありまして、支所は死んだようなものだと表現する住民もいるほどであります。この７年の

間、各地域の支所が果たしてきた役割をどのように評価するのか。また合併して以来、地域住

民のさまざまな願いや不安や要望などに十分応えきれる機能を発揮できたのか、伺います。ま

た、これからの支所機能をどのようにしようと考えているのかも伺います。 
 各区の公民館についても伺います。各区の公民館といいますのは、地域住民の交流や学習の

場であったり、また健康づくりの場ともなっておりまして、地域住民の拠りどころになってい

るのが公民館であります。公民館は特別の交通機関を利用しなくても、子どもでも、子連れの
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親子でも若者も中年も高齢者も、気軽に集うことのできる場所が公民館だというふうに考えて

おります。 
 高齢化が進んでくる中で、地域の公民館はなお一層、地域の拠りどころとして大事な役割を

背負うことになるのではないでしょうか。しかし、その公民館はどのような状況になっている

のでしょうか。１００以上の区がありますけども、その中で建築年度もさまざまでありますし、

耐震の公民館など、まだまだ少ないものと思われますけども、実態について伺います。 
 また各区の公民館の新築改修、修繕などの要望はどのようなものであるのか。また、それら

の要望に対して応えきれているのか、まず伺います。 
〇議長（小林始君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、山下総務部長。 

〇総務部長（山下真弥君） 

 亀山和子議員の一般質問にお答えします。 
 まずはじめに支所の果たしてきた役割についてと、これからの支所機能についてにお答えい

たします。 
 地域の文化や行政手法に少なからず相違のありました７町村が合併したわけですから、地域

住民には当初それなりの不安や戸惑いがあったものと推測いたしております。その後これらを

緩和し、笛吹市としての一体感を醸成するために、各支所が大きな役割を果たしてきたものと

認識しております。 
 合併から７年が経過し、複雑多様化する行政事務や職員の削減に伴い、支所組織の総合化等

により効率的に、少ない職員数でも地域住民の要望に対しまして、支所・本庁と一体となって

お応えできているものと考えております。 
 今後につきましても支所の役割を十分に認識し、身近な窓口としての支所と本庁が一体とな

りまして、行政サービスの向上を図ってまいります。 
 次に各区の公民館の耐震状況についてでありますが、１３２行政区にそれぞれにさまざまな

形態の地区公民館が存在しております。設置された時期もばらばらであり、すべての地区公民

館で耐震化が施されているわけではないと思われます。公民館の現状につきましては、一定の

把握はしておりますが、建築年度が不明であったり、図面等の図書もない施設もございまして、

すべての地区公民館の正確な現状把握は、困難な状況であります。 
 次に地区公民館の改修・改善についてでありますが、地区公民館の改修・修繕の要望につき

ましては、合併前の補助金制度を新市に引き継ぎまして、平成１７年度から行政区運営交付金

の中にその経費を算入しているところでございます。 
 また、地区公民館のようなコミュニティ施設の新築および全面的建て替えの際には、コミュ

ニティ施設整備事業費補助金によりご要望にお応えしてきており、合併後４地区でご利用いた

だきました。 
 今後も地域におきまして、この制度を有効に活用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） 
 再質問を行います。 
 亀山和子君。 
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〇８番議員（亀山和子君） 
 今の部長の答弁で、支所の役割として合併後、市民の一体感を醸成するために、支所は大き

な役割を果たしてきたというふうな答弁がありました。支所というのは、そういうふうな役割

を果たすものでしょうか。支所を置くのはなんのためなのか。もう一度、部長の考えをお伺い

します。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、山下総務部長。 

〇総務部長（山下真弥君） 

 再質問にお答えします。 
 支所は、まず住民の方が市役所にご相談をする、あるいは電話をするときに、やはりまず向

かうのが支所だと思います。したがいまして、身近な行政事務の窓口というふうに考えており

ます。先ほど醸成のために、一体感を醸成するために役立ってきたというふうに答弁をさせて

いただきましたけども、広い意味で支所が旧町村の役場を引き継いで、いろんな形で業務をやっ

てきた形があろうかと思います。そんな役割を広い意味で捉えて、お答えをさせていただいた

ものでございます。 
 以上で、答弁をさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 支所というのは、単に地域に住んでいる市民の皆さんが何か相談に来たりとか、身近な行政

の窓口であるということだけの目的ではないというふうに、私は考えております。やっぱり合

併して７年の間、どういうふうに地域を活性化させるのかとか、そのためには支所に十分な人

員を配置して、地域の交流づくりのために支所の職員が働くとか、活性化のために支所の職員

が働くとか、そういうことの位置づけが大事ではないかなというふうに思いますけども、その

ような位置づけについて、部長のお考えを伺います。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、山下総務部長。 

〇総務部長（山下真弥君） 

 再質問にお答えします。 
 亀山議員のご質問・ご指摘のとおりであります。たしかに支所は、地域の活性化に役割を果

たしてきたというのは、ご指摘のとおりだと思います。ただ現在、本市におきましては、本庁

がいろんな企画面、いろんな地域、支所も含めて、市内全域の企画、それから計画等をつくり、

それぞれの各支所の職員と相談をしながら、それを各支所の実態に合わせて具体化していくと

いう形で行っております。したがいまして、今ご指摘のとおり、支所と本庁が一体となって地

域の活性化にまい進しているということで、ご理解をいただきたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 亀山和子君。 
〇８番議員（亀山和子君） 

 今の部長の答弁ですけども、地域に住んでいる市民の皆さんはそのような認識は持っており

ません。もう少し、しっかりと人を配置して、その地域のために働く職員をもっと増やしたら
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どうかというふうに捉えている市民の皆さんがほとんどであります。 
 その支所の機能について伺いたいんですけども、２３年の６月議会に私、支所の耐震化の質

問を私、しました。その際、部長は以下のように答弁しました。 
 耐震の未実施の支所については今後、支所機能と合わせ、耐震診断結果を踏まえて検討して

いきたいというふうに答弁しました。今後の支所機能をどのようにしようと考えてのこのとき

の答弁だったのか、お伺いします。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、山下総務部長。 

〇総務部長（山下真弥君） 

 支所の耐震化について、どのような位置づけの中で耐震化を考えているかということで、以

前、ご質問があったかというように思います。各支所を見てみると、芦川、それから境川、春

日居、現状、支所事務を行っているところについて、耐震化が済んでおりません。これについ

て答弁させていただきました。支所機能について、先ほど答弁でお答えしましたとおり、身近

な窓口として、地域の住民サービスを下げることなく、向上させるための機能を十分発揮でき

るような、支所として耐震化も含めて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） 
 亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 合併１０年を過ぎますと、地方交付税の特例措置がなくなって財政も大変になるということ

が出されておりますけども、１０年を経過しても支所をこのまま存続させるという考えでよろ

しいんでしょうか。 

〇議長（小林始君） 

 答弁を、山下総務部長。 

〇総務部長（山下真弥君） 

 １０年というのが一定の区切りになろうかと思いますけども、今後、支所機能をさらにどう

いう形にしていくのか。あるいは、支所がどうあるべきなのかということも含めまして、検討

しながら支所の存続についても考えていきたいというふうに考えております。また、そのとき

には議員の皆さま、また地域の住民の皆さまのご意見も広くいただきながら検討していくとい

うことになろうかと思います。 

 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 今の部長の答弁だと１０年後も支所があるか、ないかのことについては不確定事実だという

考えでよろしいんですか。 

〇議長（小林始君） 

 答弁を、山下総務部長。 

〇総務部長（山下真弥君） 

 広く市民の皆さま、議員の皆さまのご意見をいただきながら検討していくということだとい

うふうに考えております。 
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〇議長（小林始君） 
 亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 それでは、公民館について伺います。 

 今の答弁だと一定のことについては、把握しておりますということでした。全体像について

は、なかなか把握ができていないという中身だと思います。でも、それでは大変、私は怠慢で

はないかと思います。先ほども言いましたけども、公民館というのは、さまざまな催しをして

おります。例えば笛吹市が社協に委託している介護予防事業の「やってみるじゃん」がありま

す。この「やってみるじゃん」は、大体の区では公民館を利用して実施しております。事業を

委託しているのは保健福祉部ですけども、事業を委託しておいて、それを実施しているほとん

どの公民館がどんな状態になっているのか、よく分かりませんということでは、ちょっと無責

任すぎるんではないかなというふうに私は考えます。 

 ２、３、公民館の実態をちょっと例を挙げてみたいと思います。これは「やってみるじゃん」

から見た公民館の実態であります。例えば一宮のある地域では、交通量の激しい道路に面して

いて、話もよく聞き取れない。木造２階建てなんだけども、とても古くて危険なので、２階で

の運動は制限せざるを得ないというような公民館。それでも公民館でできる公民館は、まだい

いほうであって、とても古すぎて「やってみるじゃん」はできないので、近くのお寺を借りて

やっている地区もあったり、春日居のいくつかの公民館では運動制限をするまでもないんだけ

ども、地震があったらとても自信が持てないというふうに感じながら「やってみるじゃん」を

やっているとか、それから御坂町の古い公民館では和式の汲み取りトイレになっていて大変だ

とかというようないろんな実態が、これはほんの一部ですが、ありました。部長はこのような

公民館の実態をどこまでご存じでしょうか、伺います。 

〇議長（小林始君） 

 答弁を、山下総務部長。 

〇総務部長（山下真弥君） 

 議員ご指摘のとおり、非常に古い公民館もあるということで認識しておりますが、現在、私

どもで持っている資料でございますけども、例えば石和町では２６の公民館がございますが、

１４の耐震化が済んでおります。済んでおるというのは、５６年度以降に建築されたというこ

とも含めて、済んでおります。例えば御坂町であれば、３１の施設のうち１５で済んでいると

いうふうな形で、一応把握はしております。ただ、それぞれの古い施設について台帳をしっか

り持っていて、それを何年計画でやるとか、地域の皆さんのご要望がどういう状態なのかとい

うことが十分、表になって、台帳として整理されているということではないということでご理

解をいただきたいと思います。 

〇議長（小林始君） 
 亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 例えば「やってみるじゃん」のように社協が事業を委託して、高齢者の交流の場になってい

たり、健康づくりの場になっていたりするわけですから、私は早急に実態を把握して、老朽化

した公民館については早急に新築・改築、改善に努めるのもやっぱり担当部の仕事だと思いま

す。ぜひ、そのことについて早急にお願いしたいと思いますが、部長の見解を求めます。 
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〇議長（小林始君） 

 答弁を、山下総務部長。 

〇総務部長（山下真弥君） 

 先ほど答弁もさせていただきましたけども、地区の要望の中に全面的な改築、それから修繕

等が出てきております。そんなものも参考にさせていただきながら、全面的な改築につきまし

てはさまざまな補助金を使い、また市にあるコミュニティの施設整備事業、これを積極的に支

援していきたいというふうに考えております。 

 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 次に、デマンド交通について伺います。 

 デマンドバスの御坂路線は、昨年の１０月１日から実施されております。またデマンドタク

シーの石和富士見路線が、今年の１０月１日から実証運行されております。富士見路線のデマ

ンドタクシーについては実証運行されてから、まだ日が浅いわけですけども、実証運行されて

いるバス、タクシーについて、その利用状況の実績とか、その実績は計画に対してどうなのか、

まず伺うと同時に利用者や市民の声がどのようなものか、伺いたいと思います。 

 また、最初に実証運行された市民バスについてですけども、実証運行したのみで本格運行に

は至りませんでした。ニーズがありながら、なぜ利用が少なかったのか。そのへんのところ、

高齢者とか体になんらかの障害を抱えている、利用者の立場に立った総括がきちんと行われた

のか。その中身についてもお伺いいたします。 

 今回のデマンド交通への見通しでありますけども、市長の議会初日の行政報告によりますと

石和富士見路線については、来年の４月から本格運行するということでありますけども、御坂

路線のデマンドバスについて、本格運行の見通しがあるのかどうか伺います。このまま、もし

利用が少なければ、またまた実証運行だけで終わるのか。 

 以上、質問いたします。 

〇議長（小林始君） 
 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、池田経営政策部長。 

〇経営政策部長（池田聖仁君） 
 亀山和子議員の一般質問にお答えいたします。 
 まずデマンド交通の運行、利用状況についてでありますが、デマンド交通の実証運行につき

ましては笛吹市公共交通会議が事業主体となり、国庫補助金を活用する中で進めております。 
 昨年１０月より、御坂町若宮地区と石和温泉駅間をモデルルートとして実施しております実

証運行につきましては、本年９月末現在で約３００名の登録をいただき、本年１０月には２４２人

のご利用をいただいたところであります。 
 昨年１０月より１年間継続してきたことにより、当初の１月当たり利用者数と比較し、約２倍

に利用者が増えてきており、稼働率では予定運行便数の約６割となっている状況であります。 
 次に利用者および市民の声は把握しているかについてでありますが、利用者からの要望や沿

線にお住まいの方々からのご意見等の把握については、本年１月から２月にかけアンケート調
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査を実施し、公共交通会議において分析・検討を行い、実証運行に反映させているところであ

ります。また本年１０月からはみさかルートに加え、石和町富士見地域と石和温泉駅を結ぶふ

じみルートでジャンボタクシーを使用した実証運行を始めました。ふじみルートの登録者数は

現在３００人となっておりますが、今後さらにＰＲに力を入れ利用促進を図ってまいりたいと

考えております。 
 次に、実証運行した市民バスの総括とデマンド交通の本格運行への見通しについてでありま

すが、公共交通空白地域において、交通弱者といわれる移動手段をお持ちでない方々への支援

につきましては、より効果的に、効率的に進めてまいりたいと考えております。 
 本格運行への見通しにつきましては利用者動向調査、沿線住民の皆さまのニーズを把握する

とともに、実証運行における利用者数の推移を参考に、公共交通会議のご意見をいただきなが

ら前向きに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） 
 亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 最初に、実証運行になりました市民バスのことについてお伺いいたしますが、成功できなかっ

たところがどこにあるのかのことについて、きちんと総括がされたのか。どのような総括がさ

れたのか、ちょっと中身について、もう少し具体的にお伺いいたします。 
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） 

 平成２０年１月から２１年３月まで、市内の公共空白地域３地域を市民バスということで運

行いたしました。その実績につきましては、その都度、議会でもご報告させていただいており

ますけども、１日当たりの利用者数が一番多かったのが御坂、約３０名。次が富士見地域のルー

トでありまして、約２８名。３番目のかすがいルートにつきましては、約１５名というような

利用者数でありました。ここのところにつきましては、事前評価の中で目標は１日当たりどの

くらいという部分を、はっきり明示はしておきませんでした。ただ、全体の流れの中で他団体

の一例なども参考にいたしまして、やはり１日当たり１つのルートで５０人を超える見込みが

ないと、なかなか路線バスとしての形態はとりづらいというようなことでありました。そのた

めに、市民の皆さんから利用者の意見を踏まえた中で予約制で運行する、空バスのないような

運行ができないかということで、デマンド交通に切り替えたという状況であります。 
 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） 
 ２年前に実施した市民バスですけども、ニーズがあるからこその実証運行だったと思います。

最初から実証運行だけで本格運行はないよという形では、実証運行はしないというふうに思い

ます。実証運行して、どうして本格運行に至らなかったのか。そのへんの原因について、私は

伺っております。どのような総括がされたのか、伺っております。 
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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） 
 議員の原因はというところでございますけども、ニーズは実はこの事業を進めるにあたりま

して、市民アンケートの結果から申し上げますと、約６割、７割の方々がバスを運行してほし

いという状況でありました。したがいまして、運行を行ったわけでありますけども、実績につ

きましては、先ほど述べたとおりであります。したがいまして、それを、ニーズがありながら、

これを廃止するという方向でなくて、いかに進化させていくかという考えのもとに、デマンド

予約制のバスを運行したというものであります。 
 したがいまして、現在はデマンドタクシーということで、路線を実証運行しておりますけど

も、ニーズに合わせた中で、さらにいかに費用対効果を考えながら運行していくのかというと

ころが１つのポイントになってくるということで、ぜひご理解をいただきたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 亀山和子君。 
〇８番議員（亀山和子君） 

 昨年の１０月１日からデマンドバスが運行になっているわけですけども、その初年度におい

て事後評価をしております。その中で、なかなか利用人数が少なかったということが書かれて

おりまして、潜在的なニーズはあるものの、ＰＲ不足とともに電話予約という手間や停留所間

隔が遠いことなどが、利便性に関する阻害要因と考えられるというふうに事後評価をしており

ます。この事後評価がその後、どのように生かされているのかということをお伺いしたいと思

います。 
 先ほどの答弁の中で、初年度に比べて２倍、利用者が増えている。しかし予定の６割だとい

うことを答弁しておりました。たしかに２倍に増えたということから考えると、数字だけで考

えると、かなりの成功かと思いますけども、それでもまだ予定の６割に留まっているというこ

とであります。ということからして、この事後評価のところが、３ページにわたって事後評価

がありますけども、この事後評価がどのように生かされてきたのか、もう少し具体的にお伺い

します。 
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） 

 まず最初のご質問でありますけども、たしかに予約制をとりますと、電話で予約をしなけれ

ばならない。停留所まで歩かなければならないという、たしかに高齢者の皆さんからすると、

面倒だなという部分がたしかにあろうと思います。そこの部分を踏まえまして、実はデマンド

バスを運行した折に、１便当たりの利用者が１５名以上を見込めるんではないかということで、

デマンドバスというのを運行したわけであります。 
 ただ、デマンドバスの特徴としては基本、基幹的な路線のみの運行になってしまいますので、

小回りがきかないという部分があります。その実証運行の結果、ご質問をいただきました停留

所も含めまして、デマンドバスでも、いわゆるジャンボタクシー、ないしは普通のセダン型の

タクシー、若干、小回りがきくんではないかということで、今の路線は停留所の数を少し増や

させていただきました。そうした中で、実証運行を進めております。 
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 それから２倍であっても６割という話でございますけども、当初、デマンドバスといえば、

１日当たりの運行便数を１０便。そのへんも分析いたしまして、これは８便でも十分ではない

かということで、現在８便を運行しております。そういった中で運行しておりますけども、運

行しない場合の割合が約６割あるということで、ただ現在、運行をですね、利用者数が増えて

おりますので、これは１０割を目指していきたいというふうに私どもは考えております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 デマンドバス、タクシーについても予約制ですよね。予約がない場合は運行をしないわけで

すけども、昨年の１０月から運行しているわけですから、予約がまったくない場合もあり得る

ということですよね。これまでの実証運行の中で、予約がまったくなくて運行されなかった便

というのはどのくらいあるのか、まずお伺いします。 
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） 

 当初の答弁で申し上げましたように、稼働率のお話をさせていただきました。いわゆる予定

運行利率の約６割が稼働したということでありますから、予約のなかった便が４割あるという

ことであります。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 その予約がなかった場合のことについて、お伺いします。 
 予約がなかった場合についても、委託を受けているバス会社とかタクシー会社では、車も配

備して、運転手も手配して運行に備えているというふうに思われます。委託料がどのような形

になっているのかお伺いしますが、そのようなとき、本当は運行する予定で車も配備し、運転

手も手配している中で予約がなかった、そのようなときの委託料の支払いというのはどのよう

になるのでしょうか。 
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） 

 デマンドタクシーの大きなメリットの１つといたしまして、タクシー会社に委託しておりま

す。当然、タクシー、全車が出払ってしまった場合については、これは大変な状況であります

けども、そのためにタクシー１台を拘束いたしますので、１便当たりの運行経費５０％を補償

するというような方法で進めております。その前のデマンドバスの場合につきましては、運行

しない場合については１便当たり７０％補償するということで、契約をいたしてきております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 亀山和子君。 
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〇８番議員（亀山和子君） 
 分かりました。 
 それでは、今、デマンドバス、デマンドタクシーと並行してというか同じように、一宮の循

環バス、それから境川の循環バスを運行しておりますけども、この２つの運行の利用状況と今

後の見通しについて伺います。 
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） 

 まず一宮の循環バスにつきましては、昨年度から南西団地行き線という民間バス路線が廃止

されたこともありまして、石和温泉駅まで接続しております。１日当たりの平均利用者数が３０．

６人という、２２年度の実績であります。境川循環バスにつきましては２ルートを各４便、運

行しておりますけども、１日当たりの利用者数が１４．４人であります。ともに一宮循環バス

につきましては、民間路線のカバーする部分、それから境川循環バスにつきましては、一部ス

クールバスとしての併用もしておりますので、そのへんも踏まえながら、これから検討してい

かなければなら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） 

 最後になりますが、デマンドの交通を利用している何人かに聞いてみました。状況を聞いて

みました。利便性については、いろんな意見は出ませんでしたけども、特に運転手に対するい

ろんな意見が出されました。便によって、運転手の対応がさまざまだということでありました。

委託なので、運転手への接遇の教育は大変難しいと思いますけども、いろんな意見が出されて

おりますので、今後このような運転手への接遇のマナーについて、市としてはどのように対応

するのか伺います。 
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） 

 実は事業者を選定するにあたりまして、運行する場合の考え方、プレゼンを行いました。そ

の中で、いわゆる運転手や社員教育の部分も触れておりますし、それらも含めまして総合的に

判断いたしまして、事業者を選定していくということも行ってまいりました。当然、利用者の

立場からすると、ドライバーのマナー等々、接遇につきましてはいろんなクレームがあったと

いうことであるとすれば、そのへんにつきましては、市からもそのへんは指導していきたいと

考えております。 
 以上、答弁といたします。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 終わります。 

〇議長（小林始君） 
 以上で、亀山和子君の一般質問を終了いたします。 
 関連質問を許します。 
 渡辺正秀君。 
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〇７番議員（渡辺正秀君） 
 関連質問をさせていただきます。 
 市が大きくなればなるほど、また地域のコミュニティというのは大事になります。また先の

震災でも明らかになったことですけども、やはり行政区、こうしたところが防災の面でも非常

に大事だということが明らかになりました。防災に限ったことではございません。保健・予防

活動、あるいは健康づくり、こういうことにおいても、やはり行政区というのは１つの大きな

単位になると、基本的な単位になると思います。 
 そうした中で笛吹市、市長は一時、小学校、中学校区程度を単位とする地域コミュニティを

重視するという方針を打ち出したことがございました。その点については、私どもも期待して

いたものでありまして、どのように発展していくのか、期待を持って見守っていたわけですが、

何か今、この動きというのは一頓挫しているような感じを受けるわけですが、この点について

市長の考え方をお伺いしたいと思います。引き続き小学校、中学校区程度を単位とする地域コ

ミュニティ重視、どのように考えているのかというのをお伺いします。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、荻野市長。 
〇市長（荻野正直君） 

 関連質問でありますけども、小中学校を中心にしたコミュニティ、これはずっと、私の今ま

での一貫した考えであります。各それぞれの自治体では、ちょっといろんな行事がやりにくい

部分があると思いますが、それぞれの地域の自治体の大きさ等々によって、できなくなるとい

うふうなことで、できる限り小中学校、特に学校区単位というのは非常にコミュニティがつく

りやすい状況にあると思いますので、今後これにつきましてもさらに進めていくよう努力をし

ていきたいと、こういうふうに思っております。 
〇議長（小林始君） 

 渡辺正秀君。 
〇７番議員（渡辺正秀君） 

 先ほどの亀山議員の質問の中で、支所の役割ということについて、身近な窓口という位置づ

けでございました。私ども各地を研修して歩いた中で、例えばかなりこれは前のことですが、

高盛町を見ましたけども、ここは行政区ごとに、こんな分厚い行政区の計画書を持っているわ

けです。これはどういうふうにつくられたかというお話ですが、地域の住民が中心になってつ

くったということですが、やはりそこは支所というか、役場の職員の役割というのは非常に大

きかったということを聞いております。まさにそういう点では、ただの窓口ということに限ら

ず、地区コミュニティの、やはり支所が相談相手であるし、また場所的にも、そして機能的に

もある種の核となっているということでございます。こうした位置づけというのは、笛吹市は

なさらないのかどうなのか、伺いたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、山下総務部長。 

〇総務部長（山下真弥君） 

 関連質問にお答えします。 
 各地域の活性化等に支所の職員が、どう関わるべきかというご質問だと思います。支所の職

員が行政区の地域の核になるべきだというご指摘だと思いますけども、現在、本市におきまし
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ては、各支所において窓口としての役割を支所の職員が果たしているというように考えており

ます。さまざまな相談も受けながら、それを市全体の計画や企画と照らし合わせて、どうして

いくのか。そのへんを本庁の職員と協議をしながら、進めていくという形になっています。 
 したがいまして、支所の職員が本庁の職員と情報を密にし、本庁の、市全体の計画、企画を

よく理解し、相談にあたっていくということがさらに求められていると思いますので、今後に

つきまして、支所職員の研修も含めまして、さらに住民サービスの向上を図っていきたいとい

うふうに考えております。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 先ほどの答弁の中で、１０年目以降、存続するかどうかと。支所が存続するかどうか。市民

の声、議員の声を聞いてということですが、これ重要な施策についてでございますので、市長

はどうしていきたいのかという答弁を、まずお願いします。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、荻野市長。 
〇市長（荻野正直君） 

 各支所ごとの支所につきましては、今、総務部長が申し上げましたとおり、それぞれの支所

の役割等々をしっかり検証しながら、皆さま方の意見を伺いながら進めていきたいというふう

に思っております。 
〇議長（小林始君） 

 渡辺正秀君。 
〇７番議員（渡辺正秀君） 

 廃止もあり得るという考えかなというふうに受け止めました。 
 次に地域公民館のことですが、この点について地域のコミュニティ施設という位置づけでご

ざいますが、この間の震災の経験、あるいはさまざまな活動という点から考えまして、やはり

この地域の公民館の分所としての、市がその施設については責任を負っていくという位置づけ

が必要だろうと思うわけなんです。そうした中で、全公民館の点検とそれから何よりも今、地

域の施設の充実というものが求められておりますので、合併特例債事業として、これをすべて

点検し、そして必要な対策をとるという考えがあるかどうかということについてお伺いします。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、山下総務部長。 

〇総務部長（山下真弥君） 

 震災等のこともあり、また地域での公民館の役割もますます増しているという中で、総点検

をし、対策を立てていったらどうかというご質問でございます。 
 現在、１３２の行政区のそれぞれに公民館があるわけでございますけども、今、答弁でお答

えさせていただいたように、一定の把握をしておりますので、これをもとにさらに台帳等の作

成も視野に入れながら、今後、検討させていただきたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 渡辺正秀君。 
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〇７番議員（渡辺正秀君） 
 各行政区、地域の拠点がボロボロでは、市の一体感もございません。それぞれがやはり、き

ちっと最低限の拠点を持つことが必要だと思います。まさに合併特例債、このようなものが要

望されていると思いますので、ぜひ適用をお願いしたいんですが、改めて合併特例債の適用は

考えていないのか伺います。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、山下総務部長。 

〇総務部長（山下真弥君） 

 お答えします。 
 市の公共施設というわけではございません。地区の財産ということになっておりますので、

合併特例債はともかくとして、今後どのような整備ができるのか考えていきたいというふうに

考えております。 
 また議員の皆さま、地域の皆さまには現在ある補助金が有効に使えるよう周知していきなが

ら、整備に支援をしていきたいと考えております。 
〇議長（小林始君） 

 以上で、関連質問を終わります。 
 ここで、暫時休憩いたします。 
 再開は１時３０分といたします。 

休憩  午前１１時４２分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 １時２７分 
〇議長（小林始君） 

 再開いたします。 
 一般質問を続けます。 
 ６番、風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 正正会の風間好美でございます。 
 通告に従い、一般質問を行います。 
 ３月１１日の東日本大震災以来、９カ月が過ぎようとしております。まだまだ数多くの行方

不明者および避難者が多数おります。被災地の皆さんの努力により、少しずつ復興に向かって

いると新聞報道等々で認識しております。まさに「がんばれ 東北」ではないでしょうか。 
 地震災害のハザード、危険がある限り自然リスク、ここではさまざまな危険を最小限に抑え

る管理運営をいうリスクでございます。自然災害リスクをゼロにすることはできないと思う。

災害リスク評価をまちづくりの中に明快に位置づけていくのが、その第一歩であると考える。

自助・共助・公助、これは重要かつ最も基礎的な理念として阪神・淡路大震災以来の防災まち

づくりに定着している。でも実際の自助・共助・公助を見ると、自助に関しては耐震診断や改

修が進まないばかりか、家具の固定ですら普及率が低いと考えられる。自助の模索と位置づけ、

また共助に関しても地域格差がある中、熱心な地域においても防災訓練当初からの初期消火等々

の訓練も見受けられる。地震対策の訓練も必要と考える。共助の自己満足と捉え、また公助に

おいても防災を重要施策と位置づける一方で、財政難の中、限られた財源を投入しているに過
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ぎないと考えております。いかがでしょうか。公助の言い訳と捉えます。 
 このような自助・共助・公助というべき状況であり、社会全体、また本市においてもなんと

なく満足しているだけではないでしょうか。本市においても、まだまだ本当の危機管理認識が

浅いと考え、真剣にいつ起こるか分からない災害リスクに取り組んでいこうではありませんか。

今回は、大地震における火災対策および生活関連施設の安全対策推進計画における上下水道施

設について、本市の見解をお伺いするところでもあります。 
 いつ起きてもおかしくない東海地震の発生時には、時間帯にも大きく左右されますが、火元

やガスコンロ、また着火物の転倒、落下物等々により同時に多くの火災が発生し、季節また風

向き等々によって、延焼が拡大する危険性が起こる。また水道、下水道、電話等々のライフラ

イン施設は日常生活上、欠くことのできないものであると考えます。 
 災害時における施設の被害を防止、また最小限に留めるための施設の耐震性の確保など、安

全対策等々を踏まえて、以下質問に移ります。 
 ①としまして、出火予防対策の推進について、市の見解をお伺いします。 
 （１）家庭に対する指導はどのように取り組んでいるのか、お伺いします。 
 （２）建築同意制度の効果的活用について、お伺いいたします。 
 （３）防火対象物（不特定多数の者が利用する建物）の体制の推進について、お伺いします。 
 （４）危険物の保安確保の指導についての取り組みをお聞きします。 
 （５）番としまして、防火防災思想、知識の普及強化についての取り組みをどのように行っ

ているのか、お伺いします。 
 ②としまして、延焼予防対策の推進について、市の見解をお伺いします。 
 （１）初期消火体制の確立について、お聞きします。 
 （２）消防力等の充実整備について、お聞きします。 
 ③としまして、水道施設および下水道施設安全対策の推進について市の見解をお伺いします。 
 （１）として、水道施設の被害予想は。 
 （２）水道水の確保は。 
 （３）としまして、送水・配水管の新設および改良は。 
 （４）として復旧工事用資材の整備および応急給水用機材の備蓄について、お伺いします。 
 （５）として、下水道施設の被害予想は。 
 （６）としまして、耐震性の向上および施設の維持管理について、お聞きします。 
 （７）として、協力体制の確立についてお伺いします。 
 以上１問目は終わりますが、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。 
 前段についての答弁を、中込消防長。 

〇消防長（中込富美雄君） 
 風間好美議員の一般質問、笛吹市における火災予防計画のうちで大地震、火災対策および生

活関連施設の安全対策推進の①出火予防対策の推進について、お答えします。 
 （１）家庭に対する指導はどのように取り組んでいるのかというご質問ですが、今現在、最

も力を注いでいる住宅防火対策として、住宅用火災警報器の設置があります。これは、高齢化

等を要因として急増している、住宅火災による死者数を減少させるための最も効果的な方策で
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あり、広報誌やホームページ、市内の各種イベント等開催時など、あらゆる機会を捉えて普及

啓発に努め、直接的には消防団の協力などを得ながら、市民に対するアンケート調査と併せて

設置指導を行っております。 
 現在、取り組んでいるのが市のホームページから視聴できる行政情報発信動画でありまして、

住宅用火災警報器の普及啓発に関する動画の公開を昨日より開始しております。そのほか、春

と秋の火災予防運動週間中には住宅防火診断を実施しており、災害弱者といわれる高齢者の一

人暮らし世帯に対し、火気の管理、住宅用火災警報器、消火器の設置などの点検指導を行って

おります。 
 次に（２）建築同意制度の効果的活用についてですが、建築同意とは消防機関が設計の段階

から防火面で関与して、安全な建物が建築されるよう指導するという行政行為です。市内には

大規模な旅館、ホテル、病院、社会福祉施設等が数多くあるため、消防本部が同意時に最も重

点を置いているのが二方向避難の確保であり、その１つが外部避難であります。万が一の場合、

逃げ遅れが発生しないよう多方向に避難口を設け、より安全に地上まで避難できる構造となる

ように指導しております。 
 次に（３）防火対象物の防火体制の推進の取り組みについてでありますが、防火対象物のう

ち、特に多くの市民が利用する建物につきましては年に１回以上、定期的に立入検査を実施し

ております。立入検査は予防行政の要であり、施設に立ち入って直接関係者に是正指導ができ

るので、出火予防対策として非常に有効な手段であるため、積極的に消防側から働きかけ、執

行率の向上を図っております。 
 その他、年２回の火災予防運動に併せて、管内の防火管理者を必要とする５０４施設に対し

まして自衛消防訓練の実施を促す通知を発送し、防火に対する再認識を図っております。さら

に適マーク制度に代わる防火対象物点検制度等を活用し、施設みずから防火管理上の不備を

チェックし、良好な場合は防火基準適合証を掲示して、利用者に施設の安全性をアピールする

という表示公表制度への取り組みも併せて実施しております。 
 次に（４）危険物等の安全確保の指導についての取り組みにつきましてですが、毎年６月の

危険物安全週間を中心に立入検査を実施しております。平成２２年度は、山梨県全体の立入検

査の実施率が４１％という中で、笛吹市は７８．３％という高い成果をあげており、特に大勢

の市民が利用するガソリンスタンドについては、１年に１回以上のほぼ１００％の実施率となっ

ており、法令の遵守ならびに事故防止に主眼を置き、立入検査を行っております。 
 （５）防火防災思想、知識の普及強化の取り組みについてでありますが、このことにつきま

しては火災予防運動等、あらゆる機会を捉えて取り組んでいるところでありますが、特に将来

を担う子どもたちへの防火防災教育として、市内の保育園児、幼稚園児の消防署見学、小学４年

生の社会科見学、さらには中学生の職場体験の受け入れ等により毎年、延べ１，２００人の子

どもたちに消防署を開放する中で、防火防災教育に取り組んでおります。 
 続きまして、②延焼予防対策の推進についてお答えいたします。 
 （１）初期消火体制の確立について市の取り組みはですが、初期消火につきましては、まず

火災を発見した人が消火器、水道水、水バケツ等で消火することが重要です。さらに電話にて

火災現場の内容等、例えば何がどの程度、燃えているか。ケガ人、逃げ遅れ等がいるか。現場

の案内として、大きな目標物は何か通報していただきたいと思います。 
 消防署では１１９番通報で火災を覚知すると、直ちに出火報を消防無線で送信し、市総務課、
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笛吹市警察署、東京電力に電話で連絡いたします。市では防災無線を通じて、火元の地域住民

に火災内容をお知らせします。火災の規模によって異なりますが、建物火災につきましては本

署から２隊、出張所から１隊が同時出動し、延焼防止をすることとしております。また、同時

に消防署では新たな火災、救急等の事案に備えて、非番・週休を含むすべての消防職員に災害

状況をメール配信し、必要に応じて参集するようなシステムを取っております。 
 なお、火災現場では、これまでも県内屈指の団員規模を誇る１，７７０人の本市消防団との

協力・連帯体制を図りつつ、消火活動にあたってまいりました。消防本部においては、非常備

消防との連携は必要不可欠であると考えることにより、定期的に合同訓練を実施し、必要に応

じて災害時の支援をいただくことで、有効な消火活動が展開できるものであります。 
 また先般、消防団との協議により災害時、消防本部と同一場所に現場指揮本部を設置し、情

報の共有化を図ることとしておりますので、さらに効果的・効率的な消火体制が構築できるも

のと期待するものであります。 
 次に（２）消防力等の充実整備についてですが、消防とは火事を消し、延焼を防ぎ、また火

災・水害の警戒・予防などをすることと定義づけられ、消防組織法では市町村の責任と明記し

ております。消防本部の現在の消防力は消防職員８３名、消防署１カ所、出張所３カ所であり、

消防車輌につきましては２７台であり、年次更新計画に基づき整備を進めております。 
 現在、消防力等の充実整備における喫緊の課題につきましては、消防救急無線のデジタル化

が挙げられます。デジタル無線の構築は、平成２８年５月を使用開始期限とされており、施設

整備に向けて、県広域協議会での検討が進められております。 
 具体的には、本年度中に電波伝搬調査と基本設計が策定されるので、その結果をもとに１０消

防本部２７市町村の協議により方向性が示されます。現在の消防事情は目まぐるしく変化を遂

げている時代ではありますが、今後も地域消防団との連携を強靭なものとし、消防力等の充実

に努めてまいります。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 
 なお、引き続き水道設備および下水道施設安全対策の推進については、竹越公営企業部長が

お答えします。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 後段についての答弁を、竹越公営企業部長。 

〇公営企業部長（竹越富男君） 
 風間好美議員の一般質問のうち、水道設備および下水道施設安全対策の推進について、お答

えいたします。 
 まず、水道施設の被害予想および水道水の確保でございますが、水道施設につきましては地

区水道から引き継いだ配水管等、老朽施設が数多く存在し、大規模な地震が発生した場合は甚

大な被害が予想されます。それに対応するためには、飲料水の確保をしておかなければなりま

せんので、その状況でございますが、笛吹市内には緊急遮断弁が付いた耐震性配水池が１８カ

所、飲料水兼用耐震性貯水槽が８カ所、設置してあります。 
 水道管に被害が出た場合、緊急遮断弁が閉じて約２万３千トンの飲料水が確保できることに

なっており、今後、御坂浄水場関連事業で約２千トン規模の耐震性配水池を計画しております。 
 次に送・配水管の新設および改良の状況でございますが、水道施設の耐震化は重要な課題の
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１つでもあります。現在、進めております境川浄水場や御坂浄水場からの送・配水管等、新規

の主要水道管についてはすべて耐震管で布設しておりますが、布設替え工事については工事費

を抑えるため、道路整備や下水道整備と合わせて改良していく予定であります。 
 次に復旧工事用資材の整備および応急給水用機材の備蓄についてでございますが、復旧工事

用の資材は膨大な量になり、備蓄は困難でありますので、資材メーカーや工事事業者等の協力

をいただく考えでおります。また応急給水用資材については、笛吹市地域防災計画に掲載され

ておりますので、参照していただきたいと思います。 
 次に下水道施設の被害予想を含め、それ以降のご質問でございますが、３．１１東日本大震

災と同規模の地震が発生すると想定するならば、本市においての被害は東北各県が見舞われた

同じ状況になると予想されます。被災後の復旧に向けての最優先課題は、緊急輸送道路等の確

保であります。地震により、その道路上の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となります。 
 その事前対策のために、公共下水道総合地震対策計画を平成２１年に策定いたしました。今

年度より一部事業着手しており、被災直後の災害本部となる市役所および重要な避難拠点とな

る石和南小学校の２施設へ向かうべき道路機能を保持するために、マンホールの地震対策工事

を行っております。さらに次年度以降も国道２０号等、第１次緊急輸送路に布設されている道

路の地震対策工事を含め、計画に盛り込まれている箇所を順次進めていくこととなっておりま

す。また、被災後の速やかな対応が可能となるように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、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。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 再質問、風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 ありがとうございました。再質問に移ります。 
 ②の（２）としまして、消防力等の充実・整備についての再質問をさせていただきます。 
 消防職員の今現在の配置について、どのような消防長としての考えかをお聞きしたいと思い

ます。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、中込消防長。 
〇消防長（中込富美雄君） 

 風間好美議員の再質問、消防職員の配置についてどのように考えているかについてお答えい

たします。 
 消防の広域化でも大きな問題となっておりますとおり、適正な人員配置は常に考えていると

ころでございます。国で示す消防力の整備指針による水準は下回っておりますが、救急車の現

場到着時間等、さらには防火対象物等への立入検査件数等、県下でも高い数値を示しておりま

す。このことは現状の消防職員数で県内トップクラスの成果を挙げているわけですから、適正

な人員配置ということが言えるかもしれません。 
 国の基準どおり１６４名の職員で、仮に東日本大震災のような激甚災害が本市を襲ったとき、

決して十分な人員とはならないと考えております。本市には県内トップクラスの１，７００名
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を超える消防団員がおります。いざというときに大きな力になります。消防職員は多いほどあ

りがたいというのは、消防の現場を預かる者としての正直なところです。しかし、８５名とい

う条例定数は、現実に配備できる上限指標であると認識しております。多くの消防ニーズに対

し、笛吹市に一番適した知恵を出し合いながら、適正な人員というより適正な消防力の実現に

努めてまいりたいと考えております。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 ぜひ、適正なメンバーでわれわれの生命・財産を守ってもらいたいと思います。 
 次の再質問でございます。過日、これ１２月１日の記者ノートにたまたま、消防長のことが

載っていまして、ちょっと読ませていただきます。 
 笛吹市消防署本部の中込富美雄消防長は、笛吹消防団に災害火災時対応マニュアルをまとめ

たことを話題に、これまで以上に敏速に対応できる、ありがたいねと笑顔。マニュアルでは署

と団の役割分担などを詳細に記述しているといい、暗黙のルールが明文化され、現場で混乱な

く提携できると期待を寄せた。全国的にも消防団員が減少する中、うちの団員はみんな前向き、

ほかの自治体ならマニュアルをつくってもらえないよとも言い、団員の地域を守る熱意に感心

することとしきりと。このような素晴らしいことが載ってあります。これはたぶん柴垣団長を

はじめ、消防署また団員の方々のそういう作成ではないかなと思っております。それについて、

現実的には、このマニュアルとはどのような活動を行うのか、お聞きしたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、中込消防長。 
〇消防長（中込富美雄君） 

 風間好美議員の再質問、消防団との共同活動について、具体的にはどのようなことかについ

てお答えいたします。 
 消防団と消防署の共同活動は、以前より行われていたわけでありますが、より強固な連帯活

動の原点となりましたのは、平成２０年、２１年に発生いたしました大蔵経寺山の山林火災で

あります。二度の山林火災では、夜明けとともに活動を開始し、深夜に及ぶ消火活動、また消

防団と消防本部の共同作戦会議や合同の現場指揮本部の設置、さらには自衛隊や防災ヘリを使っ

ての効果的な空中消火の支援等を共同で行いました。これを教訓に毎年２回くらいを目標に、

送水中継訓練と防災ヘリ赤富士への給水訓練等を行ってまいりました。多くの人員を要する防

災ヘリへの給水活動は、消防団員を中心に実施していただけることは、署員を災害現場に集中

的に投入できるとともに二次災害への対応を可能とし、非常に有効に消防力を活用できるもの

であります。今後も今以上に団との連携を強固なものと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） 
 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。 
 次に移ります。③の（１）としまして、先ほど答弁がありましたように耐震性の配水池、ちょっ
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と箇所が書き取れなかったんですけど、飲料水の件、耐震性の貯水槽があるという答弁でござ

いましたけども、われわれ市民に分かるようなそういう立て看板が設置されているのか。もし

くは、立っていない場合は立てる計画とかそういうものがあるか、ちょっとお聞きしたいと思

います。 
〇議長（小林始君） 

 竹越公営企業部長。 
〇公営企業部長（竹越富男君） 

 風間議員の再質問でございますが、耐震性の配水池１８カ所につきましては、公営企業部の

ほうで管理をしております。丸いコンクリートのＰＣタンクと、それから境川、八代、春日居

にありますステンレスのタンク、これが耐震性の配水池、４カ所です。もう１つの耐震性の貯

水槽８カ所でございますけども、これは現在、防災の観点から学校に４カ所、一宮のスポーツ

広場の駐車場に１カ所、スコレーセンターに１カ所というふうに、公共施設に数多く設置をし

て、地下に埋設してあるわけですけども、おそらくこの８カ所については、災害時の避難場所

になるところに設置してあるわけですけども、この８カ所については、防災上ですので防災担

当とか、学校の施設ですので、グラウンドの中にありますので、学校と市のほうで協議をして

看板を設置できるか、検討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） 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 ぜひ、市民の方が一朝有事のときには、すぐ分かりやすいような看板を付けてもらいたいと

思います。 
 次に（７）であります協力体制について、先ほど各地の連携はお話されたわけですけど、本

市の管工事の業者等々についての関係はどのような協力体制になっているのか、お聞きします。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、竹越公営企業部長。 
〇公営企業部長（竹越富男君） 

 風間議員の再質問、協力体制の確立についてでございますけども、地震など大規模な災害が

発生しますと、水道・下水道の施設が大きな被害を受けるわけですけども、その場合は早期に

復旧を図らなければなりませんので、協力いただけます業者と事前に協定を締結しておく場合

があります。現在、市ではその締結は結んでありません。協力業者は災害が発生しますと、災

害復旧工事にかかる指導とか待機等の協力要請があった場合は、速やかに対応していただける

ことになりますので、業者との協定締結について、なるべく早い時期に締結できるように検討

していきたいと考えております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 大至急、いつ起きるか分からないということですから、協力体制も進めてもらいたいと思い

ます。 
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 次に２問目に移ります。２問目の都市計画税について、市の見解をお伺いいたします。 
 去る１０月に行った全員協議会で、市長が都市計画税の猶予の検討を話されましたが、今議

会で都市計画税条例の一部改正が提案されています。この計画税を３年間、平成２６年度まで

課税が猶予されることが予定、また検討されています。市民の負担が軽減されることは大いに

歓迎・評価すべきところであります。課税猶予に伴う財政への影響などについて、お伺いいた

します。 
 ①としまして、充当すべき事業への影響はどのようになるのか、市の見解をお伺いします。 
 ②としまして、都市計画税の代替の財源と、および市民サービスへの影響はどのようになる

のか、お伺いいたします。 
 ③としまして、財政推計の早期見直しの必要性と公債比率の影響はどのようになるのか、お

伺いいたします。 
 以上。 

〇議長（小林始君） 
 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、池田経営政策部長。 

〇経営政策部長（池田聖仁君） 
 風間好美議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに、充当すべき事業への影響および代替財源と市民サービスへの影響についてであり

ます。 
 本年３月に発生した東日本大震災は、わが国経済へ与えた影響は大きく、産業面はもちろん

市民の収入低下や復興に向けた増税などが生活を圧迫することが懸念されることから、さらに

３年間の課税猶予を決定したところであります。 
 本市においては、現在、都市計画税が充当できる事業として石和温泉駅周辺整備事業、八代

ふるさと公園整備事業および下水道事業などの都市計画事業があり、また、これまでも下水道

債等都市計画事業関連の起債の償還にも充当してまいりました。都市計画税は都市計画事業を

推進する上で貴重な一般財源であり、課税猶予による影響は少なからずありますが、合併特例

期間中である今後３年間につきましては、事務事業の見直しなど効果的な予算執行と基金充当

により、現在行っている都市計画事業や市民サービスの低下などの影響がないよう努めてまい

りたいと考えております。 
 次に、財政推計の早期見直しの必要性と公債費比率の影響についてであります。 
 財政推計は毎年当初予算編成と同時に行っておりますが、２３年度においては東日本大震災

の発生により国の経済状況や政府の動向があまりにも不透明な状況であることから、公表を控

えさせていただいたところであります。平成２４年度につきましては、３月中には都市計画税

の課税猶予等も考慮した上で、中期財政計画として作成・公表する予定であります。 
 次に実質公債費比率の影響ですが、本税が都市計画事業の起債の元利償還金に充当できるこ

とから、本税の徴収を３年間猶予した場合、その期間内においては実質公債費比率が上昇しま

す。しかしながら、起債の発行が協議制から許可制に移行する基準である１８％を超えること

はないと試算しており、本市の財政運営において、大きな影響を及ぼすことはないと考えてお

ります。 
 以上、答弁といたします。 
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〇議長（小林始君） 
 再質問を行います。 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 まず１番目の①の答弁の中で、課税猶予による影響は少なからずという答弁がありましたね。

その少なからずとはどのくらいのことを言っているのか、お聞きしたいと思います。 
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） 

 財政は入るを図りて出ずるを制す、いわゆるプライマリーバランスとも言うんですけども、

入ってくる財源で、財源が出ていくサービス、行政サービスを行っておるわけでございますが、

都市計画税が５億数千万円、これが減少となりますと、そこの部分のサービスに影響がしてく

るという意味合いであります。しかしながら現在、進めております総合計画にある各施策、展

開を進めるにあたりましては、今までどおりの予算の中で進めることが可能であるという内容

であります。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 そこの私が、この少なからずというのは、いろいろな説明の中で６億円というようなことは

よく聞いております。これを今から３年延ばすということは、１８億円あることが、この少な

からずということをとっているんでしょうか。再度、お聞きします。 
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） 

 そのようにご理解をいただいても、結構だろうと思います。数字で言えば、議員のおっしゃ

るとおりであります。ただ現在、各目的基金等にこれまで積み立てを行ってきておりますよう

に、今の状況でございますと、向こう３年間は健全財政、少なからず、財政運営は特に大きな

支障はないものというふうに見込んでおります。 
〇議長（小林始君） 

 風間好美君。 
〇６番議員（風間好美君） 

 分かりました。 
 ②ですね。先ほど、やはり、これは部長の答弁の中から市民サービスへの影響はないように

とのお答えを、私は聞いております。ですけど、ここに私も今日、持ってきましたけども、広

報ふえふきの７月号に、この都市計画税の課税について、大きくこの両面を使って掲載されて

おります。たぶん皆さんも読んだと思います。ちょっと、読ませてください。 
 課税としないこととした場合は、継続事業や新規事業など今後の行政サービスに影響を生ず

ることが想定されますと、このように明記されているわけです。このことについて、今、先ほ

ど答弁された答弁と、今、ここに載っていることはだいぶ離れている、考えが違うんではない
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かなという考えと私は思います。そのことについて、市ではどのように捉えているのか、お聞

きします。 
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） 

 お答えいたします。 
 私どもが先ほど来、ご説明しておるのは、さらに３年間、当面の間といわれる３年間、課税

猶予した場合の影響ということでありますから、その後も都市計画税を課税しないということ

になりますと、そこの広報にありますような影響が出てくるという意味合いであります。 
〇議長（小林始君） 

 風間好美君。 
〇６番議員（風間好美君） 

 今の答弁が、そういう広報に載っているとおりだというようなことで、なんか私にしてみれ

ば、曖昧というか、明快に市民に訴えるという、そういうような答弁ではないような気がいた

します。例えば、具体的にもし数字が出ているんだったら、数字でお示し願いたいと思います。

いかがでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、成島財政課長。 
〇財政課長（成島敦志君） 

 その影響の部分でございますけども、２１年度の中では２億７千万円の税収がございまして、

それが先ほど風間議員からのご指摘のとおり、６億円というような話がございましたけども、

そのうち歳入とすれば、約５億５千万円から７千円の間、この評価、課税標準額によって変わっ

てくると思いますけども、その点に関して影響が出てくるということは、たしかにございまし

た。これは３年間の影響でございますので、ただ、この事業執行にあたっては、合併特例債を

効果的に利用するとか、都市計画税、ほかの事業に影響がないように努めていかなければなら

ないというところで、市民サービスの影響を極力、そこで抑えていかなければならないという

ことで考えております。 
 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。 
 ③で、やはり部長の答弁で、公債費比率の、私が質問をしたわけでございます。公債費比率

が上昇しますという、そういう答弁だったと思います。どのくらい上昇するのか、お伺いしま

す。たぶん、この上昇には数字が試算されていると思います。できれば、その数字でお示しし

てもらえばと思います。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、成島財政課長。 
〇財政課長（成島敦志君） 

 実質公債費比率の具体的な数字というご質問をいただきました。 
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 当然、実質公債費比率が上昇いたします。実質公債費比率への影響につきましては、都市計

画、今後やります事業の規模、それから標準財政規模によりまして数値が変わってまいります

ので、正確な数値というところではございませんけども、３年後につきましてはおおむね１．

５から２％の間で、実質公債費比率には影響するものと考えております。 
 以上でございます。 

〇議長（小林始君） 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 年間６億円という、そういう想定の中でやっているわけですから、こういう長期財政推計の

実質公債費比率（見込み）という、こういう積算もできるわけですから、ぜひ次の機会に、こ

ういう見直しをするという、公債費比率の表と発表というか、お示ししていただければと思っ

ております。 
 次に平成２２年度の健全運営の中の収支報告ということなんですけども、その中でこの都市

計画税についている２２年度の滞納金額はどのくらいあるのか、お知らせ願いたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、成島財政課長。 
〇財政課長（成島敦志君） 

 ２２年度決算におきまして、都市計画税の滞納総額でございますけども、収入未済額という

ことで計算してございますけども、９，８３７万５千円という状況でございます。その内訳で

ありますが、滞納繰越分ということで、２２年度は現年分とっておりませんので、すべて滞納

繰越分として９，８００万円からの収入未済額があると、そういうことでございます。 
〇議長（小林始君） 

 風間好美君。 
〇６番議員（風間好美君） 

 総務部長にお聞きします。 
 今、お聞きのとおり、まだ２年間、猶予の中で、丸２年はいかないんですけど、この中でも

こうやって高額な９，８００万円の滞納があるわけなんですね。それについて、私も前、いろ

いろこの都市計画税、また滞納についてのご説明を求めたわけですけども、これからなお一層、

こういう厳しいという状況の中で、どのような対応でこの徴収等にあたるのか、お聞きします。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、山下総務部長。 
〇総務部長（山下真弥君） 

 滞納に対して、どのように対応するかというご質問でございます。 
 徴収率がおよそ９３％前後に推移しているわけでございます。金額的には、先ほど申し上げ

たとおりですが、ほかの税と同じように滞納者に対して、実態の把握をしっかりしながら、しっ

かりとした執行停止、それから相談の上での執行停止ですね。それと差し押さえ処分等をしっ

かりやっていきたいと思います。これにつきましては、滞納整理機構の指導を受けながら、職

員の研修も含めてしっかりと対応していきながら、できるだけ早い徴収率の向上を目指してい

きたいと考えております。 
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〇議長（小林始君） 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 ぜひ大変だと思いますけども、これはたまたま、都市計画税だけのことですけども、全体と

すれば３０数億円あるはずです。滞納が。ですから、そのようなこともぜひ、職員一丸となっ

て滞納整理に努めてもらえればと思います。 
 最後に、市長にお伺いします。 
 今、こうやって部長、ならびに課長たちにお伺いするわけですけど、大して影響がないとい

うようなことを私は捉えたわけです。私なりにです。ですから、市長もこの５年間、２年プラ

ス３年ですから、５年間課税を課さないということです。市長も言っているように、現下の経

済情勢や本市の財政状況に鑑み、課税を３年間延長すると、このようなことを言っているわけ

でございますね。ですから市長の考えで廃止、もしくは廃案にしたらいかがかと思いますけど、

その市長の見解をお伺いしたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、荻野市長。 
〇市長（荻野正直君） 

 都市計画税に関しましては、前回、市として都市計画税を導入するというような考え方をお

示ししたときにも話しましたけども、やはり快適な都市をつくっていくための１つの大きな財

源であります。そういうものに対して、これからも、できるだけ税というのは徴収しないほう

がいいわけでありますから、それに向かって努力をしなければいけませんし、なおかつ快適な

都市をつくっていく大きな財源でありますから、しっかりと検討した上で結論を出していきた

いなというふうに思います。 
 今回の３年間、猶予というのは平成２２年度の決算を見る中で、いわゆる、これだけの黒字

決算ができて、これでなおかつ、なぜ税金を上げるんだというものに対する裏づけが、しっか

りした裏づけがまだつかめないし、なおかつそれだけ職員も合併特例債の期限があと３年間で

す。この３年間に向かって努力した結果、そういう決算が出ているわけですから、できる限り、

そういったものをみんなで認め合いながら、前に進んでいきたいというふうに思っております。 
〇議長（小林始君） 

 風間好美君。 
〇６番議員（風間好美君） 

 今、市長のお答えの中で、平成２２年が非常に健全な決算だという形なんですね。たぶん、

これは私の憶測ですけど、事業をしなければこういう結果が出ます。ですから事業をしなけれ

ば、こういう健全だというより、やはり事業というものも地域の要望、いろいろな要望をしな

がら、なお一層、そういう健全運営の中でしっかりやってもらいたいなと思っております。 
 私の質問は、以上で終わります。ありがとうございました。 

〇議長（小林始君） 
 以上で、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） 
 都市計画税について、伺います。 
 今現在、都市計画税につきましては、まだまだ、これから市民にも説明をしなければならな

いんではないかなと思います。計画税の区域の見直し、これ１つとりましても果樹地帯、広い

地域がございます。鳥獣害が屋敷まで出入りしているというところまで、実際、都市計画税の

賦課を考えているのか。そのへんに１つ、問題もありましょうし、それから下水道区域外、そ

こから徴収した都市計画税を下水関係にも利用するというふうな説明ですけども、そのへんが

まだ、はっきり私どもに見えておりませんので、今後なお一層の検討が必要ではないかなと思

いますけども、この２点について答弁をお願いしたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、山下総務部長。 

〇総務部長（山下真弥君） 

 都市計画区域の見直し、それから周知についてご質問をいただきました。 
 ご承知のとおり、今、考えているのは都市計画区域で課税される区域というのが石和町全域、

それから芦川町は全域対象外、そのほかについては一部対象とならない地域があるというよう

な形で、この７月の広報でもお知らせをしたとおりでございます。周知につきましては広報、

それから固定資産の納税通知の中にも同封して、市民への周知を図っているところでございま

す。それから周知が足りないというご指摘でございますので、今後も周知に努めていきたいと

いうふうに考えております。 
 それから区域の見直しはどうかということでございますけども、不公平感があるというご指

摘でございますけども、不公平感を少しでも少なくするために、現在、考えているのが区域外

のところについて、合併処理浄化槽の補助金制度、これを実施していくという考えで進めてお

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、中村善次君。 

〇１１番議員（中村善次君） 
 区域につきましては、私ども今まで説明をした中で記憶しているのは芦川地域と、それから

御坂町十郎橋ですか、それから上流の一部を除くということは伺っていますけども、私、先ほ

どもう一度、区域を見直したらどうかという質問ですので、今後また見直す用意があるのか、

ないのかお聞きしたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、山下総務部長。 

〇総務部長（山下真弥君） 

 先ほども申し上げましたとおり、７月の広報でお知らせしているとおり、現在のところ、こ

の方針でや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） 
 中村善次君。 
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〇１１番議員（中村善次君） 
 私、総務部長の答弁がよく理解できないんだけども、課税対象になれば、これは未来永劫に

この税はあそこの地域についてまわるものです。やはり、市の思いというものをもう少し地域

住民にも説明して、納得した上で課税。と同時に都市計画事業、どういったものをこの時期に

は適用するんだ、そこまで説明をした中で区域の設定をしていただきたい。こんなふうに思い

ますけども、もう一度、答弁をお願いします。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、山下総務部長。 

〇総務部長（山下真弥君） 

 まだまだ事業の説明不足があるのではないかという、ご指摘でございます。今後、ここで３年

間猶予をいただけるということになれば、この３年間の間に市民の皆さまに十分理解していた

だけるように事業の説明、それから課税についての説明をさせていただきたいと考えておりま

す。 
〇１１番議員（中村善次君） 

 結構です。 
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） 
 私は災害関係で１点、お聞きしたいと思います。 
 早くに新聞に「一人でも多くの命を救うために実効性問われる防災教育」ということで出て

いました。東北の釜石市の奇跡と言われたんですけど、上級生が下級生の手を引いて逃げ、生

存率が９９．８％に達したということでした。いざというときに知恵を出し合う、防災教育に

ついてお聞きしたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、仲澤教育部長。 
〇教育部長（仲澤和朗君） 

 新田治江議員の関連質問にお答えいたします。 
 防災教育でございますけども、先ほど消防長が答弁いたしましたように警察署、それから消

防署、そういったものの見学につきましても、まさに防災教育だと思います。以前、中村善次

議員さんのほうから３．１１の防災を受けまして、子どもたちを家に帰しました。しかし、帰

りましたら自宅には誰もいなくて一人で不安を抱えていたというようなご意見をいただきまし

た。そういうところを踏まえまして、教育委員会では学校のほうに新たにそういったものを踏

まえた中での管理マニュアル、防災計画等を作成いたしました。１８校全校でそういったもの

を踏まえた中での、新たな改訂版としての防災マニュアルを作成いたしました。 
 また従来の防災訓練の折に、引き渡し訓練等も実施しておりましたけども、そういった新た

なマニュアルの中で、震度４以上の地震がきた場合については教師が付いて送り届けるという

ようなことも訓練としては行っております。当然のごとく、保護者の皆さまに引き渡すという

訓練も当然、行っております。 
 また先の議会のほうでご議決をいただきました、メール配信システムというものをご議決い
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ただきました。早速、私どものほうではそれを構築して進めてまいっております。メール配信

システムというのは、災害時におきましてはメールにて保護者の皆さまに配信し、情報を目で

確認していただいて、その子どもたちのお迎え等をしていただくというものでございます。先

日、校長会のほうにはその旨の説明がございました。またこの１月に、仮に実施していきたい

と思っております。本稼働につきましては、４月から本稼働いたします。 
 ちなみに富士見小学校のＰＴＡとしましてはＰＴＡマニュアル、防災マニュアルというもの

をつくっていただきました。おそらく、もうすでに保護者の皆さま方のお手元には届いている

と思います。先日、私どものほうにも届きました。その中には、防災マップにつきましてはそ

こに記載されております。それ以外には登校班、通学路におきまして登校班別にそれぞれの避

難所を設け、またあるいは避難するご家庭までを表記いたしまして、震災時にはとにかく一番

近いところのお宅に面倒をみていただく。落ち着きましたら、すぐに学校に戻りなさいという

ような詳しいことまでを明記していただいて、作成していただきました。そういった学校も含

めまして、地域の皆さまの力を借りまして、今、防災のほうの教育を実施しております。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 関連質問を続けます。 
 （ な し ） 
 関連質問を終わります。 
 一般質問を続けます。 
 １６番、大久保俊雄君。 

〇１６番議員（大久保俊雄君） 
 笛政クラブの大久保俊雄でございます。 
 ヨーロッパ発の世界経済危機の再来、空前の円高・株安、世相を１７文字で表しますと「ど

じょう鍋 食っても腹を 下さぬか」。日本の将来をしっかり見据えた、リーダーシップを発揮

したサプライズを期待したいところでありますが、ＴＰＰ、消費税、年金問題など資本主義の

全般的危機ともいえる様相も帯びはじめました。 
 一方、地方経済も景気の下方修正、地方財政を巡る国と地方の攻防も大変激しくなり、

２０１２年の予算でも両者の主張の隔たりは大きく、コストを削っても生活保護費をはじめと

した扶助費等、社会保障費は膨らむ一方で、地方財政の硬直化は深刻であります。 
 過日、発表された日経新聞者の経済総合データバンクによる地方財政分析結果でも、地方自

治体の自前の稼ぎの柱となる地方税の落ち込み懸念を最も強調しており、それを補う地方交付

税の新年度見通しも立っておらず、笛吹市としても余計、新年度予算編成に向けて財政運営見

通しを確固たるものにしなければなりません。そして最上位計画である総合計画に、どのよう

な政策を盛り込むのか。強いリーダーシップを発揮するのが市長でありますし、一方で政策を

実現可能な具体案にするのは職員であり、みずからが政策を立案し、実施しているという自覚

を持つことこそが地域主権時代にふさわしい、職員マインドでありましょう。 
 市でも現在、来年度予算編成において極めて重要な時期であり、私ども笛政クラブといたし

ましても、木を見て森を見ずとならないよう、自治体運営の根幹をなすお金の使い道、行政運

営システム、次年度予算編成に向けたスケジュール、市民目線での施策範囲について徹底した

調査・情報収集、提言をいたしておるところであります。そこで来年度予算における取り組み
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および課題について、いくつか下記、お伺いいたします。 
 まず、地域経済において長期にわたり景気が低迷している中で、また市民の行政に対するニー

ズの多様化を受けて、新年度予算編成のどこに重点を置いて、施策展開していくのでしょうか。 
 また、今年度より新たに予算配分方法として施策別枠配分方式が導入され、それは行政評価

をもとに従来の部局別配分から施策や事務事業の優先度に応じ、２８事業に２１２億円の一般

財源を施策別枠配分として予算づけされたものであります。初年度、その効果と課題はどこに

あるのか。また、それを分析する中で、来年度にどう反映・発展させていくのかをお聞かせく

ださい。 
 さらに行政システムをスムーズに進捗させるには、各事務事業評価とそれを受けた施策評価

が妥当でないと、効果的な予算編成にはならないでしょう。いわゆる同じことの繰り返し、お

役所仕事になるわけで、評価の妥当性、客観性を確保するための具体的取り組みについて伺い

ます。 
 さらに４つ目、自主財源の確保の重要性から、先ほど風間議員の質問にもございましたが、

特に都市計画税に関し、来年度以降、さらに３年間、徴収を猶予する予定でありますが、第２次

行財政計画をはじめ、総合計画や目的税の対象事業等に影響を及ぼさないか。また６億弱とい

う財源確保をする必要がないという市民への説明が必要でありますが、重複を避ける中でお伺

いし、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） 
 大久保俊雄議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに新年度予算編成のどこに重点を置くのか、施策別枠配分方式の効果と課題、新年度

予算への反映、それから行政経営システムにおける妥当性と客観性を確保するための具体的取

り組み、以上の３点について、まずお答えいたします。 
 議員ご指摘のとおり、国内経済においては国際経済の不安定化や急激な円高、さらに東日本

大震災の発生以降の原発事故に伴う風評被害の影響等により、大変厳しい状況が続いておりま

す。本市においても観光客の減少など、地域経済全体に影響が及んでいるところであります。

このような状況の中にあっても、総合計画に掲げる将来像の実現に向けて、各施策の取り組み

を一層進めなければならないと考えております。 
 本市では、昨年度から限りある財源を効率的・効果的に配分する手法として、行政評価を基

本とした施策別枠配分方式による予算編成を行っております。平成２４年度につきましては重

点施策を８施策とし、その具体的な事業として石和温泉駅周辺整備事業、バイオマスセンター

建設事業、砂原橋架け替え事業、八代ふるさと公園整備事業、多機能アリーナ建設事業、本庁

舎等耐震改修事業、石和中学校北館等の改修事業に重点配分を行ったところであります。 
 この施策別枠配分予算の導入による効果としては、次年度に取り組むべき施策の優先度を明

らかにすることで、限りある財源を効果的に配分することができる点であります。 
 本市で取り組んでいる行政評価システムは、施策マネジメント会議ならびに経営方針会議等

において、事務事業および施策の妥当性を再確認し、事業の目的およびその成果を効率性、有

効性の面から年次ごとに精査いたします。この手法は決して主観的でなく、機械的・客観的に
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事業を考察することができるものであります。また、その結果を公表いたしますので、客観性

が確保できるものと考えております。 
 次に都市計画税を来年度以降も猶予した場合、第２次行財政改革大綱をはじめ、総合計画、

上下水道計画等に影響を及ぼさないかについてでありますが、都市計画税を合併特例期間中で

あります今後３年間、課税猶予することにより、一般財源としての歳入は見込めませんが、平

成２２年度の決算状況や基金の状況などを勘案すると、この期間中の重点課題事業の執行や住

民サービスにおいては、大きな影響を及ぼさないよう努めてまいります。したがいまして、総

合計画をはじめとする各種の計画につきましては、その変更や見直しをしなくてもよいような

財政経営を進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） 
 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） 
 新しい施策別枠配分ということで、１つ、ポイントというのは、施策の優先度評価を受ける

中での具体的な施策展開、今のをもうちょっと結びつけて詳しくお伺いしたいということと、

あとは歳入を考える中で、国や県からの交付金ですとか、交付税、流動的な予算が非常に大き

く、確実な額が望まれるわけですけども、やはり市として自主財源を増やす、税金とかを増や

すということのほかに、根幹的に地域産業の振興による自己財源を増やす方策が必要だという

ことで、そこらへんの自主財源もいろいろあるわけですけども、景気低迷よりの自主財源、地

域振興による予算づけをどうされるのかをお伺いしたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 １問目の答弁を、成島財政課長。 
〇財政課長（成島敦志君） 

 現在、市で行っております施策優先度評価によります具体的な施策展開を結びつける方法と

いうご質問でございますけども、経営方針会議というのを１つのシステムの中で行っておりま

す。その会議の中で、各施策につきまして、次年度の経営方針を決定してまいります。この中

では成果と、それからもう１点、コストについて方向性を決めております。成果につきまして

は、それを向上させていくのか、維持するのか。またコストにつきましても増やすのか、維持

するのか、さらには削減するのか。これは施策として算定するわけですけども、その中にある

個々の事務事業につきましても、同じようにその評価を行いまして、施策内における優先度と

いうものも決定いたしまして、予算に反映させていくというような流れになっております。 
 スケジュール等につきましては、細かいやり方というのがございますけども、この施策展開

に結びつける優先度等の決定につきましては、以上でございます。 
 なお、２点目の今後の自主財源を増やす具体的な施策ですね。その点につきましては、産業

観光部長のほうからお答えをいたします。 
〇議長（小林始君） 

 ２点目の答弁を、豊角産業観光部長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 地域振興を含めて、自主財源の確保ということになりますが、非常に幅広く考えられます。



 ６５ 

１つにとってみれば、企業のニュース等による地元雇用の推進、あるいは法人税の確保等々も

考えられます。これについては、企業の立地促進事業の助成金等も取り扱っておりますので、

そういったものも有効に使っていただく中で、企業の誘致については、今後とも図っていきた

い。それから、そのほかの面では、当然ながら観光商工、それから農業振興にも幅広い関連が

出ようかと思います。特に観光については年間を通して春祭り、それから夏祭りということで、

年間を通しての誘客活動に努めております。 
 こういった中で、われわれ予算を配分いただく中で、適正な予算を配分する中で大きな成果

を得る。これを最大の目標として行っております。今後についても、自主財源確保となるよう

な取り組みについては、関係機関と連携協議を図る中で、積極的に進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） 
 大久保俊雄君。 

〇１６番議員（大久保俊雄君） 
 今、評価と成果という言葉が出てきたわけですけど、過日、平成２４年度の一般会計の当初

予算における、２８事業の施策別枠配分のおおよその数字が出たわけですけれども、当然、そ

の施策の中で今年度評価した上での経営方針ということで、コストの判定と成果というような

項目がたしか出ていたと思うわけですけども、ちょっと分かりづらいといいましょうか。合理

的に、その判断に結びつく、この金額が出たという結論づけるには非常に分かりづらいことで

ありまして、例えばもてなしの心が溢れる観光地づくり、これは形容詞においてはコスト削減

で成果が向上。これが新年度予算では縮減ということにもなりましたし、例えば暮らしの基礎

を支える安心な仕組みづくり、これはコスト削減で成果を維持で、新年度予算増ということで、

若干、曖昧といいましょうか、当然やはりお金の使い方、議会でもそうですけども、やはり市

民の皆さんに分かりやすい判断をするには、そういった部分の告知の仕方、知らしめ方という

のは一考の余地があろうかと思いますけども、そこらへんはまず、いかがでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、豊角産業観光部長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 施策の中の、もてなしの心が溢れる観光地づくりということで、たしかにコストについては

極力抑える、なおかつ成果については上げるという、こういった目標を立てて、今、事業を進

めております。このコスト削減というのは、サービスの低下という意味ではなく、さまざまな

事業を行っている中で、適正な実績報告、あるいは検証を行う中で、必要なものについては適

切な予算配分を行う。なおかつ、それにふさわしくないものについては、削減という意味での

総体的な、適切なコスト配分を、予算配分を行うという、こういう意味合いでございます。決

して、予算を付けずにサービスを低下させるという、こういう意味合いではなく、成果は向上

すると。これを大前提の中で、適切な予算配分を行って事業取り組みを行うと、こういう意味

合いです。 
 以上、答弁といたします。 

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） 
 あと施策の優先順位を決定して施策展開、新年度予算に結びつけるというプロセスですか、

ステップ、私ども笛政クラブとして、過日いろいろヒアリング、研修をする中で、１４から１５、

新年度予算、調整をして決定するまでに踏んでいるわけですね。例えば、一番最初の初期のス

タート段階では、施策マネジメント会ということで、施策単位で関係課長が集まり、主幹課長

を中心に施策の事務評価を行う。それを受けて第２段階で施策評価報告会議、これでは施策評

価結果を主幹課長が発表し、経営会議メンバーが評価ということで、だんだん段階を経るごと

に中盤、いよいよ具体化して、デコボコしたものをならす段階で、次年度事務事業優先度会議、

施策内関係課長に次年度重点事業を協議し、予算調整。それを受けて、施策枠内予算調整、事

務事業の優先度をもとに部局をまたいだ施策枠の予算調整ということで、その文言が予算調整

と評価ということが随所に出てきているわけです。調整と評価という。当然、評価、私ども議

会でも事務事業評価、過日、行いまして、やはり執行部サイドと議会の同じ尺度で事務事業評

価をする、より有効性であると当然思うわけで、一つひとつ、また私どもも評価していかなけ

ればならない。その中で、当然、担当部局の課長判断、これは表現が良い悪いは別で手前味噌、

やっぱり自分の評価は、身内の評価はどちらかというとわれわれの評価とは違うケースが出て

くるということですし、部長間、課長間でも調整ということで、たしかに企業もそうですけど

も、特に行政サイドもセクト主義といいましょうか、縄張りというのもこれがいい表現がどう

か分からないんですけど、やはり他の部分にまたがってどうだこうだ、調整はできないわけで、

施策ごとの調整というのは主導権、イニシアティブを誰が持つか、１つ上の立場から調整する

ということが必要だと思いますけども、その部分の予算調整、評価に関してお答え願いたいと

思います。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、成島財政課長。 
〇財政課長（成島敦志君） 

 ただいまのセクト主義になるのではないかという、そのへんが調整に影響するのではないか

というご質問でございますけども、先ほどご質問がありましたように、事務事業の評価の問題

点として、うちのほうで指導を仰いでいるところで、その問題点を挙げていただいております

けども、その中にやはり、先ほど手前味噌になってしまうんではないかというようなご質問を

いただきましたけども、評価が個人作業になって、職員間でバラツキが出てしまうとか、仕様

について、その設定に問題があるのかとか、そういうのもございますけども、そういう事務事

業評価点の問題は別といたしまして、そのセクト主義に対する取り組みですけども、まずこの

施策別枠配分の取り組みの中で、施策の中心になります施策の主幹課長が中心として、全体の

調整枠に入っております。その施策マネジメント会議におきまして調整を行って、その会議に

おいて調整できない課題等が発生した場合につきましては、別途協議を行うというような流れ

になっております。まだ２年目という取り組みでございますので、なかなか１つの部局と施策

という整合性がなかなか、総合計画の中で併せて、予算との絡みができていない部分がござい

ますので、そのへんも１つの課題かなというふうに考えております。そういうところをクリア

する中で、この部局単位での枠配分と、その施策別枠配分との調整が今後、精度を増していく

んではないかというふうに考えております。 
 以上です。 
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〇議長（小林始君） 
 大久保俊雄君。 

〇１６番議員（大久保俊雄君） 
 あと特例債事業について、ちょっとお伺いしますけども、過日の閣議決定で５年間延長とい

うことを受けまして、また３．１１以降、いろんな生活不安が増す中で、今の建設プロジェク

トですとか、合併特例債活用事業計画に関しても優先度ですとか活用事業内容の見直しとか、

こういったものも必要と思われますけども、また市の見解等、先ほど都市計画でいろいろ質問

がありましたので、重複を避ける中で市民税の説明責任といいましょうか。逆に、いろいろあ

る６億円の原資の中で都市計画税、例えばさっきの話にありましたように、義務教育かとか子

どもの医療費、またいろんな要望がある中で優先順位を１番にしたということをお伺いしたい

んですけども。 
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） 

 特例債の延長になりまして、活用計画において優先度合いや事業の見直しをすべきというご

質問でしょうか。失礼いたしました。現在、合併特例債の５年延長が閣議決定されておりまし

て、今臨時国会で審議されておるような状況であります。したがいまして、延長となった場合

でございますけども、現在、計画されております事業の中ではごみ処理場建設、いわゆる中間

処理場の建設につきまして、実は合併特例期間内の事業執行が延長されるということで難しく

なっているという部分につきまして、もし特例債発行期間が延長すれば、そこの部分につきま

しては、合併特例債が充当できるだろうというふうに考えております。残りの現在、計画して

おります合併特例債関連事業につきましては、今までの計画どおり、これは進めたいと考えて

おります。現段階でそのことを見直しするという考えは、現段階では思っておりません。 
 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） 
 また予算に関しましては、３月議会、予算議会でお伺いしたいと思います。 
 続きまして２問目、これからの笛吹を担う世代が直面している子育て課題について伺います。 
 少子高齢化社会に突入、人口増加が望めない中、多くの市民、とりわけ若い世代に対して就

職難、所得減少、一方で社会負担増が予想され、笛吹市の将来に対し、明るい展望が持てない

状況も発生しております。どのような状況でも明るい将来を展望できるか否かは、リーダーの

打ち出すメッセージによるところが多い。人口減少を阻止し、明るい展望を持てる市民を増や

すためには、子どもを育てたいと思えるまちづくりの推進が重要だと考えます。さらに経済低

迷や３．１１後の大きな社会減速の変化を受け、夫婦共働きでなんとか生計を立てている若年

層、ひとり親世帯でつらい思いをして子育てをしている仲間、身のまわりに多く存在します。 
 今後の笛吹の将来を担う若年層の世代が生活しやすい環境を整えるためにも、子育てと仕事

の両立が可能な体制環境整備を進め、当事者および子どもたちを笛吹市全体で支えていくとい

う考えが重要でありますが、それに対する今後の効果的施策および事業展開について見解をお

伺いいたします。 
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 次に国が平成２５年度より導入予定の次世代育成支援計画、いわゆる子ども子育て支援シス

テムの検討会議に対する、市の対応について伺います。 
 国の作業グループ、ワーキングチームで法施行を目指して議論されておりますが、本市でも

平成２２年から５年間をかけての次世代育成支援行動計画を策定しましたが、国の動向を注視

する中、近年、保育をめぐる環境の変化、保育ニーズの多様化を受けた望ましい保育環境のあ

り方の議論も必要であります。それに対する本市の見解と対応策についてお聞かせください。 
 さらに男女共同参画の視点から、また女性の社会進出、働く女性の権利を守るためにも、子

育ての負担を女性だけに負わせるのではなく、男性の育児参加をより実現するための環境整備

も必要ではないでしょうか。最近では、育児をする男性を指すイクメンという言葉が定着して

まいり、この私もこの年になって幼い子どもを２人抱え、イクメンにはいささか抵抗があり、

イクオヤジをやっておりますが、一歩踏み出してやってみると次々と新しい発見、感動があり

まして、誠に楽しいものであります。市としましても、今後不可欠となる男性の育児参画を推

進、後押しする支援策および育児に至るまでには男女の出会いが必要であり、強い結婚願望を

持っているが、なかなか言葉にできない独身男女がお出でであります。出会いの場をさりげな

く演出する、いわゆる婚活支援策についてお聞かせください。 
 さらに仕事と生活の調和、男女が働きやすい環境づくり、安心して子どもを産み育てる条件

整備が求められる中、社会全体で雇用に対する意識の改革が必要でありますが、市の取り組み

と、いわゆるワーク・ライフ・バランス実現のための具体的取り組みおよび長期景気低迷の中、

若年層を中心とした雇用就労機会を向上させるための具体策をお聞かせいただき、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、中川保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（中川啓次君） 
 大久保俊雄議員の一般質問、これからの笛吹市を担う世代が直面している子育て課題につい

てのご質問にお答えいたします。 
 はじめに子育てを社会や地域全体で支える効果的施策、事業展開の方向性についてのご質問

でありますが、近年の核家族化や夫婦共働きといった家庭状況から、子育ては親や家庭ばかり

でなく、地域全体で支えていく取り組み、環境づくりが必要となってきております。 
 現在、本市では平成２２年３月に策定いたしました、笛吹市次世代育成支援行動計画の後期

計画に基づき、市民の皆さまと協働しながら子育て支援を推進しております。具体的には、地

域における子育て支援策といたしまして、子育て中の親子が安心して集える場所の整備充実を

図るため、子育て支援センターを４カ所に、つどいの広場を１カ所に設置して、市内ＮＰＯ法

人等に運営をお願いしながら、子育てに関する相談や情報提供、また交流の場として多くの皆

さまにご利用いただいております。 
 今後も地域における子育て支援のニーズに対応していくため、子育て支援センターの充実に

努めてまいります。 
 次に、子育て世代の就労機会の増加および多様化に対応するための施策として、保育所の待

機児童を出さないため、保育環境の整備充実や延長保育や一時預かり保育、さらには休日保育

などの多様化する保育ニーズへの対応をはじめ、病児・病後児保育事業、また子育ての援助活
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動によるファミリー・サポートセンター事業により、仕事と子育ての両立を支援しております。

さらに子育て中の親子の交流や情報交換のための子育てイベントの開催なども行っております。 
 次に児童館・児童センターにつきましては、７カ所に設置しております。学童保育や放課後

子ども教室との連携を図りながら、安全に遊びながら情操豊かな児童の健全育成のため、今後

も充実してまいりたいと考えております。 
 次に国が平成２５年度より導入予定の、次世代育成支援計画に対する本市の対応策について

であります。 
 国が推進する次世代育成支援計画につきましては、新たに子ども・子育て新システムとして

計画されている内容であります。現在の国の進捗状況につきましては、関係する各省庁の担当

者で構成されております子ども・子育て新システム検討会議の作業グループで現在、検討が進

められているとのことであります。 
 作業グループは基本制度、幼保一体化、子ども指針の３つのワーキングチームを設置して、

国会への法案提出に向け準備が進められており、平成２５年度からの施行を目指して議論が行

われている状況であります。 
 市といたしましても、今後の国の動向を適切に把握しながら、新システムについて具体的な

方向性や役割について、研究・検討してまいります。 
 次に、性別に関係なく子育てできる環境整備に対する本市の具体策および男性の育児参画、

いわゆるイクメン支援策、独身男女の婚活支援策についてであります。 
 次代を担う子どもたちの子育て環境の整備につきましては、さまざまな担当課がその年代に

応じた施策を実施しております。母子保健事業においては、生まれる前段階から関わっており、

妊婦検診等により母子の健康の保持増進が図られております。 
 また、妊娠期間中にはマタニティスクールを開催して、やがて生まれるわが子を育てるため

の知識、方法を習得してもらっております。そのうちの１講座はパパ・ママスクールとして開

催し、父親となる方々に赤ちゃんの抱き方、おむつ交換、沐浴の仕方など知識や方法を体験し

ていただき、男性の積極的な育児参画を推進しております。平成２３年３月に発刊いたしまし

た笛吹市子育てガイドブックにおいても出産前から子育て支援事業の内容、多様化する子育て

支援に関わる情報を広く知っていただけるよう掲載し、お知らせしているところであります。 
 なお、育児について男性の育児参画をさらに推進するためのイクメン支援策についてであり

ますが、パパ・ママスクールなども、イクメンという言い方はしておりませんが、イクメン支

援の１つかと存じます。親として育児への関わりは非常に大切なことであり、父親として育児

を積極的に行う男性、子育てを楽しみながら生活する男性、いわゆるイクメンの育成や、すで

に積極的に育児に取り組んでいる父親の発掘や啓発などを行うとともに、父親の育児参加イベ

ント等の開催および支援をしてまいりたいと考えております。 
 去る１１月６日には、ＪＣ笛吹青年会議所の主催によりイクメンプロジェクトが開催され、

イクメン講座や父親が子育てに参加する催しなどが行われ、地域での取り組みも始まりました。

今後は、父親同士の仲間づくりを支援するネットワークづくりについても支援してまいります。 
 次に婚活支援策についてでありますが、本市では笛吹市結婚相談事業実施要綱に基づき結婚

相談事業を行っております。事業内容といたしまして、結婚相談員により月２回の結婚相談所

を開設しており、１１月１日現在、相談所への登録者は男性５６名、女性２０名の計７６名で、

これまで成婚により退会された方が９名おります。今後も相談業務を通して、登録者に対する
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支援を行っていきたいと考えております。 
 また独身男女の婚活支援の一環として、結婚相談員連絡会の主催による出会いイベントを年

１回開催しております。昨年度のイベントでも多数のご参加をいただき、３組のカップルが誕

生いたしました。今年度も民間の専門業者の協力をいただきながら、事前にセミナーも開催す

るなど、より魅力的な出会いイベントを開催する予定であります。 
 今後も多くの出会いを創出できるような出会いイベントを企画・開催するとともに、近隣の

イベント情報の提供なども行っていきたいと考えております。 
 次に子育て環境の整備には、社会全体の雇用に対する意識の変革が必要であるが、具体的取

り組みとワーク・ライフ・バランス実現の取り組みおよび、景気低迷の中でより多い雇用機会・

就労機会を向上させるための具体策についてでありますが、はじめにワーク・ライフ・バラン

ス、いわゆる生活と仕事の調和についてでありますが、本年３月策定しました第２次笛吹市男

女共同参画プランの重点目標の１つとして、男女が働きやすい環境づくりが掲げられており、

その中にワーク・ライフ・バランスの実践が盛り込まれております。市民に対するワーク・ラ

イフ・バランスの促進につきましては、安心して子どもを産み育てることができる環境づくり

として、今後も次世代育成支援行動計画に基づき、子育てと仕事や社会参加の両立支援に取り

組んでまいります。 
 また、プランに掲げる重点目標の達成に向けて、庁内横断的に施策への取り組みを進めると

ともに広報紙や市のホームページなどを活用し、市民の皆さまに広くご理解いただけるよう積

極的に情報提供や働きかけを行ってまいります。 
 なお、今年度は来年３月に開催されます市民協働フォーラムにおいて、男女共同参画に関わ

る講演会や活動報告を予定しております。 
 今後とも女性の就労環境の向上を図るとともにより子育てと仕事の両立支援に努め、ワーク・

ライフ・バランスの推進に向け取り組んでまいります。 
 なお、景気低迷の中でより多い雇用・就労機会を向上させるための具体策につきましては、

経済情勢は世界的に厳しさが続き、景気の先行きが不透明なことから企業の職員採用への慎重

姿勢が続いておりますが、本市では雇用対策の一環としまして、また市内企業の人材確保と市

民が安心して働ける場の就業支援対策として、笛吹市就職ガイダンスを平成２１年度から実施

しております。今年度で３年目となりますが、社員・職員を募集している市内の企業と就労希

望者を就職ガイダンスという形で引き合わせ、就労機会の向上に向け、取り組んでいるところ

であります。 
 議員ご指摘のとおり、子育てを家庭ばかりでなく、地域・社会全体で支えていくためには地

域住民や企業・事業所等の理解と協力が重要となってまいります。 
 今後も次代を担う子どもたちが心身ともに健康で明るく育ってくれることを願い、子育て環

境の充実、子育てと仕事の両立支援をさらに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） 
 再質問、大久保俊雄君。 

〇１６番議員（大久保俊雄君） 
 時間の関係もありますので、４点お伺いしますけども、まずは子ども子育て新システム、こ

れは大きな議論のポイントが２つあるんですね。まず幼児教育や保育の質の向上ということで、
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保育所の業務再編や配置基準の見直しおよび処遇の改善、こちらについて市のお考えはいかが

かということと・・・。 
〇議長（小林始君） 

 大久保君、一問一答です。 
〇１６番議員（大久保俊雄君） 

 では、それでお願いします。 
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） 

 大久保俊雄議員の再質問にお答えいたします。 
 国が２５年度より導入予定であります子ども子育て新システム、そんな議論の中で幼児教育

や保育の質の向上策、保育士の業務再編、あるいは配置基準の見直し、処遇の改善といったご

質問でございます。 
 幼保一体化というのが、子ども子育て新システムの中の１つの大きな柱でありますけども、

この創設案では保育所と幼稚園を一体化し、質の高い幼児期の教育や保育の一体的提供、また

家庭での子育て支援の充実と、こういったものを達成するという内容が盛り込まれて議論され

ているというところであります。保育所が子ども園に一体化された場合には、保育に教育的内

容を盛り込んでいく必要がございます。また現在の保育所における保育指針の見直し、そういっ

た必要が出てまいります。 
 それから保育士の幼稚園教諭の資格といった、そういった課題も考えていかなければなりま

せん。これまでのところ、既存の保育所や幼稚園をそのままにしながら、新たに子ども園を設

置するというふうな方針のようであります。国の方針がもう少し明確に示された段階で、市と

いたしましても、今後の新システムでの対応につきまして考えてまいりたいと、体制整備を図っ

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） 
 大久保俊雄君。 

〇１６番議員（大久保俊雄君） 
 このシステムのもう１つのポイントが保育環境の整備・充実に向けてということで、保育士

の加配をはじめ、保育士研修の促進や安全対策および施設の改善整備というものが大きな柱と

なっておりますけども、そちらのほうの、検討中ではありますけども、２５年、近未来、近い

将来ですので、そちらの今での見解をお伺いしたいと思います。 
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） 

 保育士の加配をはじめ保育士の研修の促進、また安全対策、施設の改編整備といった、もう

１つの大きな柱についてでありますけども、保育士の加配につきましては、現在、児童福祉の

配置の基準に基づきまして、配置を行っております。新システムになりますと、この実施主体

が市町村になるということから、この配置基準の内容も含め、自治体の裁量に委ねるといった

方針のようであります。場合によっては、自治体によりまして格差が出てくるようなおそれも
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予想されるわけであります。保育士の加配につきましても、今後の国の動向を注視する中で、

民間保育園とも連携を図りながら、適正な配置となるよう対応してまいりたいというふうに考

えております。 
 また保育士研修の促進、安全対策等につきましては、平成２１年度に笛吹市保育所ビジョン

を策定いたしました。このビジョンに基づきまして、市内の公立、私立の全職員を対象にノロ

ウイルスなどの感染症対策、また保育中の事故防止対策といった安全対策の研修も取り入れて、

年間に２回から３回の研修会を実施しております。また県単位で実施されます保育士の研修会

もいろいろあるわけですけども、積極的に参加をさせるなど保育士の資質の向上、また安全対

策に取り組んでいるところであります。 
 また施設の改善整備でありますけども、保育所の場合には２年に一度、特殊建築物の定期検

査がございます。この中で指摘を受けるようなこともあるわけですけども、こういったものに

対しましても、できるだけ事前に、改善に取り組むなどして、安心・安全な保育環境の整備に

努めているところであります。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 大久保俊雄君。 

〇１６番議員（大久保俊雄君） 
 本市にしましても、新年度の保育所の入所申し込みが２週間前に締め切られましたけども、

現在とりまとめ調整段階であるということでありますけども、受け入れ状況と前々年に１カ所、

２カ所、集中したというような問題点もあったわけですけども、調整状況はそこらへんはいか

がでしょうか、お伺いします。 
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） 

 新年度、平成２２年度の保育所の入所の申し込みについてのとりまとめ状況、また調整状況

はどうかとのご質問でございます。 
 平成２４年度の新規、また継続の入所申し込みにつきましては、去る１０月２４日から１１月

１１日まで受け付けを行いまして、現在、その申し込み書類の審査を行っているところであり

ます。入所要件によりまして、継続あるいは新規、集計をいたしまして、定員を超えた保育所

につきましては、審査選考基準に照らし合わせる中で、入所調整をさせていただいております。 
 現段階での状況でありますけども、継続の申し込み数が１，５６５名の入所希望と。それか

ら新規申し込みが３９９人ということで、合計で１，９６４人の申し込み数となっております。

市の公立、私立の園の定数の合計は２，０８０でございますから、それよりは収まっているわ

けでございますけども、定員を超えて入所が必要な保育所というのがいくつかございまして、

現在、石和の第三保育所、それからわかば保育園の２園につきましては、ともに１歳児、３歳

児といったところを、保護者の方と調整をさせていただいているところであります。 
 なお、調整後も受け入れ可能な園につきましては、随時入所の受け付けをしている状況でご

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） 
 大久保俊雄君。 

〇１６番議員（大久保俊雄君） 
 今、調整ということで、オーバーした、漏れた方に対する納得といいましょうか、説明です

か。特定の、市であれば均一にならないわけですけども、その説明と、ゼロから３歳未満児、

これがオーバーされた方の納得のいく説明、こちらのほうはどういうふうにされているんでしょ

うか、お伺いします。 
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） 

 例えば調整を、１歳児で、例えば受け入れが３名可能なところへ１０名くらいの申し込みが

きているような事例がございます。そういった場合には、申し込みの段階で第１希望、第２希

望、第３希望を書いていただいておりますので、その中で調整をさせていただいているという

状況であります。 
〇議長（小林始君） 

 大久保俊雄君。 
〇１６番議員（大久保俊雄君） 

 父親の育児支援に関しまして、今、具体的に父親同士の仲間づくりを支援するネットワーク

づくりを検討という回答がありましたけども、具体的な内容とスケジュールをお聞かせくださ

い。 
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） 

 父親の育児支援、育児参加に関しての父親同士のネットワークづくりへの支援を市としても

考えている、このことについてのご質問でありますけども、今、市では父親の子育て支援を推

進していくための子育てイベント等への父親の皆さんの参加を、子育て支援センターなんかを

通じて、積極的に参加の呼びかけをしております。最近では育児イベント、また子ども祭りと

いったイベントへもお父さんと一緒に参加する子どもさん、お父さんと参加する親子もかなり

多くなってきております。また現在、地域子育て支援事業の一環といたしまして、つどいの広

場、旧保健所の中に設けておりますけども、つどいの広場を利用いたしまして、地域での子育

て力を高めるための取り組みとしての毎月第１日曜日をパパの日ということで定めまして、毎

月、父親サークルの育成ですとか、父親の皆さん方が集い、交流あるいは情報交換、また子育

てに必要な支援、そういった内容で毎月開催されているところであります。毎月２０組前後の

参加もあるようですけども、今後もこういった取り組みを継続的に行いながら、また地域での

取り組み、それから青年会議所で行われたような事業などを通じまして、父親同士のグループ、

あるいは仲間づくりといったものを支援しながら、そういった広がりをつくっていきたいと考

えております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 大久保俊雄君。 
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〇１６番議員（大久保俊雄君） 
 あと、最後に１点。例えば就職活動、婚活、これは強制ではないし、さりげないお膳立てと

いうことで、このスコレー市民講座なんかを開設する中で、例えば第一印象に強いインパクト

を与える講座ですとか、心理学による講座ですとか育児推進、またともすれば市民にもよく分

かる財政分析の講座とか、そういった広報とか見られない方、また楽しい、わくわくドキドキ

するような学習をしながらやることも必要ではないかと思いますけども、その点はいかがでしょ

うか。それを最後に伺いたいと思いますけど。市民活動の、スコレーの活用ということです。 
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） 

 大久保議員の再質問でございますが、スコレーの活用等という中で、婚活につきましては現

在、結婚相談員さんが相談にあたっております。ただ、昔と違いまして、来たらいきなり結婚

だけを進めるということではなくて、自分磨きもしていただくというふうな相談を受け付けて

いただいて、みずからがそういったイベントに参加していただけるような仕組みをしておりま

す。そのへんもまた、スコレーの講座等も活用していきたいなと考えております。 
 それから、もう１つでございますが、出会い系のパーティを今、４年ぐらい前から民間に委

託をして進めております。やはり、これも民間のノウハウを生かした中で、先ほどの答弁の中

にございましたが、事前のセミナーをしていただいて、やはりおしゃべりの仕方ひとつから始

めて、自分をある程度、磨いていただくというふうなことから始めておりまして、参加者から

は好評をいただいているというような状況でございますので、今後もそうしたことを進めてい

きたいというふうに考えております。答弁とさせていただきます。 
〇１６番議員（大久保俊雄君） 

 以上で、終了いたします。ありがとうございました。 
〇議長（小林始君） 

 以上で、大久保俊雄君の一般質問を終了いたします。 
 関連質問を許します。 
 網倉正治君。 

〇１番議員（網倉正治君） 
 大久保議員の子育て課題に関連して、２問、質問をいたします。 
 ２４年度に入学児童の受け入れが始まっていると思いますが、学校対応についてですが、石

和西小学校については、学校を新築して８年目になりますが、地域の人口増とともに入学児童

も多くなっております。２４年度には教室が不足するのではないかと聞き及んでいますが、教

室の不足があるのか。また今後も入学児童の増加が見込まれておるので、先取りした対応につ

いてお伺いをいたします。 
 また２問目として、先ほど枠配分の件で出てきました石和中学校北館工事に関わる内容につ

いて、詳しくお伺いをいたします。 
〇議長（小林始君） 

 １点目を、仲澤教育部長。 
〇教育部長（仲澤和朗君） 

 網倉議員の再質問でございますけども、石和西小学校の児童の増加に伴う教室のストックと
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いうことでございますけども、合併当初、一部分そういったことがございまして、平成１７年

でございましたか、増設させていただきました。以後につきましての教室不足ということはご

ざいません。 
 また、これからの推移ということでございますけども、特段、石和西小学校の児童数が増え

ているというような、私どものほうでも情報は得ておりませんし、またこれからの就学児に関

する情報にとっても、極端に増えていくということではございません。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 ２点目を、仲澤教育部長。 

〇教育部長（仲澤和朗君） 
 失礼いたしました。 
 石和中学校につきましては、今年度の予算につきまして、石和中学校の北館の改修と給食棟

の改修を計画して、現在、調査を行っております。石和中学校の改築といいますと全体という

ようなお話もございますけども、北館、バッテリー校舎というような、当時は大変、流行った

校舎ということで、その校舎を整備したようでございますけども、今現在は非常に、廊下がな

いということでございますから、使い勝手が悪いというようなことでございます。当時の教育

厚生委員の皆さまもご視察していただきまして、その校舎についての内容を見ていただく中で、

これから改修を進めていくということで、現在、調査中でございます。いわゆる今年度調査し、

それから実施設計を来年度行い、それから建築というような状況でございます。 
 以上で、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） 
 入学児童ということで、全体で増えていないというんですが、実質的に去年の入学時の児童

と今年の見込み児童はどのくらいになっていますか。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、仲澤教育部長。 
〇教育部長（仲澤和朗君） 

 私どものほうで得ている資料によりますと、平成２３年度につきましては、全体では３６６人

でございますけど、来年度、２４年度につきましては３７１名の児童になるというように推定

しております。約５名ほどの増加が見込まれる予定でございます。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 網倉正治君。 

〇１番議員（網倉正治君） 
 さっきは増えていないと言ったけども、現実には５名増えているから、そのへんの対応をよ

ろしくお願いいたします。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 関連質問を続けます。 
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 志村直毅君。 
〇２番議員（志村直毅君） 

 それでは、大久保議員の一般質問に関連質問をさせていただきます。 
 １点、予算編成において行政評価をもとに施策評価、事務事業評価をしながら編成していく

というような点についてですが、これまでにもさまざまな評価という部分で、市民が関与する

機会を設けていくべきではないかということを申し上げてきたわけですが、行革の委員会もあ

るわけですけども、今後こうした施策評価、事業評価が進んでいく中で、市民が評価に関与す

る機会、こういったものをどんなふうに考えていかれるか、お聞かせください。 
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） 

 市民が評価にどのように関与していくのか、あるいは外部評価の投入というような視点かと

思いますけども、外部評価につきましては、現時点におきまして、しっかり内部評価をしなが

ら、そのことを公表することによりまして、市民のご理解をいただけるんではないか。いわゆ

る客観的な評価になるんではないかという視点で行っております。 
 市民の関与の方法でございますけども、いわゆる総合計画の検証という中で、現在、行政評

価の推進委員会という、市民の皆さまも委員になっていただいている会なんですけども、その

中で行財政改革の部分、当然それは総合計画にリンクしてくる部分もありますし、それは現在

行っております事務事業評価に関わってくる部分もありますので、そういった会の委員の皆さ

んからご意見をいただきながら、また私ども説明をしながら市民の意見の把握に努めていきた

いという点が１点。 
 それから大きく言いますと、これは評価の基礎資料となりますけども、毎年度末、市民の満

足度評価、総合計画に掲げる施策ごとに、ずばりではございませんけども、どのような点で満

足されているのか、満足していないのかと。それをもとに事務事業評価、施策評価までもって

いくという流れになっておりますので、そういった部分では市民の皆さんの意見も大方、反映

できるんではないかということでございます。 
 冒頭言いましたように外部評価、それから直接市民の皆さんに入っていただいて評価すると

いう部分については、これからの大きな課題になろうというふうに考えております。 
〇議長（小林始君） 

 志村直毅君。 
〇２番議員（志村直毅君） 

 ありがとうございました。 
 今般、さまざま市民の皆さんにも関心を持っていただいているような合併特例債活用事業等

もあるわけですけども、そうした折に合意形成ですとか、あるいは二元代表というようなこと

がよくキーワードとして出てきたわけですけども、二元代表という意味では私たちも議会議員

として、大きな意味での執行機関に対する評価、こういったこともしていくわけですけれども、

一方で市長をはじめ執行機関が直接市民にも責任を有しているという意味では、これは例えば

藤沢市で討論型世論調査、デリバティブ・ポールという手法を用いた方法ですとか、あるいは

総合計画の策定、あるいは改定にあたっては町田市での市民討議会というような手法。それか

ら、もう少し進むと我孫子市の提案型公共サービス民営化制度というようなものもあります。
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ぜひ、そういった他市の先行した事例等も参考にしながら、いろんな場面で、やはり市民が市

政に関心を今まで以上に持っていただいて、十分な情報のもとにいろいろな事業を評価する。

あるいは、市民の皆さんで担えるものは担い合っていくというようなことに、今後、財政規模

が縮小していく中で、市の取り組みとして、評価の１つのあり方として、そんなことも取り入

れていっていただけたらと思いますが、この点についてご見解をいただければと思います。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、池田経営政策部長。 
〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 １点は、現在取り組んでおります、いわゆる総合計画の将来像、それから市民との協働によ

るまちづくりの実現というところでございまして、いわゆるそのことを実現、それから推進し

ていく過程におきましては、当然、行政の行っている情報、そういったようなものも提供しな

がら、ここは市民の皆さんだけでできるという、そのへんの、市民の皆さんの合意を形成して

いかなければならないではないかというふうに考えております。 
 ただいまの議員の各自治体での取り組みにつきまして、これからも参考にさせていただきな

がら検討してまいりたいと思います。よろしくお願いします。 
〇議長（小林始君） 

 関連質問を続けます。 
 上野稔君。 

〇１７番議員（上野稔君） 
 １つ、時間がもうないので、春日居中学校のことなんですけども、生徒が山梨市のほうへ行っ

てしまうという、そういう事例が多くて、学校経営とかクラブ活動がなかなかできづらいとい

う話を聞いていまして、そのへん、学校区の見直しというのは教育委員会ではどのように考え

ているのか、見解をお願いします。 
〇議長（小林始君） 

 山田教育長。 
〇教育長（山田武人君） 

 校区の見直しにつきましては、合併の折に合併した折には校区の見直しを含めた形の中で検

討するというふうな申し送りがあったというふうに聞いております。それを受けまして、学区

の検討委員会を設けまして、その教育委員会については、そこに諮問をして校区の見直しにつ

いての検討をお願いしたわけでございます。そうすると、そこでは山梨総研のほうに調査を依

頼する中で、各ご家庭からアンケートをとる中で校区をどういうふうにしていくのかというア

ンケートをとった結果、学区の線引きをし直すのではなくて、区域境については親や子どもが

認めるならば、その学校へ行くようにするのがよいという中で、区域境を６地区挙げて、それ

でやればいいんではないかというような答申を受けました。ただ、そのときには地域のご意見

をよく聞く中で、地域の反対があるかないかということを聞く中で実施すべきというふうな形

で、答申を受けております。 
 それをもとに各地域とも話し合った結果、ちょうど２０年から、やっておりますことが、ちょ

うど２０年からその答申を受けて実施したのが成田と一宮の県営住宅がそれぞれの学校へ行く

ように親の希望、子どもの希望で行くようにする。そのときに松本とか成田地区も、いわゆる

弾力的な学区区域境にしたらどうかというお話をしましたけども、まだまだ合併のときのいろ
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いろな事情がありまして、それはうまくないというようなご意見がありましたので、そこは保

留になっております。 
 この問題が出てきたのは、桑戸地区の子どもたちが山梨南中のほうに行くと。特にサッカー

部がないから、サッカーをやりたい子が行くというふうなことで、この問題が出てきたわけで

ございます。教育委員会の中でも話になりまして、教育委員会の中ではやはり、ちょうど、そ

の新しい学区の体制にスタートして３年目ですから、お金をかけて調査もして、それは３年目

ですので、それは教育委員会のほうから春日居地区のほうへどうですかというふうなことは、

まだいたしませんけども、春日居地区のほうでその人数の問題があるので、もっと弾力的な区

域についてはぜひ実施するような方向でというふうな、地区としての申し入れがあれば、それ

は受け入れますよというお話で、当時の教育委員さんが春日居地区のほうへ来て、いろいろそ

ういうお話をして、地域としての声をまとめようという努力をなさってきたということが、こ

の問題が出てきたきっかけでございます。 
 山梨南中のほうは山梨市の教育委員会の考え方で、来たいという子は一応、受け入れていく

と。やはりスポーツというふうなことも考えてやっていますので、ハンドボールとか野球とか

いろいろなところで、例えば浅川のほうからも行っている子もいますし、特に春日居の桑戸地

区は川を挟んですぐですから、サッカーがないということで行っていますけども、実はサッカー

部ばかりではなくて、家庭科部とかソフトテニスとか、いろいろな子がそちらに入っている状

況です。 
 そういうふうな状況の中でこの問題が起こってきておりますので、教育委員会としてはまだ

そういうふうな検討委員会を立ち上げて、実施してまだ４年くらいしか経っておりませんので、

改めてもう１回、学区についてを検討するということは考えておりません。 
 次に行うのは、やはりその弾力化の区域をどうしていくかということについては、もし地域

からの要望があれば、その６つの地域の中で要望が、すでにそういう答申を受けておりますの

で、それについては考えていきたいというふうに思っておりますけども、今、山梨市のように

中学校を笛吹第１中学校、第２中学校、第３中学校というふうに全部やり直して、人数を同じ

ようにしたらどうかというご意見もあるようですけども、線引きについてはまだ考えていない

というのが教育委員会の見解でございます。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 上野稔君。 

〇１７番議員（上野稔君） 
 ぜひ、今、春日居の桑戸地区のことの話が出ましたけども、鎮目地区のほうからもこのまま

では春日居中学校が潰れてしまうばかりだという、そういう話も聞いていますし、まして石和

中学校がマンモス化という、そういう部分もありますので、ぜひ地域の中へ入って、教育委員

会として、ぜひ住民の意見を聞いていただきたいなというふうに思いますけどもいかがですか。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、山田教育長。 
〇教育長（山田武人君） 

 今、それにつきましては、地域審議会のほうで話をしております。地域審議会のほうで、そ

の話が出まして、地域審議会の中で会長さん、副会長さんが私のところへ来て、様子をお話し
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していただくということになっておりますけども、どういうところから、今、話が違うぞと出

ましたけども、何がどう違うのかよく分からないですけども、今、経過のお話をさせていただ

きます。そういう経過の中で、今の問題が起こってきている。ですから教育委員会のほうで、

その問題について受け入れるとか、受け入れないとかではなくて、常にそういう中で、３年前

にその話をして、そしてその中で一応、それは区域境という、ほかにも６カ所のうち２カ所だ

けがゴーサインを出したわけですけども、みんなやはり、自分のところが弾力化の区域になる

ということについては、なかなかＯＫをしないというような状況の中で、２つだけがそういう

スタートをしたわけでございます。 
 だから、例えば今のように、春日居地区のほうでやっぱりそういう問題が起こってきている

中で、そういう方向でいきたいというようなことを言ってくだされば、その問題については、

こちらでもそういうことで投げかけているわけですから、教育委員会のほうではそれをやろう

という話になって、今、言っているのは春日居地区のほうでそういう意見をまとめてください

ということで話がいっているわけです。 
 だから、その違うとかなんとかというのは、よく私のほうでも分からないですけども。合併

のときに、もうすでにそういう話をしようということで合併になって、たぶんこの議員さんの

中でも、その役員になってくださいましたけども、その中で検討委員会を設けた中で、今のよ

うな話を受けて、それを受けて、私どもは各地域にお話をして、地域の声を聞いた中で２つの

地域がよしということですから、それで進めたということです。ですから、そのあと、学区の

線引きをし直せというような意見については、そういう考えは持っていません。なぜならば、

学区の検討委員会で諮問を受けたときに、線引きよりも弾力的な区域の運営をしたほうがいい

と。そういうような答申を受けたんですから、それについて考えていこうということでござい

ます。だから、その違うというのは、あとでまた松澤議員さんとよくお話をさせていただきま

すけども、そんなことで私どもはいます。 
〇議長（小林始君） 

 関連質問を続けます。 
 （ な し ） 
 関連質問を終わります。 
 ここで、暫時休憩いたします。 
 ３時５５分、再開いたします。 

休憩  午後 ３時３９分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ３時５４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番議員、川村惠子君。 

〇２１番議員（川村惠子君） 
 議長の許可をいただきましたので、通告に基づき質問をさせていただきます。 
 まずはじめに、女性の視点による防災対策について伺います。 
 東日本大震災の被災地では、本格的な復旧・復興が急がれる一方、全国各地で今回の大震災
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の教訓を踏まえて、既存の防災対策を見直す動きが活発化しています。地域の防災対策に生活

者の声を反映させるためにも、女性の目線は大変に重要と考えます。 
 そうした中、女性の視点で既存の防災対策を見直すとともに新たな対策を検討するため、わ

が党は８月１８日、女性防災会議を立ち上げました。わが国の災害対策の根幹をなす防災基本

計画には２００５年に女性の参画、男女双方の視点が初めて盛り込まれ、２００８年には政策

決定過程における女性の参加が明記されました。しかし、今回の東日本大震災でも例えば着替

える場所がない、授乳スペースがないなどの声を耳にしました。また女性用衛生品や化粧品、

乳児のおむつなど支援物資の不足も目立ち、災害時における女性の視点の大切さが改めて浮き

彫りになりました。女性は地域に人脈を築き、地域のことをよく知っています。介護や子育て

といった具体的な経験を通じて、子どもや高齢者、生活者の視点を持っています。こうした女

性たちが災害時に担い手として、その力が発揮できるような仕組みが必要です。そこで、以下

の３点について伺います。 
 １点目、自主防災組や防災会議への女性委員の拡大を。 
 ２点目、避難所運営や防災備蓄品に女性の視点を。 
 ３点目、防災担当部局と男女共同参画部局の連携を。 
 以上で、１点目の質問を終わります。 

〇議長（小林始君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、山下総務部長。 

〇総務部長（山下真弥君） 

 川村惠子議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに、自主防災組織や防災会議への女性委員の拡大をについてでありますが、防災会議

の委員は行政機関や関係団体に協力をいただき、委員の推薦をいただき運営をしております。

今後につきましては、より多くの女性の推薦をいただくようお願いし、防災会議に女性の意見

や考えがより多く反映できるよう、してまいりたいと考えております。 
 また、災害時に重要な役割を担う各地区の自主防災組織においては、日赤奉仕団や民生委員

など多くの女性が活躍していると考えておりますが、それぞれの実情も考慮しながら女性の参

加をお願いしていきたいと考えております。 
 次に避難所運営や防災備蓄物資に女性の視点をについてでありますが、議員ご指摘のとおり

東日本大震災における被災者対応では、あらゆる分野から多くの課題が提示されましたが、そ

の１つに長期にわたる避難所生活が避難者に与える非常に大きなストレスが挙げられます。そ

の軽減策の１つとして、性別に配慮した避難所運営や災害備蓄品が有効であることが報告され

ておりますので、これまで以上に女性の意見を反映した対策を進めていきたいと考えておりま

す。 
 続きまして防災担当部局と男女共同参画部局の連携をについてでありますが、防災対策は多

岐にわたる分野との連携により講じなければならないものであります。市においても男女共同

参画の担当部署であります市民活動支援課との協議を含め、各部局間の協議・検討のもとで防

災対策を行っております。 
 今後の地域防災計画の見直しにおいても各部署、各機関との連携を図りながら、取り組んで

まいりたいと考えております。 
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 以上、答弁とさせていただきます。 
〇議長（小林始君） 

 再質問を行います。川村惠子君。 
〇２１番議員（川村惠子君） 

 私たち公明党の女性議員は、今回、全国の自分の所属しています行政のほうに、防災行政の

総点検ということで、調査をさせていただきました。笛吹市においても担当の方からアンケー

トに答えていただき、感謝をしております。その中で、笛吹市においては地方防災会議に何人

の方が登録されていますかということでお聞きしましたところ、２３人中１名、女性がという

ことの回答でした。そういった、今、全国的に女性の登用、３０％という目標の中で１名とい

うのはいかがなものかなというふうに思いました。そういった意味からも２３人中の１人では、

なかなか意見を言うことが厳しいと思いますので、そういった点、今後何人にする予定なのか、

お答え願います。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、山下総務部長。 
〇総務部長（山下真弥君） 

 お答えします。 
 防災会議条例、それから防災県議条例の第３条等、今、規則で決まっております。それに基

づいて委員の選出を行っております。現在のところ、日本赤十字社石和支部長さんが女性とし

て参画をいただいているところでございます。このへんの見直しも含めて、できるだけ多くの

女性の参画をお願いして、女性の意見が防災対策に役立つよう図ってまいりたいと思いますが、

数値目標等につきましては、今後の検討課題とさせていただきます。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 川村惠子君。 

〇２１番議員（川村惠子君） 
 それから平成２２年１２月に閣議決定がされまして、第３次男女共同参画基本計画において

は、新たに地域防災、環境、その他の分野における男女共同参画の推進として重点分野の１つ

に位置づけられました。そういった意味からも、今後、男女共同参画との部局との連携が重要

になってくると思いますが、具体的にどんな形で連携をしていくのか、ありましたらお答えを

願います。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、山下総務部長。 
〇総務部長（山下真弥君） 

 現在、県のほうで防災計画の見直しをしております。その中で、どういう形で案が示される

のか。あるいは決定がされるのか、今、注視をしているところでございますけども、本市にお

きまして、それを受けまして防災計画の抜本的な見直しをやらなければならない。そんな中で、

当然、防災会議の条例の見直しが必要であれば、その中で女性の登用ということもぜひ検討さ

せていただきたいというふうに考えております。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 
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〇議長（小林始君） 
 川村惠子君。 

〇２１番議員（川村惠子君） 
 多くの女性の意見が反映されるようによろしくお願いいたします。 
 それから、笛吹市においては防災担当の職員が４名おりますけども、すべてが男性というの

が現状です。そういった意味から防災の今後、見直すにあたっては、ぜひ女性の職員を配置す

ることが必要になるかと思いますが、その点についてよろしくお願いいたします。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、山下総務部長。 
〇総務部長（山下真弥君） 

 現在、消防担当、防災担当、４名おります。非常に外へ出る機会が多かったり、消防の担当

として相手が消防団ということもございまして、非常に女性の登用について考えなければなら

ない課題もあろうかと思いますけど、貴重なご意見ですので、今後の検討課題とさせていただ

きます。 
〇議長（小林始君） 

 川村惠子君。 
〇２１番議員（川村惠子君） 

 今、全国的に避難所運営ということで、避難所を運営するのはどうしても自治体の役員の方

が中心になりまして、またその中心になるのが男性ということで、今、いざそういうときに、

災害に遭われたときに避難所運営をどういった形で体験していくかということで、ＨＵＧを取

り入れて防災訓練を実施すべきではないかという、そういう自治体が増えておりますが、いざ

というときの迅速な対応を学ぶのには、このＨＵＧという体験が必要でありますし、訓練を通

じて市民同士の交流や避難所運営に対する意思向上が期待されるＨＵＧの体験研修については、

どのようにお考えでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、芦澤総務課長。 
〇総務課長（芦澤栄君） 

 自主防災会の女性の育成、大きく言いますとそうだと思います。今、私ども毎年毎年、先ほ

ど共助の部分の中で、自主防災会というのは役割が非常に大きい。また、その中での自主防の

リーダーさんといわれる、いわゆる地域の指導者、その育成につきましては峡東圏域を県と市

町村が一緒になって、毎年、リーダー研修等を行っております。今年も実は１２月１４日に甲

州市の中央公民館を利用してやるわけなんですが、毎年、笛吹市からも１０名、２０名、年度

によって違いますが、参加をしていただいております。むろん地域から選出していただいたリー

ダー候補生ということなんですが、残念ながら女性の推薦がないという状態です。今、私ども

の地域ではそういう研修の機会がございますので、ぜひ、地域の自主防災の会長さん方にお願

いをしまして、女性のリーダーさんの育成の研修会等へ、出席をお願いするようにお願いして

いきたいと思います。 
 以上です。 

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） 
 ぜひ、よろしくお願いいたします。 
 それから私は６月議会において、被災者支援システムの導入について質問いたしました。９月

には被災者支援システムの研修会があり、笛吹市の職員の方も数名、参加されたと伺っており

ます。その後の導入に向けての進捗状況をお聞かせください。 
〇議長（小林始君） 

 芦澤総務課長。 
〇総務課長（芦澤栄君） 

 先般、非常に有益なご提案をいただきました。それで先ほど、議員が言われた研修会へ私ど

も参加をさせていただきました。西ノ宮の地域で、そのパテントといいますか、ソフトは無料

で提供していただけると。しかしながら、当然、住民基本台帳ベースの機械にも接続しなけれ

ばなりませんから、いわゆるカスタマイズ的な部分の中で若干の費用がかかると。これは１つ

の市だけでやりますと、この費用が非常に膨大にかかりますので、実は山梨県内、今、共同化、

いわゆるＩＴ関係の共同化というものを進めておるんですが、その動きをにらんでおりまして、

全体的で、そのシステムの導入ができるような状況を早くつくっていただければと思います。 
 そんな中で、今、私どもで住基のシステムも共同化に向けて動いていますので、今、ちょう

ど時期をにらんでいるというような格好でございます。非常によいシステムだということは私

ども認識しておりますので、そこらで以上、答弁とさせていただきたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 川村惠子君。 
〇２１番議員（川村惠子君） 

 今、課長のほうから共同化の動きをにらんでという答弁をいただきました。ぜひ笛吹市がい

ち早く旗をあげて、ほかの市町村を引っ張っていただき、また支援システムが一日でも早く導

入できるようにお願いします。 
 それから、この大震災を受けてというか、淡路・阪神大震災においては本当に男性よりも女

性のほうが亡くなる方が多かった。あとは本当に各自治体においては、先ほども言いましたけ

ども、男性が主になって運営していく。なかなか女性の声が届きにくい。新聞報道ではあまり

報道されておりませんでしたけれども、本当に女性が悲しい思いをしたということもあります

し、例えば避難所の物資１つにおいても、なかなか、ミルクは届いても哺乳瓶等が届かなかっ

た。また、それを消毒することもできなかった。そういった細々したことが、なかなか女性な

らではの視点でしか気づくことができませんので、一日も早く、女性の、私たちも女性の立場

として、しっかり地域に出ていきたいと思いますし、また行政も女性がそういったところに参

画できるような地域づくりとして頑張っていただきたいなと思っておりますが、その点につい

てお願いいたします。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、河野市民環境部長。 
〇市民環境部長（河野修君） 

 まず災害のシステムでありますが、男女共同参画のほうから先に答弁を申し上げますと、今、

第２次プランを策定しまして、第２次プランに則って、今、推進をしております。言うまでも

なく、男女が性別に関わりなく、個性と能力を十分発揮できる地域づくりを目指しております。
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今、第３次の推進委員さんがおりまして、３０数名の推進委員さんがやはり職場部会、それか

ら地域部会、家庭部会とあるんですが、どうしても家庭と職場のほうは、ある程度、男女共同

参画が認識されて進んでおります。どうしても地域に入りますと、まだまだ男は働いて女は家

庭だという意識が強いものですから、そのへんを今、検討しながら来年度、地域に出向いて、

そのへんの男女共同参画の推進を図っていこうというふうにしております。 
 さて、職場においても年に一度は職員を対象に、そういった意識を持っていただけるような

研修もここ数年、総務部の総務課のほうの研修計画の中に盛り込ませていただいて、推進をし

ているという状況でございます。 
 なお災害時の、議員さんのご指摘のとおりでございまして、女性ならではのその災害の体制

づくりもあると思いますので、また私どもも男女共同参画の推進担当としましては、総務課の

防災担当と力を合わせて協議をする中で進めていきたいというふうに考えております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 川村惠子君。 

〇２１番議員（川村惠子君） 
 ぜひ笛吹市といたしましても、各市町村というか、ほかの市町村のアンケートの回答の中に、

やっぱり男女共同参画部局主催で女性の視点から考える防災と題して、いろんな講演とか研修

会をされているようです。そういった研修会の予定を立てていただきたいと思いますが、予定

はありますでしょうか。 
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） 

 ２３年につきましては、すでに研修計画等が終了しておりますので、２４年度以降、防災等

にも視点を向けまして、検討させていただきたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 川村惠子君。 
〇２１番議員（川村惠子君） 

 本当に防災はいざというとき、災害はいざというときには、常日ごろ、そういった訓練を受

けていないと、いざというときにはなかなか行動できないというのが現状であります。この平

時のときに、いろんな角度から女性の意見を伺いながら、１つでも防災対策が充実するように

願いまして、１つの質問を終わります。 
〇議長（小林始君） 

 ２問目の。 
〇２１番議員（川村惠子君） 

 次に、市営住宅について質問をさせていただきます。 
 市営住宅に入居する際、連帯保証人の条件は笛吹市においては、市内に住民票、印鑑登録の

ある方。２として所得が年額１８０万円以上あり、納税されている方。３として、公営住宅以

外に居住されている方となっています。このすべての条件を満たす方が見つからず、入居を諦

めざるを得なかった事例や連帯保証人探しに明け暮れた市民から、なんとかしてほしいとの切

実の声を聞いています。 
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 入居希望者の中には核家族化が進み、かつ他人との交流が疎遠となりつつある世の中、また

高齢化などに伴い、とても難しくなっています。人口増加の施策として、また住民環境の観点

からも、ぜひ市民目線での条件緩和をすべきと思いますが、市のお考えをお聞かせください。 
〇議長（小林始君） 

 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、佐藤建設部長。 

〇建設部長（佐藤貞雄君） 
 川村惠子議員の一般質問、市営住宅についてにお答えをいたします。 
 ご質問の入居の際の連帯保証人の要件につきましては、笛吹市営住宅条例の第１１条の中で

市内に居住をし、かつ入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、市長が適当と認める保証

人の連署する市営住宅賃貸借契約書を提出することとなっております。 
 この条文中の市内に居住する者と規定している根拠につきましては、連帯保証人の資格審査

等の実態調査、契約義務履行に関する連絡、調整等などの確実性を期すること。また、仮に家

賃の滞納等があった場合、連帯保証人の居住範囲が広範囲になりますと督促等の業務などに支

障を来たすことが考えられ、これまではこの規定により運用してまいりました。しかしながら、

連帯保証人の条件がそろわなかったために入居を断念せざるを得なかったケース等を踏まえ、

今後、緩和に向けて検討してまいります。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 再質問を行います。 
 川村惠子君。 

〇２１番議員（川村惠子君） 
 今、部長の答弁を聞きまして、平成１８年の１２月に同一の質問をいたしました。そのとき

の答弁とまったく一緒で、そのときは今後、研究課題とするとの答弁でした。では、この５年

間、どういったような研究をされたのか伺います。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、佐藤建設部長。 
〇建設部長（佐藤貞雄君） 

 今の答弁のほうで、しっかり理解を得られなかったということでありますので、もう一度、

改めてお答えをさせていただきます。 
 当然、今、当初１８年からこういった質問等を受けて、今日に至っております。今、私の答

弁した内容については、特に連帯保証人の要件等に市内に住所を有すると、この内容を、今言っ

たような、いろんな入居できなかったというようなことも考慮した中で、この枠を県内に拡充

をしていきたいと考えております。そういったことで、連帯保証人の市内居住を県内に拡充す

ると。そういった中で、先ほど緩和に向けて検討しますと、そういったお答えをさせていただ

いた内容であります。 
 したがいまして、１８年の当初の質問に対して、まったく同じ答えということではありませ

んので、このへんについては緩和していきますと、そういった答弁をさせていただきました。 
 以上です。 
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〇議長（小林始君） 
 川村惠子君。 

〇２１番議員（川村惠子君） 
 では市内から県内に緩和するということで、よろしいでしょうか。 

〇議長（小林始君） 
 佐藤建設部長。 

〇建設部長（佐藤貞雄君） 
 そういう方向で検討いたします。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 川村惠子君。 

〇２１番議員（川村惠子君） 
 具体的に、いつぐらいになるでしょうか。 

〇議長（小林始君） 
 佐藤建設部長。 

〇建設部長（佐藤貞雄君） 
 当然、条例等の一部の見直しが発生しますけれども、それらの整備等を踏まえた中で、２４年

度の、早い時点からそういった形で移行して改正をしていきたいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 川村惠子君。 

〇２１番議員（川村惠子君） 
 ありがとうございます。 
 先ほどもなかなか高齢化だったり、少子化だったり、地域に疎遠だったりという中で、保証

人がどうしても見つからない状況の中で、平成８年の８月、公営住宅法の一部改正をする法律

が施行されております。その後、同１０月には建設省住宅局通知で、保証人になってくれる人

がいない場合でも、本人の家賃の支払い、その他賃貸借契約に基づく債務の履行について、誠

意と能力が認められるときには、保証人は必ずしも要しない。また公営住宅が住宅に困窮する

低額所得者の居住の安定を図ることを、その役割としていることに鑑みると入居者の努力にか

かわらず、保証人が見つからない場合には、保証人の免除などの配慮を行うべきであるとあり

ます。そこで通達の趣旨を生かして、家賃の支払い能力や意思がありながら保証人が見つから

ない入居者を本市の市営住宅第１１条の、特別の事情がある者と認める対象に含むという考え

はありますでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 佐藤建設部長。 
〇建設部長（佐藤貞雄君） 

 たしか、そういった公営住宅法のそういった決まり等もあるわけですけども、逆に民法にお

きましては、他人の債務を履行しない場合にはその方に代わって履行していただくと。そういっ

た民法もありますけども、私どももやはり、この滞納等の問題がありますので、連帯保証人と

いうものを民法に基づいてつくっていただいて、入居をしていただきたいと。これが基本的な
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考えになります。 
 したがいまして、先ほど過去の答弁よりもさらに緩和した形の中で、市としては県内に住ん

でいる方であれば連帯保証人を認めますというふうに、そういった１つの枠を広げた中で今後

対応していきたいと考えております。ぜひこの点について、ご理解をいただきたいと思います。 
 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） 
 滞納問題に対しましては、市を挙げて取り組んでいる状況はよく分かります。そういった中

で、市営住宅に入居している方が滞納した場合、何カ月くらいで連帯保証人の方に連絡がいく

のか。それと現に連帯保証人の人が代わりに家賃を納めているのか、今、状況を教えてくださ

い。 
〇議長（小林始君） 

 佐藤建設部長。 
〇建設部長（佐藤貞雄君） 

 特にこれにつきましては、滞納等の問題については、建設経済委員会でも報告、指摘されて

おりまして、特に連帯保証人への連絡とかそういったものについて、やはり同じ、入居してい

る方と、責任を同等近くに持っていただきたいということの指摘等がありまして、今現在、そ

ういった滞納を行った方には連帯保証人に連絡をとって、南館に来ていただいて、それらの解

決策についてお願い方々、ご理解を求めながら進んでおります。 
 今のところ何カ月という、そういった形の中ではやっておりませんけども、今までの経過の

中で、滞納している方の連帯保証人まで、こちらに来ていただいてご理解を求めながらやって

いっている、そういった状況であります。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 川村惠子君。 

〇２１番議員（川村惠子君） 
 滞納といった部分では、どうしても１カ月、２カ月、３カ月になりますと、なかなか溜まる

と払えないものですよね。そういった意味からは、早期に、滞納されている方に電話連絡なり、

訪問するなりはされていると思いますが、そのときの状況を教えてください。 
〇議長（小林始君） 

 佐藤建設部長。 
〇建設部長（佐藤貞雄君） 

 まったく、ご質問のそのとおりの内容ですので、溜まれば溜まるほど厳しくなりますので、

担当としましても１カ月とか、２カ月とか、そういった単位の中で早めに督促等を行って、ま

た場合においては臨戸訪問等を行いながら、そういった滞納が積み重ならないように今現在、

努力をしております。 
 そういった、また特に滞納されている方については当然、南館のほうに来ていただいて、さ

らに分納誓約等も取り交わす中で、そういった滞納を解消しながら進めている状況であります。 
 以上です。 
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〇議長（小林始君） 
 川村惠子君。 

〇２１番議員（川村惠子君） 
 皆さんの生活する上で住居ということは、大変に重要なことだと思っております。本当に市

内に限られた保証人を探すことは困難にある中で、県内に拡大していただくということは大き

く前進したと思っております。今後とも住みよいまちづくりのために、また市営住宅に住んで

よかったというふうに、そういった意味からもさらに推進をしていただきたいと思っておりま

す。時間が少し余りましたけども、これで質問を終わります。 
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。 
 渡邉清美君。 

〇２０番議員（渡邉清美君） 
 川村惠子議員の質問に対し、関連質問をさせていただきます。 
 はじめに女性の視点における防災対策についてですけど、阪神・淡路大震災のときも、そし

て東日本大震災のときも報道はされませんでしたけども、本当に女性の人権を傷つけられる事

件が多々ありました。これを発表するのが、自分自身にはできないという女性もいますし、し

ようと思って勇気を持って言おうとすると押さえつけられてできなかったと。そういうことが

ありまして、本当に私たち女性としても例えば若い女性の場合は、結婚前であればその人の結

婚に対する考え方も変わってしまう、一人の人生を狂わしてしまうような事件が多々起きてお

ります。 
 こうやって、職員の方が東日本大震災のときも現地のほうに派遣されて、笛吹市の職員の方

も行かれましたけども、目的が違いますからこういった避難所の運営のほうまでの話は聞いて

こなかったかと思いますけども、もしそのへんについて広い範囲のことに対して、職員の方が

知っている場合もありますので、今後そのことについて聞いていただきたいと思いますけども、

もし知っているような何かがありましたら、そういうことを今後の女性の視点からの防災に対

して、そういうところにそういう方も一緒に会議の中に入っていただいて、意見を述べていた

だくような考えがあるかどうか、そのへんのことを聞きたいということと、そしてあと本当に

言いたくても言えないという、その現場でありますので、何か市としての対応、そういった声

があるかどうか。市民の方たちのそういう何かの問題があるかどうか、そういう意見箱ではな

いですけども、そういった対応が今後、もしこの笛吹市、山梨県に震災が起きたときに考えて

いらっしゃるかどうか。この間も県のほうで企画しまして、阪神・淡路大震災のときに報道に

携わった女性の大学の教授の方が来て、お話ししてくださいましたけども、開口一番で言った

言葉が「次の危ないところに来ました」と。そういう格好で、本当にいつ起きてもおかしくな

い震災ですので、私たちもしっかり、これには取り組んでいきたいと思っております。 
 その運営所内での何か問題を言いたいんだけど、言い出すことができない。それに対しての

なんとなくの連携というか、それをキャッチする手段ということまで、そこまで考えて対策が

何かございましたら教えていただきたいということと、もう１点、これは女性ばかりではあり

ません。子どもさんも男性の方もそうです。職業とか一切失った場合、いろんなことでもって

心のケア、建物の復興とか道の復興はしますけども、本当に心の復興をまず第一に考え、その
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建物とともに、希望を持って市民の皆さま方がこれからの人生を生きていかなければならない。

そのことに対しまして、東日本のほうでも専門家で心のケアをしていくということもあります

けども、そういった面に対しての何か対応をお考えになっておられるか、お聞かせください。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、山下総務部長。 
〇総務部長（山下真弥君） 

 非常に難しいというか、きめ細かな視点からのご指摘をいただきました。現状、非常にその

へん手遅れという、遅れている分野だというふうに考えております。実際、われわれも現地の

ほうへ行ってきましたけども、長い時間、現場へ行って、今、ご指摘のようなところまで踏み

込んだ、生の声をつかんでいるという状況ではございません。 
 それから、そういうような対応のシステムを今、考えているかどうかということでございま

すけども、今、申し上げましたとおり、今後の課題になるかなと思いますが、１点、職員の中

で現地のほうへ保健師が行っております。保健師は心のケアを中心に、対応をしてきておりま

す。そのへんの実際の生の声を今後の防災対策、心のケアに役立てていく方法を考えていきた

い。それから、社会福祉協議会のほうでも現地のほうへ行っております。避難対策に関係しま

しては避難対策、それから避難所の運営等につきましては、社会福祉協議会の力を借りなけれ

ばできない課題であります。社会福祉協議会のほうにも専門家が多数いらっしゃいますので、

診療心理士とか社会福祉士とか、そういう専門家のご意見もいただきながら、今後の防災対策

に役立てていけたらなというふうに考えております。貴重なご意見、ありがとうございました。 
〇議長（小林始君） 

 渡邉清美君。 
〇２０番議員（渡邉清美君） 

 ありがとうございました。 
 保健師さんのほうには今後、認知行動療法とかいろいろなこともありますので、そういった

研修にも出席することと思いますけども、またそういう点のほうの、いろんな研修なんかも考

えていらっしゃるかどうか、ちょっとお聞かせいただきたい点と、それとあと１つ、実はトイ

レの件なんですけども、トイレは・・・。 
〇議長（小林始君） 

 渡邉清美君、一問一答でよろしいですか。 
 （はい。の声） 
 答弁を、山下総務部長。 

〇総務部長（山下真弥君） 
 研修のことでございますけども、ご指摘のとおり、大震災を受けまして心のケアとか、それ

から女性の視点からの研修、さまざまあろうかと思います。これにつきましては、積極的に参

加させていただいて、スキルアップに心がけたいというふうに思います。 
〇議長（小林始君） 

 渡邉清美君。 
〇２０番議員（渡邉清美君） 

 避難所生活のトイレの件なんですけども、実はトイレが汚すぎて、汚れすぎて行く気になれ

ないということが実際あったそうです。そして水を飲むのも控えたり、いろいろしたことでもっ
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て、高齢者の方々なんかは地震では命が守れましたけども、そのあとの避難所生活で命をなく

される方も多々あります。特に男性の皆さんには分からないかもしれませんけども、女性の体

としまして、本当にトイレを我慢していたということに対しての病気が多く発生いたしました。

その点に対しましても、夜とか、明るく、あんまり真っ暗の中で行く気にもなりませんし、ト

イレの仮設トイレの戸数とか、そういうのは大体、大まかに決まっているのか。明るさとか、

そういう点は今の段階で考えているのかどうか、ちょっとお聞かせください。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、芦澤総務課長。 
〇総務課長（芦澤栄君） 

 関連質問にお答えします。 
 仮設トイレの戸数、場所、その照明等々については、今のところ計画が出ておりません。し

かしながら、今、私どもは震災が来た段階で、まず命を守ること。当然、人にとって排泄とい

うのは大事なことでございます。そこで簡易式のトイレを逐次、今、整備をしております。こ

れは先般の一般質問でも若干お話しましたが、いわゆる凝固財が中に入ったものが５００シー

ト、それが１つの一本になっているものを今、数個備蓄、毎年毎年、備蓄しております。当座、

使用していただく。今、議員がおっしゃっていただいた提案と申しますか、それについては、

長い目の中で、１つは長い避難所生活になるかもしれません。そうした中で再検討をしていか

なければならない問題だという認識をしております。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 渡邉清美君。 

〇２０番議員（渡邉清美君） 
 次に２問目の市営住宅の関係ですけど、連帯保証人の件なんですけども、連帯保証人が亡く

なったとか、そういうときがありますよね。その契約の年数はどのくらいでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、佐藤建設部長。 
〇建設部長（佐藤貞雄君） 

 連帯保証人が亡くなった場合は、入居者のほうから申し出ていただいて、代わりの方を見つ

けていただきたい。そういった形で進められております。よろしくお願いします。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 関連質問を終わります。 
 一般質問を続けます。 
 １９番、中川秀哉君。 

〇１９番議員（中川秀哉君） 
 ただいま、議長の許可をいただきました。通告に従いまして、これより一般質問をさせてい

ただきます。 
 今回は２問、質問させていただきますが、第１問目といたしまして笛吹市の財政健全化に向

けた適正な政策の導入を求むです。 
 今、地方自治体は財政の健全化に向け、公的不動産を経営的な観点から捉え、賃貸運用や売
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却などを含めた有効活用や最適化を図っていくため、いわゆるＰＲＥ戦略の検討・導入が求め

られております。さらに公共施設や社会インフラなどの老朽化対策としての維持・更新の必要

性が指摘される中、民間の資金やノウハウを活用する、いわゆるＰＦＩ方式が注目されている

ところでございます。 
 本市も住民のニーズを尊重しながら、合併７周年目を迎えた折、今後、中長期的なことを視

野に入れる中で公共・公益的な目的を踏まえつつ、経済の活性化および財政健全化を図るべく、

適切で効率的な管理・運用を進めていくための、いわゆるＰＲＥ戦略や公共施設の計画的な維

持・更新をするために、官民連携で民間の知恵や資金を生かす手法の活用など、検討・導入に

向けた取り組みにより、今後の適正な政策の実現が望まれると考えますが、本市の取り組みに

つきまして、以下お伺いいたします。 
 １問目としまして、市の所有する公的不動産等の評価について。 
 ２といたしまして、事業仕分けによる公的不動産の賃貸や売却について。 
 ３といたしまして、事業仕分けによる部局横断業務の簡素化と職員の適正化について。 
 ４といたしまして、改正ＰＦＩの手法を取り入れた公共施設の運用について。 
 ５問目といたしまして、合併特例債の有効性についてでございます。 
 以上。 

〇議長（小林始君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、山下総務部長。 

〇総務部長（山下真弥君） 

 中川秀哉議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに市の所有する公的不動産等の評価についてでありますが、現在は総務省方式改定モ

デルの連結貸借対照表、いわゆるバランスシートによりまして公共資産の有形固定資産として

土地、公共施設、設備、道路、水路について過去の取得価格、建設事業費の積み上げにより算

定し、平成２１年度は１，８２４億円と公表しております。 
 今後、公有財産台帳の整備により市の所有する土地の道水路以外については１筆ごと路線価、

または固定資産税地目別平均単価を基準に評価額を算出し、また建物については１棟ごと取得

価格、または構造別・用途別保険単価を基準に評価額を算定したものを公用財産の評価として

公表したいと考えております。 
 次に事業仕分けによる公的不動産の賃貸や売却についてでありますが、合併に伴い行政機能

の再編、統合により公共施設の空きスペースが発生したものについては、笛吹市公有財産管理

規則に基づき賃貸契約を結び、活用されております。 
 その他、公共施設の空きスペースについても、施設を管理する担当課が使用内容を判断し貸

し付けており、今後も空きスペースが発生した場合は申請者の使用目的を検討し、貸し付けを

進めたいと考えております。 
 市で所有する未利用地について現在、隣接者等の有効利用が図られ、申し出があった物件に

関しては公有財産管理運用検討委員会で検討し、条件の合ったものについては公有財産管理規

則により処分を行っております。 
 今後は、将来的に行政財産として利用されない売却可能資産の洗い出し、個別物件の利活用

方針を検討し、住民に公表しながら有効活用できるよう処分、貸し付けを行いたいと考えてお



 ９２ 

ります。 
 次に事業仕分けによる部局横断業務の簡素化と職員の適正化についてでありますが、第２次

行財政改革大綱では、改革の基本方針の１つである小さな市役所の実現の中で、その手段とし

て組織機構、定員の見直しとともに行政の仕事の守備範囲を見直し、民間活力の導入を進める

ことを挙げており、鋭意取り組んできたところであります。 
 今後につきましても外部委託や指定管理者制度の推進と併せ、効率的で機能的な事務が執行

できますよう組織の見直しを図ってまいります。 
 続きまして改正ＰＦＩの手法を取り入れた公共施設の運用についてでありますが、本年６月

に改正ＰＦＩ法が公布されました。大きな改正点としては対象施設の拡大、民間事業者による

提案制度の導入、公共施設等運営権の導入が挙げられます。 
 議員ご質問の公共施設等の運用につきましても、この改正の中、ＰＦＩ事業者が運営権の設

定を受けることができるようになります。この設定によりまして施設の運営や維持管理を行い、

利用料金をＰＦＩ事業者の収入として、収受することができるものと思われます。 
 今後、国において改正ＰＦＩ法の基本方針やガイドラインが策定されることとなると思いま

すが、これらも研究する中で、公共施設建設における本市に最もふさわしい官民協力の形態を

検討してまいります。 
 次に合併特例債の有効性についてでありますが、合併特例債は市町村の合併の特例に関する

法律により、期限内に合併した市町村のみが発行できる起債であります。他の起債と比較して、

財政面と活用範囲の広さの２点において、大変有効性があると言えます。まず財政面において、

起債対象事業費のおおむね９５％を借り入れることが可能であります。またその後の返済にお

いて、元利償還金の７０％が交付税措置され、自治体の負担が大幅に軽減されるものでありま

す。この財源措置は、他の事業債よりも格段に優遇されているところであります。 
 次に活用範囲の広さでありますが、合併時に策定した新市建設計画に基づいて行う事業のう

ち、道路橋梁整備などの合併町村相互の交流や連携を円滑にする事業。施設の整備・改修など

合併町村間の均衡発展に資する事業。また、類似の目的を有する施設を統合する事業にも活用

できることから、新市としての必要な基盤整備やインフラ整備における大部分の事業を合併特

例債により行うことが可能となります。今後も事業を厳選し、有効活用を図ってまいります。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 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。 
 再質問を行います。 
 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。 
 このＰＲＥ戦略でございますけども、これは国土交通省のＰＲＥ戦略を実践するための手引

きという項目の中で、特に事例が記載されております。神奈川県藤沢市をはじめとする調査団

体、また青森県、また川崎市などの計画に関する案、またその調査から実行に対する案、それ

ぞれいろんな部分で公表されているところでございます。そしてこの戦略に対するアンケート、

また提言ということで、日本総合研究所がとりまとめた中で、３つの提言がされたところでご
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ざいます。この地方自治体は、次の次世代を見据えた行政サービスの需要の長期予測と戦略的

な試算、圧縮の取り組みが必要であると。また市長と行政は、このＰＲＥのパフォーマンス情

報のまず分析と評価を徹底して積極的な公開をしていく、開示をしていく。さらに学校跡地や、

また新たな手法でＴＰＰなどの手法で、地域交流拠点としての再生を願うべきだということで

ございます。 
 いろんな形で取り入れられているところでございますけども、このＰＲＥという、いわゆる

資産の公開、この戦略を実施する中で、まずこの評価をいかに分析する中で開示していくのか

ということが求められるかと思います。笛吹市といたしまして、先ほどバランスシートをはじ

めとする情報公開、土地利用などしていくということでありましたが、今、出ている洗い出し

という答弁がございましたが、これはいつごろまでにされて、どういう方式で情報公開してい

くのかということをお伺いします。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、山下総務部長。 
〇総務部長（山下真弥君） 

 ご質問にお答えします。 
 現在、公共施設の台帳等の整備が終わりました。これについて、これを２４年度を中心に一

つひとつ現場を確認し、どのような状態なのかをさらに精度を高めた形での白書を検討してい

きたいと考えております。したがいまして、２４年度の終わりにはこの白書という形でお示し

できるのかなと、今のところの段階では大丈夫かなというふうに考えております。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 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。そうですね、この２４年度直近になりますけども、早い段階での分

析、また評価、洗い出しをしていただく中で、一日も早い情報公開をお願いしたい。また、こ

のＰＦＩの手法を取り入れた、まさにこの運営権を委託するという形を取る形で、所有権は持っ

たままでリスクを回避することが可能だという新しい手法でございます。これを取り入れてい

く中で、そういった地方の今後の施設、またこれから建設するであろう施設についても、これ

は十分に利用できるかと思いますが、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） 

 山下総務部長。 
〇総務部長（山下真弥君） 

 それらにつきましても、今後の課題とさせていただきたいと思います。というのは、白書を

つくった段階でそれぞれの施設のあり方、あるいは地域住民との関係、それぞれ細かな分析が

必要かと思いますので、そのような分析を経た上で、手法が取り入れられるであらば取り入れ

ながら、今後の再編、建設に役立て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） 
 中川秀哉君。 
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〇１９番議員（中川秀哉君） 
 ありがとうございました。まさに今後の笛吹市の中長期的な部分でも十分、有効的な部分だ

と思いますので、ぜひ取り入れていただくようお願い申し上げます。 
 さらに、この新しい施設を建設するにあたり、大型施設構想がございますが、この合併で、

笛吹市が１０年間、利用できる合併特例債の有効性でございますが、まだまだ市民の皆さまの

お一人おひとりが、こういったところがなかなか分かりにくいというか難しい判断があると思

います。ただご説明をすると、これはいいねというふうに言っていただける部分もございます。

ぜひ、また分かりやすい説明、また開示のほうをお願いしたいと思いますが、何かそういった

ものがあればお伺いしたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 成島財政課長。 
〇財政課長（成島敦志君） 

 新しい施設を造る上でも、合併特例債の有効性を市民にしっかり分かりやすく説明をという

ご質問でございます。今後も合併特例債を使った基盤整備をする上で、市民の皆さんにご説明

を申し上げるということの中で、しっかり広報等を使いまして、ご説明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） 
 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。続きまして、２問目の質問に移らせていただきます。 
 ２問目といたしまして、笛吹市こども議会の提案を生かしたイメージアップの推進をでござ

います。 
 私も去る１０月３１日、市内７つの小中学校から代表議員が参加して、平成２３年度笛吹市

こども議会が開催され、私も参加させていただきました。笛吹市の現状を学ぶ中で将来につい

て考えられた質問や提案に対し深く感銘を受ける中で、過去６回のこども議会の提案から実際

に事業化された事例もあり、今後も政策に取り入れられるような素晴らしい意見が出てくるこ

とを期待しているところでございます。 
 その中で、過去のこども議会の提案がきっかけで発案されました教育委員会認定の「フッキー」

というキャラクターが、現在では教育委員会の各種事業の啓発活動に留まることなく、市の各

種事業のイメージキャラクターとして活用されているようなことを伺いました。今回の質問に

もありましたように、全国的なゆるキャラブームにのった例もあることから、今後、笛吹市全

体のイメージアップにつなげるための具体的な活用方法について何か、市当局の見解を伺いた

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） 

 中川秀哉議員の一般質問、笛吹市こども議会の提案を生かしたイメージアップの推進をにつ

いてお答えいたします。 
 笛吹市教育委員会では、あいさつ・聞き方・言葉遣いを保育園や幼稚園、小中学校はもちろ
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んのこと高等学校まで、地域のみんなで一貫して取り組める教育のスローガンとして、学校教

育ビジョンの具現化を推進しております。さらに多くの市民に関心を持っていただくために、

笛吹こども議会の選考により市のシンボルとなった市の木 桃、市の鳥 オオルリ、市の花 バ

ラのうち市の鳥 オオルリの特徴をイメージした親しみのあるキャラクターとして「フッキー」

を誕生させ、平成２２年６月の定例教育委員会で教育委員会の公式キャラクターとして認定い

たしました。 
 「フッキー」の体の青色は市のシンボルカラーとブドウ、お腹のピンク色は桃、くちばしと

足の黄色は柿を表現し、市特産の果物がイメージされており、市教育委員会のパンフレットを

はじめとして一宮学校給食センターの配送車、保健福祉部の食育関係の印刷物、横断歩道の横

断旗など市の各種事業にも取り入れ、その愛らしさのため活用されています。 
 今回のこども議会で、ご提案いただいたように愛らしい「フッキー」を市のイメージキャラ

クターとして市のホームページや市の印刷物、観光パンフレットなどに載せることはもちろん

のこと、着ぐるみの製作なども視野に入れ、特産品の消費拡大宣伝、観光キャラバン等、あら

ゆる場面で登場させることにより、笛吹市のイメージアップに結びつけたいと考えております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 再質問を行います。 
 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。 
 まさに私が再質問しようと思ったことが答弁に書いておりまして、大変ありがたいことだと

思っております。特にこのゆるキャラブーム、山梨でおきますと「とりもっちゃん」という、

甲府市がやっていますゆるキャラが、今、全国の中でも２３位ということで、かなりのウエイ

トを占めて広がっていると。また昇仙峡などの観光地へ行くと記念写真を撮ったりとか、すご

くブームになってきていると。これが観光にも広がったりということで、かなり今後の活性化

につながると考えておりますが、ただし、このキャラクターに関して、１つ懸念されることは

これがパテント化されてしまうと、この疎外感ですか、集約されてしまって、使えるものと使

えないものということになってしまうキャラクターもあると。自治体の中であるということを

伺っております。ぜひ、先ほど地域の特産なんかでのキャラクターにも使用していただけると

いうことであれば、そういった部分についてはどんどん使っていただけるような案を示してい

ただきたいと思うんですが、その点についてお伺いしたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、仲澤教育部長。 
〇教育部長（仲澤和朗君） 

 中川議員の再質問にお答えいたします。 
 先ほど、池田部長のほうから答弁がありましたように、笛吹市の教育委員会の認定を受けて

おります。ということにつきましては、笛吹市の認定を受けているというように答弁をさせて

いただきましたけども、笛吹市のあらゆる事業についての使用については問題がないと思いま

す。これから先、いろんな部門についての事業について、ゆるキャラブームにのりまして、フッ

キー君を製作いたしまして、こういったものの活用ができていくものと期待しております。 
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 以上で、答弁といたします。 
〇議長（小林始君） 

 中川秀哉君。 
〇１９番議員（中川秀哉君） 

 ありがとうございました。 
 今のお話を伺いまして、まさにこの笛吹市イコールフッキーということがいえるような商品

に、またキャラクターになっていただきたいと思うんですが、そういった部分で、やはり市の

代表として市長にこの件について、どういうふうに進めていかれるか、一言お伺いしたいと思

います。いかがでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、荻野市長。 
〇市長（荻野正直君） 

 ご質問いただきました笛吹市の、教育委員会で使っておりますフッキーでありますけども、

こども議会でもああいうふうなご質問をいただきましたし、検討しました結果、市のイメージ

キャラクターとして使っていきたいというふうに考えております。 
 そして、これにつきましては、すべてに商標登録が済ませてありますから、笛吹市外では使

えないというようなことでございますから、そのへんについてもしっかりキープできていると

いうふうに思います。できるだけ新年度において予算化をして、そして着ぐるみ等、あるいは

これに対するいろんな印刷物等についても、予算化をさせていただきたいというふうに考えて

おります。 
 以上です。 

〇１９番議員（中川秀哉君） 
 終わります。 

〇議長（小林始君） 
 以上で、中川秀哉君の一般質問を終了します。 
 関連質問を許します。 
 （ な し ） 
 関連質問を終わります。 
 一般質問を続けます。 
 ２２番、松澤隆一君。 

〇２２番議員（松澤隆一君） 
 ただいま、議長の許可をいただきましたので、私から指定管理者制度に関しての質問をさせ

ていただきます。 
 現在、指定管理者制度は市内５７カ所の施設で導入され、管理者による運営がされていると

のことです。もとより、この制度は民間資金の活用や民間的経営手法を取り入れることにより、

地域活動の活性化やサービスの向上、また行政サイドの予算面での硬直化を避ける意味で有効

であるといった利点もあるわけです。 
 そこでまずお尋ねしたいのは、利用者へのサービスという観点から、こうした施設の業者の

意識がどのようなものであるのか。また管理経費の縮減は、予測どおりに推移しているのか。

市はこのあたりをどのように把握しているのか、ご所見をお願いします。 
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 次に私どもにはこの指定管理者制度の現況に関し、市民からさまざまな意見が寄せられてお

ります。もちろん施設の運営を図る上で効率化ということは重要でありますが、競争原理が妥

当とされるものにおいては、１団体が複数の指定管理者の指定をされているといった点につい

て、実態を再度、把握し、検討に付すべきと考えますが、このことについてご答弁をお願いし

ます。 
 さらに、このような意見もあります。スポーツ施設において、その整備状況が不良なものも

あり、改善されない。また温泉施設においては入浴時、気分が悪くなったときなど、緊急対応

が適切ではない。市では、こうした利用者からの声を聞く窓口を置くことはできないのかなど

といったものです。市では管轄の部局ごとに指導担当を置き、体制を整えているのが現状です

が、このことの周知がまず不徹底であると同時に、いったん管理者を定めてしまえば、以降、

放任的であるとする意見も否めないと思います。したがって、日ごろから管理者との連携を密

にし、施設等が適正に管理されるよう、運用されるよう、市の指導性の改善強化を図るべきで

す。 
 またこれに関連して申し上げると、市とすれば当然のことながら、指定管理者の経営理念や

経営内容を圧迫することなく、管理者との信頼関係を維持していかなければなりませんが、こ

れと並行して、業者の意見なども聞きながら実情を把握し、市政方針との適合性などを客観的

に判断するために、評価基準や評価委員会の設置など、その評価方法について検討すべきであ

ると考えます。この点、どのようなお考えかをお伺いします。 
 さて、指定管理者制度は民間活力を積極的に市政に導入し、反映させることを目的としてい

るともいえます。とすれば、この民間活力、すなわち管理者は市外ではなく、可能な限り優先

して笛吹市民や事業者などに求めるべきではないかと思いますが、ご所見をお伺いします。 
 また指定管理者制度は、民間の利益活動として捉えられる一面もあります。例えば直売所や、

これに類する施設等の行事、イベント情報や緊急度の高い情報など広域性があり、また市民に

とり有益な情報提供であるならば、その広報手段として、防災行政無線の利用も可能とし、こ

うした側面からもサポートしていかなければいけないと思われますが、この点についてもご答

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、山下総務部長。 

〇総務部長（山下真弥君） 

 松澤議員の一般質問にお答えいたします。 
 発言通告と若干、違う内容があろうかと思いますけども、ご勘弁をいただきたいと思います。 
 まず指定管理者制度の導入後、効果的・効力的な住民サービスが向上したかについてであり

ますが、本市においては平成１８年４月１日から３３施設への指定管理者制度の導入がはじま

り、平成２３年度には５７施設と導入施設は順調に増えてきております。制度導入から６年余

りが経過し、すでに指定期間の３期目を目指す施設もいくつか出てきております。 
 こうした中、指定管理者制度導入後の施設の状況については、施設によってのばらつきや課

題等はあるものの施設利用者数の増加、多様なイベントの開催、地域のご意見などからします

と、指定管理者制度導入の本来の目的であります多様化する市民ニーズにより効果的・効率的

に対応するために民間の能力を幅広く活用し、市民サービスの向上を図るということについて、
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おおむね達成できているものと考えております。 
 次に経費節減はどのくらいかについてでありますが、平成２３年度に指定管理者を導入して

いる５７施設から２３年度から導入した３施設を除いた５４施設について、市が直営で施設の

管理を行った場合と指定管理導入後の２２年度決算額を比較しますと、直営で施設の管理を行っ

た場合の総額が５億９，６００万円、指定管理導入後の総額が４億９，５００万円となってお

ります。差し引き約１億円の減少であり、市民サービスの向上と同様に指定管理者制度導入の

目的であります、施設の経費節減が十分に図られているものと考えております。 
 次に住民サービスについて、住民の声をどのようにして把握し、指導改善しているかについ

てであります。 
 指定管理者団体においては、施設に対する住民の声を把握するために定期的な利用者アンケー

トの実施や意見箱の設置、積極的に地域住民と接触して意見を聞くなど、さまざまな方法を行っ

ております。市においては日常的に施設へ立ち寄り管理状況の把握に努め、積極的に指定管理

者とのミーティングを行っております。 
 また、定期的に年２回行われますモニタリングの際にも、住民からの要望、指摘などがない

か、住民の声について重点的に聞き取りを行っております。施設管理の本来の姿は、市職員み

ずからが利用者および住民と接することであり、指定管理者に代行させてもすべてを任せるの

ではなく、住民の声をしっかり把握し、指定管理者に声が届くよう取り組んでおります。 
 次に、１つの団体が何カ所も管理しているが問題はないかについてであります。 
 指定団体の選定については、指定管理者選定委員会において、市民サービスが主体となる施

設や管理業務が主体となる施設など、施設の性格や規模、業務の内容等を考慮しながら厳正中

立に審査し選定をしております。このため、１団体が複数施設を管理することは、当該団体が

能力を有していると判断しており、問題ないと考えます。 
 今後につきましても、複数の施設を管理しております指定管理者に限らず、すべての指定管

理者に対して適正な管理運営に努めるよう、さらに指導を徹底してまいります。 
 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。 
 松澤隆一君。 

〇２２番議員（松澤隆一君） 
 今、部長のほうから答弁を聞いたわけですが、何にしても地域住民からの苦情が多いわけで

すよ。それでどういうことかと話を聞くと、言ってもやってくれない。話が違うではないです

かね。部長。例を挙げますと、一宮のスポーツ広場、ここのグラウンドが冬はぬかるむ、それ

で何か、塩カルか何か入れるんではないですか。そうすると固くなります。夏になると、その

塩カルが本当に固くなってしまって、子どもたちがサッカーをやるにも、ケガをして困るから

なんとか柔らかくしてくれと、それも要望で出されているんですよ。それも実現できなかった

んです。そして、そのグラウンドにおいても、桜の木があるわけですが、この桜の木にアメリ

カシロヒトリがあまりにもたかっている。これも消毒してくれといっても、やってくれない。

それで、そのスポーツ団体がわれわれがやるよと、そこまでいっているんですよ。これに関し

ては、ここにありますように部局の指導担当、これが定期的にまわっているというような話を

聞くんですが、部長の耳に入ると思うんですが、それはまわっていないではないですか。もっ
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と、この部局を評価して、住民とのコミュニケーションを図ってやってもらえば、こういう問

題は出てこないと思うんですよ。これは私の要望ですから。お願いです。質問ではありません

から。それだけ言って、私はこの質問を終わります。よろしくお願いします。 
〇議長（小林始君） 

 以上で、松澤隆一君の一般質問を終了いたします。 
 関連質問を許します。 
 中村正彦君。 

〇５番議員（中村正彦君） 
 ただいま、松澤議員のほうから指定管理者制度のもろもろの質問があったわけですが、私の

ほうからは保育園の指定管理者制度について、お伺いをいたします。 
 当初、指定管理者制度を保育施設に導入する際、保護者等から不安・心配の声がたしかに多

かったと記憶しております。今回、石和第三保育所が１９年度から２３年度で終わって、ここ

で再指定がされたと思います。また春日居の東保育所が指定管理２年目、また八代の御所の保

育園が１年目というようなことをお聞きしておりますけども、導入する前と現在の状況はどん

な状況なのか。また保護者等からの声はどんなことを聞こえているか、お答えをお願いいたし

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） 

 正鵠会、中村正彦議員の関連質問にお答えいたします。 
 保育所への指定管理者の導入前と導入後の状況はどうかと。また保護者の声はどうかという

ご質問でありますけども、議員おっしゃるとおり、保育所への指定管理者の導入につきまして

は、平成１９年度から石和第三保育所へはじめて導入いたしまして、この年度末で５年間が経

過いたします。そして昨年４月から春日居東保育所へ、また今年４月から御所保育所というこ

とで、今、３園、指定管理を導入しております。 
 導入にあたりましては、保護者説明会等を重ねまして、保護者の皆さまの十分なご理解をい

ただく中で、指定管理の導入を行ってきたところであります。しかしながら、導入する前では

指定管理によって保育士が代わってしまう。あるいは、子どもたちの保育環境が変わってしま

うのではないか。また、民間が運営することで保育料が上がるんではないか。あるいは公立の

ほうが安心できるといった、いろいろと不安視する声が聞かれたのもたしかでございます。 
 そういったことがないように説明会で、保護者の皆さまの十分なご理解をいただき、運営に

あたりましては、市と指定管理者の間で事前に十分な協議を行いまして、また保護者の声も取

り入れながら運営を進めております。指定管理者の努力もありまして、保護者からの評判も大

変よろしいと。導入前には定員を下回っておりました園が、年々、入所希望者が増加いたしま

して、今では入所がなかなか困難なほど、人気の保育所となっているような状況であります。 
 入所児童数を見ましても、石和第三保育所では導入前と比べて約１．５倍くらいの入所、子

どもたちが保育所へ通っております。春日居東保育所におきましても２年目でありますけども、

約１５％程度、児童数が増加しているという状況であります。新年度の入所申し込み状況を見

ましても、やはり指定管理の保育所につきましては人気がありまして、多くの申し込みが集まっ

ているという状況であります。 
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 以上、答弁とさせていただきます。 
〇議長（小林始君） 

 中村正彦君。 
〇５番議員（中村正彦君） 

 今のお答えの中で、保育園の指定管理者制度というのはいい方向にいっているということが

うかがえます。また先ほど大久保議員のほうからも質問があったわけですけども、ここで来年

度の、新年度の申し込みが終わって、今のお答えの中で地域、場所等、保護者の皆さんの都合

がある中で、希望申し込み状況等が、中で指定管理者制度というのが、石和の第三保育園等は

多少なりとも影響がしているということでしょうか。 
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） 

 指定管理の導入によって、そういった入所の申し込み等に影響があるかというご質問かと思

いますけども、指定管理の園の入所申し込みが年々増加しておりまして、やはり保護者の皆さ

ま方のそういった情報交換等もありますので、口コミ等でも大変、評判が広がっておりますの

で、そういったものが申し込みのとりまとめの中にも反映というか、出ておりまして、今、第

三保育所等につきましては、入所児童の調整をさせていただいているところであります。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 中村正彦君。 

〇５番議員（中村正彦君） 
 最後になりますけども、この保育園、保護者さんの大事なお子さまを預かっていただくとこ

ろです。この指定管理者制度という中で、ぜひ市のほうでも指導・点検を十分した中で、この

制度を使っていただきたいと思います。答弁は結構です。 
 以上で終わります。 

〇議長（小林始君） 
 関連質問を続けます。 
 （ な し ） 
 関連質問を終わります。 
 お諮りいたします。 
 本日の会議はここまでに留め、延会したいと思います。 
 これにご異議ございませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、本日の会議はここまでに留め、延会することに決定いたしました。 
 次の本会議は１２月５日、午前１０時から再開いたします。 
 本日は、これをもって延会いたします。 
 ご苦労さまでございました。 

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

延会  午後 ５時２２分 
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再開  午前１０時００分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小林始君） 

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

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

め申し添えます。 
 報告事項を申し上げます。 
 農業委員会長 赤岡勝廣君より早退届が提出されておりますので、報告をいたします。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小林始君） 
   日程第１ 「一般質問」を１２月２日に引き続き、行います。 

 ３番、野澤今朝幸君。 
〇３番議員（野澤今朝幸君） 

 市民派クラブの野澤今朝幸です。これより、通告に沿って一般質問を行います。 
 さて改めて申し上げるまでもなく、市政というものは市民の信頼に支えられていること、こ

のことは欠かすことのできないことであります。しかしながら、現下の笛吹市の市政は多くの

市民がもうどうしようもない、救いようがないと見放されてしまっているんではないかと、私

は深く憂慮しています。一昨日も、ある市民から市長にも議会にも何も期待できないと冷たく

突き放されました。多くの市民がそういう見方をするようになったのは、言うまでもなく多機

能アリーナ建設事業のこの間の進め方によるものであります。 
 建設ありきという形で、市民の意思などお構いなしにどんどん進めていくやり方、市民の目

から見れば市政の暴走に映る、そのようなやり方が市民の市政に対する信頼を決定的に失わせ

ていることは間違いないところであります。そして、今回の多機能アリーナの建設を問う住民

投票条例制定の市民による直接請求に対し、市長がそれに対し反対意見を述べたこと。そして

議会が多数決の結果、それに同調して否決したこと。これは、笛吹市政はどうしようもない、

救いようがないという、市民に市政に対する市民の見方を多くの市民にしっかり定着させてし

まったんではないかなと、このように私はとても悔やまれるところであります。 
 市政の暴走にブレーキをかけストップさせ、民主主義を正常に戻そうとするのが今回の市民

による直接請求であったわけでありますが、それを執行当局と議会で、さらにアクセルを踏み

込む形で市民の意思を蹴散らかしてしまったこと、それが今回の顛末でありましょう。市民に

信頼される市政という市政運営の大前提が深い痛手を負っているというのが、現下の笛吹市政

であります。 
 そこで多機能アリーナ建設事業によって、市民の市政への信頼をもうこれ以上、失わせない
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ようにする、できるなら市民の市政への信頼を回復させるために以下４点を質問いたします。 
 まずはじめに、市長に伺います。 
 市民の合意という観点からした場合、今回の市民による住民投票条例制定の直接請求をどの

ように市長は受け止めているか。この点であります。また、それを否決した議会審議の結果を

市長はどのように受け止めているか、まずこの点について市長に伺いたいと思います。 
 次に、副市長に伺いたいと思います。市民への信頼という点、さらに住民投票は必要でない

というような、そういう観点から伺います。 
 副市長は先の２月２２日、春日居で行われた市民ミーティング終了後、市民の声を届ける会

の代表 佐藤惺恵さんに、住民投票は意識の低い市民に影響されるから、実施すべきではない

というような趣旨の発言をしています。また１１月４日の、今回の直接請求の本請求の記者の

インタビューに答え、住民投票はそのときのトレンドに左右されるから実施すべきではないと

いうような発言をしています。これは副市長、あなたが本心から出している言葉であるかどう

か伺いたいと思います。 
 ３つ目の質問ですが、経営政策部長に伺います。 
 これまで多機能アリーナ建設に関わる経営分析については、基本設計と並行して分析・検討

するとしてきましたが、その結果を示していただきたい。このように思います。 
 最後に、もう一度、市長にお伺いしたいと思います。 
 合併特例債の適用期限は、ご存じのように閣議で５年間の延長が決定されました。笛吹市の

場合は、平成３１年までに延長したわけであります。そこで伺いますが、多機能アリーナ建設

事業はこの際一時凍結して、その間、市民の合意形成を十分図る中で、来年の市長選・市議選

の争点としていくのは、これ以上、市民の市政への信頼を失わせない最後の手立てであると考

えますが、市長はどう考えるか伺いたい。 
 以上で、通告による質問を終わります。 

〇議長（小林始君） 
 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、池田経営政策部長。 

〇経営政策部長（池田聖仁君） 
 野澤今朝幸議員の一般質問にお答えいたします。 
 まず、ただいまのご質問の中で、通告内容で具体的にお聞きされていない部分につきまして

は再質問の中で再度ご質問いただきますよう、まずお願い申し上げます。 
 それでは最初に住民投票の直接請求および、その議会審議の結果をどのように受け止めるか

についてであります。 
 多機能アリーナ建設について市民の意思を問う住民投票条例制定請求書に添えられた署名数、

１万２，４２４筆は選挙権を有する方の５０分の１を大きく超えており、このことは重く受け

止めております。議会審議の結果を、どのように受け止めているかとのことについてでありま

すが、議会でご議決いただいた結果も市民の皆さんを代表する議会の決定でありますので、こ

のことも重く受け止めております。 
 今後なお一層、市民の皆さんにご説明申し上げる中で、この事業の必要性をお示しし、多く

の方がご理解いただける多機能アリーナ建設を目指し、努力してまいります。 
 次に住民投票に対する市の見解についてでありますが、今回の住民投票に関する条例案は、
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１１月２１日の臨時議会において、慎重なるご審議をいただきました。その中で、地方自治法

第７４条第３項の規定に基づきまして、市長の所見を附したところであります。この所見につ

きましては、先の臨時議会の中でご説明したとおりであります。 
 次に多機能アリーナの運営等についてでありますが、多機能アリーナにかかわらず、多くの

施設におきまして、その機能を十分発揮させるためには、施設内容と併せ管理運営に関する部

分が大変重要であります。このため多機能アリーナに関しましては基本設計と併せ、管理運営

につきましても、利用者視点でご意見を伺うワークショップでご協議いただく中、建設委員会

でご審議いただいております。基本的な方向性は、笛吹市多機能アリーナ建設整備計画の中で

お示ししておりますが、より細かな内容につきましては、現在、建設委員会で笛吹市多機能ア

リーナ管理運営基本計画として、ご審議いただいているところであります。検討内容につきま

しては、順次、市のホームページで公開してまいります。 
 次に多機能アリーナ事業を一次凍結して、市長選・市議会選の争点にしてはとのご質問であ

りますが、一般論として申し上げますと、地方自治体の首長や議会議員は、住民による直接選

挙により選出され、その任期の中で住民の負託に応えていくことであろうと考えております。

このため、多機能アリーナ建設事業につきましても、市議会の中でご協議・ご審議いただく中

でこれまで進めてまいりましたので、今後もこの考えのもと取り組んでまいりたいと考えてお

ります。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 再質問、野澤今朝幸君。 

〇３番議員（野澤今朝幸君） 
 まず、直接請求に対して重く受け止めるという発言でしたけども、どのような形で受け止め

て、具体的などのような形で対応するか、お聞きします。 
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） 

 重く受け止めておりますという部分につきましては、５０分の１の署名数を大きく超えてお

りますので、それだけの反対する方々がいらっしゃるということであります。そのところ、私

どもはこれからの事業推進にあたりまして、しっかり説明し、ご理解をいただくように努めて

まいるということであります。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 野澤今朝幸君。 

〇３番議員（野澤今朝幸君） 
 普通、重くといえば、これだけの署名が集まったわけですから、ある程度、今までの進め方

を止めて、かえるところまでかえって、そして見直すべきところを見直す、これが普通、重く

ということですけれど、言葉で重くといいながら、どんどん進めてきているというのは執行部

のやり方かと思います。 
 少なくとも今回の直接請求は、市長も議会も市民から見れば信頼に値しない、言ってみれば

多機能アリーナ建設に対しては、不信任を突きつけられているというふうに考えなくてはいけ
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ないかと思います。そのくらい重い、しかも法定数の１０倍以上ということですから、そうい

う中でまだわれわれに、この結論を出させてくれというのが今のやり方だと思いますけども、

これはもっと謙虚に受け止めなくてはならないんではないかと思います。 
 次に移ります。 
 先ほど経営政策部長が申したことで、通告にないというのは、私の今、副市長に対する質問

だと思います。改めて質問します。 
 これは本当に市政に市民が信頼を置くかどうか、今回の住民投票をどう見るかということで

も、市のトップにいる副市長ですから、市長と一緒に市を預かっている副市長ですから、改め

てお伺いしたいと思います。お願いします。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、望月副市長。 
〇副市長（望月健二君） 

 先ほどの質問でございますが、春日居の市民ミーティングのあと、市民の声を届ける会の会

長さんに意識が低いと、私が言ったという発言でございますが、それにつきましてでございま

すが、私、公務員を長くやっておりますが、私の主義・信念は公僕であり、全体の奉仕者であ

る。ましては笛吹市におきまして、地方自治の最前線、市政の最前線にあたりまして、市長の

市民第一主義、これはまさに感銘を受けまして、そのとおりに考えて、これまで進んできてお

ります。 
 そういった中で、市民あるいは県民に対して意識が低いというような観念は、私の中でござ

いません。はっきり言って。どういった趣旨ということでございますが、本当に、仮に私がそ

ういったことをあからさまに言ったとしたら、これは私は当然、身の引き方も考えなければな

らないというふうに考えております。ところがそれを、単に穿った見方でそういった発言をさ

れたとなれば、それは私のこれまでのキャリア、プライドに非常に傷がついたということでご

ざいますので、私はそれなりに、仮にそういうことがあるんであれば、対応をしていきたいと

考えております。 
 それと、もう１つ。マスコミのインタビューに対してということでございますが、そのとお

りに答えております。それは、例えば地方自治の解説書の中に住民投票のデメリットを解説し

ております。そういった中に、住民投票についてはもちろん、議会制民主主義を補完する意味

で非常に重要な意味合いを持っております。例えば長と議会の判断が対立したときなどは、こ

れは本当に有効な手段だと思います。ところが、政府が示しました地方自治法の改正案の住民

投票の部分につきまして、地方６団体が反対、あるいは意見を申しておりますが、その中で現

行の地方自治制度は議会民主主義が基本であり、住民に対して直接的に合意、正当な負託を得

ている長と議会の双方が承認しているものについて、住民投票に付すのは議会制民主主義の根

幹に関わるものと考えるということを政府に対して、地方６団体が意見しております。私もそ

のように考えております。 
 それから、先ほどマスコミに答えた住民投票に対する考えでございますが、これは地方自治

制度を改正する書物の中に謳ってありまして、住民投票はイエスかノーの選択肢しかなく、感

情や情緒に流されたり、そのときの流行や風潮に流されたり、将来を見誤る危険性をはらんで

いるという解説でございます。また行政の一貫性を妨げ、長や議会の責任体制を脅かすとも解

説しております。また理性より情緒に流され、非合理的な決定をするおそれがあるという解説、
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いくつかそういったデメリットを解説しておりますが、そういった部分を引用したまででござ

いまして、私も住民投票につきましては、そういった部分で、将来に向かって正しい判断がで

きるかどうかという部分に若干、不安があるということもありましたから、そういった発言を

したまででございます。 
 以上でございます。 

〇議長（小林始君） 
 野澤今朝幸君。 

〇３番議員（野澤今朝幸君） 
 では、春日居の発言はなかったということですか。もう一度。複数の方から私、聞いている

んですけれど。 
〇議長（小林始君） 

 望月副市長。 
〇副市長（望月健二君） 

 どういうふうに私が発言したかは、はっきり記憶しておりませんが、意識が低いというよう

な概念は私にはございませんので、そう申したまでで、どういうふうに発言したかをはっきり

教えていただければ、それなりに私も対応できると思います。 
〇議長（小林始君） 

 野澤今朝幸君。 
〇３番議員（野澤今朝幸君） 

 録音を録っていたわけではないですから、一字一句分かるはずがないです。ただ受け取った

佐藤さんをはじめ、そういう方たちは意識の低い市民に住民投票が流される、そういう発言を

したというふうに言っていますので、まだこれは間接的な話ですから、私が聞いたわけではな

いので。もし発言していなかったから、私はこれを撤回しますけども、単に一人の人が思い違

いで発言したようにはとても思えない。その状況までお話ししていますし、そのあとすぐ、私

も市民の声を届ける会の人と関係がありますから、複数の人がすぐに、その佐藤さんたちが憤っ

て、その発言をしていること、私だけでなく何人かが聞いています。いいです。これも水掛け

論みたいな、私が直接聞いたわけではないので、もしそういう発言があるならば、少なくとも

市長は市民第一主義というような中で、副市長と一緒に市政を預かっている中で、もしそんな

ような考え方があるならとんでもないと思いまして、かなり信憑性のある発言でしたので、そ

のように取り上げてみました。 
 もう１つ、トレンドという言い方も、それはもちろん、解説書にそういうふうに書いてある

ことは私、知っています。ただ、ああいう本請求があった場合、そのことを中心に市長、副市

長がインタビューに答えるということ自体が非常に偏った市民の見方ではないか、このように

思うわけですけれど。 
 つまり、そこが強調されるということが問題ですので、そのへんはどうなんですか。 

〇議長（小林始君） 
 望月副市長。 

〇副市長（望月健二君） 
 その前段の質問ですが、信憑性があるというならばはっきり示していただきたいと思います。 
 それから後段でございますが、マスコミのインタビューに答えて、偏ったといいますが、私



 １０９ 

どもから見ると、逆に住民投票に頼って、なんとかやろうというのもこれも偏った、賛否とい

うのは両方あるわけでございますから、それぞれの信念に基づいてマスコミの対応をすると、

これは当然のことだ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） 

 では、その春日居の件はもう一度、どういう形か、またこれは議長に預けたいと思いますの

で、取り上げていただきたいと思います。 
 次に移ります。 
 先ほどの経営運営、あるいは稼働率等についての分析は、今現在、審議をしているというふ

うに答えていますけども、これはちょっと話が当初と違うんではないかと。そういう中で、も

う実施設計の予算が入ってきていると。つまり、その前の段階で市民が一番心配している、な

かなか、このアリーナに合意できない、その重要な１つがこの経営運営、あるいはその稼働が

どうなるのか。いつになっても示されない、そういう中で実施設計だけ、今度は進めていく。

そのやり方が非常に問題であって、それは当初、基本設計と一緒にやるといっていたのがかな

り遅れているということですか。具体的に答えていただきたいと思います。 
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） 

 経営運営が示されない、遅れているのか、やり方の問題等のお話でありますけども、基本的

には施設概要を固めてから、同時に併せまして具体的にどのような経営運営をしていくのかと

いう、当然、私どもそのお話をしてまいりました。しかしながら整備計画をつくると同時に、

基本的な方針だけは、これは示さない。具体的な運営方法、どういった団体、市が直営でする

のか、しないのか。具体的な年間スケジュールをどのように設定するのか。その運営方法で市

民に参画を得るのか、得ないかという部分につきましては、詳細にわたる部分でありますので、

整備計画で示した基本的な運営管理の方向に基づきまして、現在、その詳細にあたる部分につ

きまして、審議していただいているという状況であります。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 野澤今朝幸君。 

〇３番議員（野澤今朝幸君） 
 最初から８千万円というような数字が、内容がよく分からない中で動いているし、そしてわ

れわれがそんなに求めていない、経済効果５４億円でしたね。これは市に経済効果があるよう

な数字だったら、市民のまた検討の材料になるかと思いますけれど、本当の肝心なところがな

かなか出てこなくて、そして誤解するような数字が出るというようなことで、かえってその肝

心な数字がなかなか出させないというのが、この計画の問題かと思います。これはそんなに実

施概要が詰めていかなくても、世間にはいろいろ似たような類似施設があるわけですから、簡

単なシミュレーションでかなりの制度の高いものが出るかと思いますので、何しろそういうこ

とを一日も早く示す中で、市民の合意を形成していただきたいと思います。 
 最後の質問に移ります。 
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 多機能アリーナを、これほど急ピッチに進めてきた理由はなんですか。まず、それをお伺い

します。 
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） 

 多機能アリーナ、その前は多目的ホールでございましたけども、基本的な構想案を示したと

ころで、いわゆる合併特例期間中、向こう５年以内にどれだけのことができるかということで

構想をお示しした経緯があります。そういった中で、やはりこの財源といたしまして、合併特

例債、これを活用させていただかなければならない。そのために合併特例債というのが、新市

の建設計画にあった施設、インフラを整備するという、その目的からして、これはその期間中

に出すべきだろうという中で、議会でもお話をさせていただきましたけども、大変タイトなス

ケジュール、厳しいスケジュールの中で進めていくということをお話してまいりましたけども、

現在もその考えに変わりはなく、これからのスケジュール等々におきましても、当初、私ども

も努力してまいるという目標にしたがって、それは進めていくということであります。 
〇議長（小林始君） 

 野澤今朝幸君。 
〇３番議員（野澤今朝幸君） 

 つまり、今の部長の答弁で分かったように合併特例債、これが２６年が期限ということで急

いできたわけですね。先ほど申したように、すでに閣議で５年の延長、これが認められている

わけですから、来年の１０月まで、少なくともさっき言った経営とか運営あるいは稼働、そう

いうものをしっかり示す中で、一時凍結する中で進めたほうがいいではないかと。これ以上、

この強引なやり方をやれば、いいことは何もないではないかと。これは建設に賛成している議

員であろうが、反対している議員であろうがそうだと思います。 
 ちなみに、隣の長野県の佐久市では実施計画、実施設計をやって、土地まで買っても結局、

住民投票で大きな金を無駄金にしたという現実があるわけです。うちの場合も、一部ではリコー

ルというような話も出ていますけども、それをしないのはなぜか、これは分かるかと思います。

もう１年を切っているような選挙が見えているわけで、必ずこれは争点になります。これは今

の市長、そしてわれわれ議員が誰が選挙戦に出ようが、これは好む好まざるにかかわらず争点

になるわけですから、半分に見ても無駄金１億５，８００万円ということになり兼ねないわけ

です。ぜひ、これは賛成・反対関係なく一時凍結して、もっともっと説明が必要ならして、そ

ういう形で市民の尊い金を使っていくということのほうが重要かと思います。これは重要な発

言かと私も思いますので、市長の答弁を伺いたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、荻野市長。 
〇市長（荻野正直君） 

 合併特例債適用期限内が５年延長されたから、もう少し延ばしたらどうかということであり

ますけども、実際に閣議では決まりましたけども、まだ本会議で決まっていませんよね。１２月

９日が国会の閉会だというように聞いております。ご覧のように、国会あれだけ荒れておりま

す。これも決まるか、決まらないか分からない。分からないから先に延長したら、おのずとこ

の計画はボツになると、こういうふうなことでございます。したがいまして、やはり計画の中



 １１１ 

で実現できるように努力をしていきたいと、こういうふうに思います。 
〇議長（小林始君） 

 野澤今朝幸君。 
〇３番議員（野澤今朝幸君） 

 だから決まればという話、ればという話は特に行政はしないといったんですけど、この間の

大久保議員のときに部長は合併特例債が延びたら、中間ごみ施設のことを答えていますね。れ

ばで。だから、ればで答えていただきたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、荻野市長。 
〇市長（荻野正直君） 

 この件につきましては、私もいわゆる今回の選挙の中でもこういったものをしっかりやって

いきたいという公約の１つですから、前に進めていきたいと。ればの話はできません。 
〇議長（小林始君） 

 野澤今朝幸君。 
〇３番議員（野澤今朝幸君） 

 そこを、だから何回も言うように無駄金になりかねない。市長は尊い金を預かっているわけ

ですから、これは目に見えた話なんです。もっと慎重に考え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） 
 野澤今朝幸君にちょっとお聞きしますけども、先ほど望月副市長の春日居町の市民ミーティ

ングでのあとでの、市民の声を届ける会での発言について、議長に預けると先ほど発言されま

したけども、この趣旨について、もう一度お伺いいたします。 
〇３番議員（野澤今朝幸君） 

 議長にというか、これは議会でまた全協なりで取り上げていただいて、その真相を究明して

いただきたいと思います。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 以上で、野澤今朝幸君の一般質問を終了いたします。 
 関連質問を許します。 
 北嶋恒男君。 

〇４番議員（北嶋恒男君） 
 市民派クラブの北嶋です。 
 今、野澤議員の質問の継続するようなお話になりますけども、今、市長さんのほうから合併

特例債も５年延長というのは、まだ未確定だということでございます。私もそれはあまり信用

してはいけないなと思うんです。やはり３年後を目指して、そして笛吹市の長期計画の中でこ

ういった構想を掲げているわけですから、それに向かって進めるべきであるということでござ

います。 
 そこで、今まで市民ミーティング等では非常に上物の話をした。一番問題は、こういった問

題、基盤整備だと思うんです。先日も地域の人に成田の地区に、俺たちのところにはいつ説明

してくれるのかなという話がありました。それはおそらく市民ミーティングより前には話さな
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ければならないでしょうけども、そのうち話すんではないですかということを言っておきまし

たけども、やはりその周辺には非常に影響があると思うんです。なんでもそうですけども、ま

わりから固めていかなければ、物事がうまくいかない。そしてまた、こういった用地の問題は

難しい問題から解決していかなければいけないというのが鉄則でございます。 
 そんなことでお伺いしますが、住民投票をしなくてこのまま進んで、うまくいくと思います

かどうか、ちょっとお伺いします。 
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） 

 住民投票をしなくて、このままうまくいくかどうか。そのへんにつきまして、私どもがお答

えする用意は特にしてございません。当初から、私どもお話ししてまいりましたように、私ど

もが関係予算、関係議案を議会に上程して、議会の中で判断していただくというスタンスであ

りますので、住民投票うんぬんというお話について、私どもがお答えするというようなことは、

今現在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。 
〇議長（小林始君） 

 北嶋恒男君。 
〇４番議員（北嶋恒男君） 

 ちょっと私が抽象的だったからかもしれないですけども、今度は地元へ入って職員が直接動

かなければ、物事は１つも解決しないという状況でございます。まず具体的にいいますと、あ

のへんは交通量が非常に増えるという場所ですから、まず交通量調査をしなければならない。

それによって、いろいろな問題が出てきます。ホテルの問題、三和リースさんの問題、そういっ

た問題をこれから地元へ入って、本当に直接交渉をしなければならないんです。先ほど言いま

した地域の人たちとも接触しなければならないということで、こういった市民の中で、非常に

反対論が盛り上がっている中で、市職員が本当に生きがいを持って、責任感を持って仕事に取

り組めるかどうかということですけども、まずそこでご質問しますけども、今、建設班という

のが動いているわけですけども、それに対する指揮官といいますか、組織がどうも弱体ではな

いかと思いますけども、今のそういった職員の体制ですけど、どういう状況でしょうか。もう

一度、お伺いしたいと思います。 
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） 

 組織が弱体しているのではないかという、ご質問であります。その状況について、お答えし

ろということでございますけども、必ずしも私どもは組織が弱体しているとは思っておりませ

ん。私の考えでは少数精鋭で物事に取り組まないと、これからの行政経営は大変だろうという、

私の基本的な考え方を持っておりますので、いかに少人数でどれだけのことができるか。１つ

のチャレンジということでありますけども、私の基本的な考えはそのような考えであります。 
 組織の話をいたしますと、私ども経営政策部、経営企画課が多機能アリーナ建設班を設けて

おります。班員はリーダー以下、３名であります。そのほか臨時職員２名雇用いたしまして、

合計５名で現在、進めております。 
 以上であります。 
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〇議長（小林始君） 
 北嶋恒男君。 

〇４番議員（北嶋恒男君） 
 それで現在、基本設計は発注していますけども、調査設計はどういうものを今、されていま

すでしょうか。 
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） 

 このあと北嶋議員のご質問がありますけども、その中ではふれないということを前提にお話

をさせていただきます。 
 現在、地質調査を行っておりまして、このものにつきましては、１２月末にその結果が出る

という状況であります。それから経済波及効果でありますけども、現在これを進めておりまし

て、やはり契約の完了は１２月末ということになっております。ぼつぼつ具体的なものが出せ

るんではないかというふうに考えております。それから、あと不動産鑑定調査でありまして、

これは済んでおります。あと、これから委託するものといたしまして、事業認定に基づきます

鑑定資料の作成関係の委託を、これから発注する予定ということであります。 
 以上であります。 

〇議長（小林始君） 
 北嶋恒男君。 

〇４番議員（北嶋恒男君） 
 さっきも言いましたけど、非常にあそこの基盤整備に対する、まず交通量調査、それから一

番問題は宅地の中へ大雨が降ったときに、どういうふうに対処するかということ。それによっ

て、すべての条件がいろいろの実施設計の中に反映する。そしてまた開発行為の中にも必要で

ありますから、それを並行してやっているのかなと思ったんですけども、それに対応するには

本当に職員もこれから非常に大変なときで、あと３年の間に、そういったことが本当に可能な

のかどうか、非常に心配しております。そんなことで、次の私の質問の番になりましたから、

その中でもふれたいと思うんですけども、そんなふうにこれから用地の補償の行程も、まだ２４年

度以内にどれだけのことができるか。 
 ではもう１つ、お聞きしたいんですけども、用地の補償を今後どういう行程で進められるの

か、お伺いします。 
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） 

 用地交渉の件でございますけども、具体的な法律に基づきまして、これは進めていかなけれ

ばならないということでありますけども、基本的には事業認定を受けてから、税務署とも協議

をいたし、それから地権者と６カ月以内に交渉して用地買収するという流れになりますが、こ

れからのお話しだろうと思います。 
 ただ、地元には地権者会等々も組織されておりまして、アバウトの交渉等々につきましては、

事前に存続の問題等々も含めまして、協議させていただいているという状況であります。 
 以上であります。 



 １１４ 

〇議長（小林始君） 
 北嶋恒男君。 

〇４番議員（北嶋恒男君） 
 そういった基盤整備をしていくと、これからどういうことを、どんなことを対応していかな

ければならないとか非常に出てくると思うんです。ですから、その基盤整備の条件を整備する

ための調査設計というものを急がなければならないわけですけども、非常に膨大なものになり

ます。そんなことで、今言ったような職員体制では、非常に少数精鋭ということですけども、

非常に私は憂慮しております。そんなことで、そのへんのことも十分考えて早く判断する。ちょっ

と難しいかなということの判断を早くする必要があるかなと。これがまた市民に対する誠意で

はないかというように思っております。そのへんはいかがでしょうか。 
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） 

 これからの事業が進むにしたがいまして、いろんな案件に対応していなければならないと。

ただ基本的に、私ども考えは多機能アリーナ班を中心といたしまして、関係部局等々と協議を

進めておりまして、そちらの部局で対応できるものについては、そちらの部局で対応というよ

うなスタンスをとっておりますので、周辺整備、道路整備等々につきましても、すべてを多機

能アリーナ建設班でするということではなく、関係部局でも対応していただくと。そのへん、

詳細に打ち合わせをしながら進めていくというスタンスで考えております。 
 なお多機能アリーナ建設班、さらに業務が多大化した場合につきましては、そのへんのスタッ

フ等々につきましても、用意しなければならないのではないかというよ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） 
 関連質問はありますか。 
 （ 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。 
 先ほど来、多機能を野澤議員が質問しましたけども、それに引き続いて、その内容につきま

して質問させていただきます。 
 賛否の分かれますアリーナ建設構想については、最近、基本設計による建築物の中身の様子

が分かってきましたけども、肝心な用地や周辺環境問題、それから許認可関係などの状況はど

うなっているのかは、残念ながらまだ説明されておりません。 
 私は、以前から箱物行政賛否の議論以前の問題としまして、この立地場所を見まして不適格

性を訴えてきておりますけども、いよいよ核心に入れば入るほどこの困難さが分かってきてお

ります。 
 昨年度、基本設計予算を決めるとき、このことの議論もないままボタンの掛け違いをしてし

まったためであり、おそらく実務を担当する市担当者にとっても大きな壁にぶち当たっている
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と思います。その証拠に何一つ解決していないように聞いております。庁内プロジェクトも名

ばかりで機能はないようだし、今のアリーナ建設班では何がなんでもやるぞという体制にはなっ

ていないように思います。このまま住民投票をしなくて突っ走った場合には、市民の反発の多

い中では地元に入って仕事をすることは行政マンとして罪悪感もあるし、果たして職員が本当

にやり甲斐と責任を持って仕事に取り組めるのか、私には理解できません。そういった上下関

係、非常に大変な組織だなと思っております。 
 今のままでは市民の最大多数の最大幸福を考えて、市民に迷惑にならないよう議論を尽くさ

なければならないと思っております。そして条件整備が十分整ったときに、実施設計にならな

ければならないと思います。このまま、いろいろ条件整備がないまま実施設計を進めた場合は

非常にそれは事業が進みませんし、その設計が不要になってしまうんではないかということを

心配しております。そういったことで、その中身の議論をこれから質問させていただきます。 
 まず１番としまして、施設の完成目標は平成２６年度で変わっていないか。先ほど特例債の

延長の話もございましたけども、そういったことで、当然そうなっても、この事業をその年度

内に完成を目指すんだということで変わっていないか。 
 そして、事業認定の申請はいつ出せるのか。これは、代替地の問題がございます。それを解

決しないと、まずスタートできないということで、それはいつ申請ができるのか。これは県の

認定になるわけですけども、県のほうもそれを出すのに確たる証拠がないと出せないわけです。

そんなことで、いつを設定しているのか。 
 それから、用地交渉の進捗状況はどうか。今、不動産鑑定をされているところでございます

けども、それらの単価の問題、また地元へ提示されたのか。おそらく、非常に単価も下がって

おりますので、当時のいろいろ、そういったことでどういうふうな状況になるのかということ

も非常に不安要素がございます。 
 そしてまた地権者はおおぜい、２０数名おるわけですけども、それが全員解決しないと、面

的な補償というのは一人でも異議を申されれば、解決しないわけでございます。そんなことで

非常に難しいんですけども、そういった期限内で全員の妥結・調印ができるのかということ。 
 それから当然、農地の転用、農振の解除とか開発の工事の計画、それらもいろいろ示した場

合に、これは当然、公聴会というのがございますけども、それに対応するのに、非常に職員の

対応も大変だろうということでございます。そういった関係をどう考えているのか。 
 それから代替地の問題、これを解決するには、交通の渋滞が緩和できるかと。どんな緩和策

をとるのか。それから右折レーンの問題、そんなことが解決しないと、その全事業に影響しま

すので。それからまた、工事中に非常に莫大な営業補償も出るんではないかと。そういったも

のを早くからタッチしないと、こんなはずではなかったということになってはあれなので、そ

ういったことで、そんなこともやっているのか。 
 それから国道２０号線の交差点、あそこは五叉路になっておりますけども、非常に現地へ行

けば分かりますけども、交通量の激しいところでございます。そんなところを、どのような計

画をもっていくかということも、早くから国土交通省とか公安、警察なんかにも協議をしなけ

ればならない。これだけにも１年、２年かかるというのが普通の通常でございます。 
 それから、その周辺の人です。その道路を今まで使っている人たちにどんなような影響があ

るかということも早くから示して、その地元の意見を聞いたり、とてもではないよと言われれ

ばそれまでだし、そういった周辺の地域の説明が必要でございます。 
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 それからまたこれが大変なもので、成田川というのがありますけども、その流下能力の検討

はされているのか。博物館を建設するときに、小さい水路でしたけども、博物館が出たところ

を大きい水路に代えました。それは博物館のための水路でございます。用水路です。これに今

度、約４００ヘクタールのものが、雨水が排水されますと、当然、その雨水の排水をいっぺん

に流すわけにはいきませんので、調整池を設けなければなりません。その調整池を設けたら、

今度はそれを成田川へ流さなければなりませんけども、その水路も、今の状況ですと道路を横

断しなければならない。道路をやらなければならないということで、大工事になると思います。

それによって、そこのホテルの補償も出てくる。道路の右折レーンでもホテルの補償が出てく

る。そういったことが非常に出てきます。それらに対しては、今現在どのような対応を考えて

いるか。 
 それから国有地は４ヘクタールありますけども、その国有地の払い下げについて、その下流

のほうでは、どのような水路が使われているのかもしれませんので、そういった調査をして、

下流の同意も得なければなりませんので、そういったことの状況はどうなっているか。 
 それから、問題はまた文化財の調査です。貴重な文化財も出るというように予想されており

ますけども、今の状態、桃畑、ブドウ畑になっておりますけども、そういったことを、それが

全部終わったあと、更地にしたあとやるのか。そういったことも考えれば、とてもとても短い

期間では非常に無理ではないかなということを思います。 
 それからそのホテルの問題、２点ですね。現在はそれほど接触していないようですけども、

これは非常に最終的に非常に重要な問題になると思うんです。あそこに右折レーンが出れば、

移転をしなければならない状況になります。食い込みます。そんなことも十分、そういったこ

とで基盤整備はとにかく早くからやって、そしてその条件がそろったところで実施設計に入る

んだということですから、実施設計を先にやっても、どんどん変更になったりもしますし、お

そらく本当にできないと思うんです。やはり、そういったことで基本的なことが全部、条件が

そろった段階で、基本設計をしなければならないということで、とにかく非常に難しい場所で

あるということを言いたいんです。 
 そういったことで、先ほども職員の体制も聞きましたけども、今の体制ですと一係だという

くらいの対応だと思います。とてもではないけども、そんな状況では難しいんではないかとい

うことで、以上そういったことで質問させていただきますけども、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、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。 
 多機能アリーナにかかわらず、一般論として、事業を実施するためには、各種の必要となる

事務を順序立てて行っていくことが欠かせません。この順序を間違えますと、事業に齟齬が発

生いたしますので、大変注意が必要であると考えております。 
 それでは、ご質問の完成目標についてお答えいたします。 
 多機能アリーナ建設事業は、平成２６年度事業としての完成を現在は目指しており、厳しい

スケジュールの中ではありますが、早期完成を目指し取り組みを進めてまいりたいと考えてお

ります。 
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 次に事業認定の申請時期についてでありますが、事業認定手続きの大まかな流れとしまして

は、起業者による事前説明会ののち事業認定の申請となり、申請書の公告縦覧ののち必要に応

じ認定庁が公聴会を開催し、認定審議会の意見を聞く中、認定の決定を出すものであります。

その期間は、土地収用法第２７条第１項第２号で規定されている都道府県知事が申請を受理し

た日から３カ月を経過しても認定に関する処分を行わないときは、国土交通大臣に対して認定

を申請できることから、この３カ月が１つの目安になると考えております。 
 しかしながら、これは申請を行ってからのことであり、申請書を提出する前の十分な協議こ

そが重要であります。このため関係機関と協議を進め、現在、平成２４年度中の認定を目指し

取り組んでおります。 
 次に用地交渉の進捗状況と代替地協議について、併せてお答えいたします。 
 冒頭、事業の進め方についての一般論を述べましたが、用地交渉等につきましても、事業認

定後、租税特別措置法に基づく税務署との協議を行ったあととなります。当然、事業自体のご

理解をいただく説明会等は実施しておりますが、具体的な交渉につきましては、順序を追う中

で進めてまいります。単価は公表しておりませんが、相続につきましては対象者を確認する中

で対応してまいります。また、企業との代替地協議は進めております。 
 次に農地転用等、第三者委員会での公聴会対応についてでありますが、それぞれの許認可に

つきまして、それぞれの法令に基づき対処してまいります。 
 次に国道２０号の交差点協議状況、渋滞への対策、周辺土地所有者等への説明についてであ

りますが、国道２０号との交差点協議につきましては国土交通省、警察、公安委員会と事前の

お話しを伺う中で、協議の準備を行っています。国道２０号との交差点のみでなく、周辺の道

路も含め広範な検討を重ねる中、広く周辺の住民の方々にもご説明してまいりたいと考えてお

ります。 
 次に成田川の流下能力と河川改修の必要性と貯水池の規模等についてでありますが、準用河

川 成田川の計画高水流量は平成１３年度に検討されており、計画規模は３０年確率で流出量

は毎秒２０トンで計画整備されております。また多機能アリーナに関しても、雨水の流入先は

成田川になります。多機能アリーナ予定地自体の降水量は同じでありますので、いかに敷地内

に保水させ、流入時間を調整していくのかが課題となってまいります。このことにつきまして

は事業認定の事前協議も踏まえ、外構の実施設計の中で検討してまいります。 
 次に国有地払い下げの状況と周辺利用者の要望についてでありますが、これらにつきまして

も事業認定ののちに処理していくこととなります。 
 道水路につきましては、必要に応じ付け替えや用途廃止等を行ってまいります。 
 次に文化財調査についてでありますが、地権者のご理解を求める中、なるべく早い段階で試

掘調査を実施してまいりたいと考えております。事前調査で貴重な遺跡等が出土した場合には

関係機関と協議し、適切に対処してまいります。 
 次に近隣のホテルへの対応についてでありますが、２つのホテルに対して事前の計画説明は

行っております。今後も協議を進めるとともに、工事中につきましてもホテルを含め周辺に配

慮する中で実施してまいりたいと考えております。 
 いずれにいたしましてもスケジュール管理をする中、順序を追って協議や申請等を行ってま

いりたいと考えておりますので、ご理解をお願いいたします。 
 以上、答弁といたします。 
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〇議長（小林始君） 
 再質問、北嶋恒男君。 

〇４番議員（北嶋恒男君） 
 今、部長からいかにも順調に検討されているような答弁があったわけですけども、中身をす

ればするほど、全然、問題なわけでございます。例えば事業認定をとるために、これは代替地

の、三和リースさんとか代替地の問題がございますけども、鋭意進めているという話ですけど

も、具体的にどの程度、そこがどういうような内容の交渉をして、了解までいっているのかど

うか、お伺いしたいと思います。 
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） 

 代替地協議につきましては、ただいまお答えしたとおり進めております。具体的にどのよう

になっているのかという部分につきまして、大変、協議中のものでありますから、非開示情報

ということで、そのへんにつきましてはお答えできません。よろしくお願いします。 
〇議長（小林始君） 

 北嶋恒男君。 
〇４番議員（北嶋恒男君） 

 それでは、そういうことでございますけども、非常に。それとあと、成田川に関係する件で

すけども、平成１３年ですか、３０年の確率だということですけども、今は８０年の計画でや

らないと危ないんです。ですからこのへんも、３０年ですからこのへんを改修できないという

ことであれば、調整池の問題が非常に問題になってくると思っています。調整池をものすごく

膨大な、大きなものにしなければならないということで、それに対する公費の増加が非常に懸

念されます。そんなことで、早くそれを察知して、早く調査をして、何億もかかるかもしれま

せん。そんなことで、それは早い対応をしてもらいたいと思います。 
 そして、もう１つ。交通量調査は今どういう、まだやっていないようですけども、交通量調

査によって、先ほど言いましたように、あのへんが新しい道が出ますので、すごく影響してき

ます。そんなことで、右折レーンの問題が出てきます。そんなことで、あそこのホテルの問題

ですけど、私が現地を見た限りでは、ホテルに半分くらい食い込んでしまうというように思い

ますけども、いかがでしょうか。そのへんによって、相当な補償が出ると思うんですけど。 
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） 

 まず交通量調査の関係でございますけども、これは関連部局で現在、進めております。それ

からホテルの問題、いわゆる北嶋議員のご質問は、ホテルが右折レーンに引っ掛かるんではな

いかというようなお話なのかなと思いますけども、これは基本設計を進める中で、そこまでの

具体的に引っ掛かるというお話は聞いておりません。これはこれから実施設計の中で進めてま

いるというふうになると考えております。 
〇議長（小林始君） 

 北嶋恒男君。 
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〇４番議員（北嶋恒男君） 
 それから２０号線に出るところですね、当然、企業があります。そこが渋滞対策ですね。あ

そこは企業のお話ですと、１日１５０台ぐらいトラックが出入りするということでございます。

そんなことで、すぐそばにああいった集客施設が出れば当然、車が大渋滞を起こすと。６００台

から出るということになれば、２時間以上もかかるというような状況のシミュレーションを私

もしたんですけども、そんなことでそれに対する、事業所に対して、そういった渋滞対策をど

のようなご説明をされているか、お伺いします。 
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） 

 ２０号線へ、交差点の部分でございますけども、先の答弁でもお答えしましたように、公安

委員会、警察等とも協議を進めておりまして、いかに集客しております方々の車を約６５０台

の場合、いかに分散して排出するのかということが１つのテーマでありまして、それに併せま

して、関係周辺道路の整備もしていかなければならないというふうな協議も含めて検討してお

ります。 
 企業との交渉につきましては、ただいまお話ししたとおりでありますけども、具体的にその

へんの渋滞、いわゆる交通量観点も含めまして、これからも、これまでも進めてきておるとい

う状況であります。 
 それから北嶋議員のご指摘されます、例えば６５０台やった場合、２時間くらい排出にかか

るだろうというようなお話でありますけども、現在、私どもの、これは机上の内容であります

けども、４０分あれば十分捌けるだろうと。ただ、それだけでも、そんなに掛けないように周

辺道路環境の整備も進めながら、さらに早く排出できるような方向をこれからも検討していく

という状況であります。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 北嶋恒男君。 

〇４番議員（北嶋恒男君） 
 今、基盤整備の今後の状況、計画を申したんですけども、そういったことを、今言われたよ

うなことを、概略の設計をしまして、そしてそれで総事業費というものを出して、それでもま

た、この事業はつくるべきかとどうかということを議論しなければならないと思うんです。で

すから、ここで基本設計の上物の形が出たから、今度はすぐに実施設計に移って、その建物だ

けの実施設計をしても、全体的にそういったことで補償の問題が出たり、水路の工事が相当、

莫大なお金が必要だということが出てきますので、それを全部、把握した上で、この事業の予

算の中でできるということを確信した上で、ぜひ実施設計のほうを進めて、そういった暁に実

施設計を進めるべきだというように思います。そんなことで、それは要望させていただきます。 
 残り時間は、２番目の市職員の地元貢献をより活発に行ってほしいということで、これは提

言でございますけども、市職員は地元に帰れば消防団、自治会役員、体育、文化、社会福祉、

ボランティアなど、なんらかの役柄で地元地域の先頭に立って活躍していることは、十分私も

承知しております。しかし長い期間、継続して関わるような生涯学習分野でも活動してほしい

なと思います。これは笛吹市の芸術祭とか、八代町の芸術祭とか年々高齢化しまして、非常に
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参加者が少なくなってきたということもございまして、やはりこういったことが活発でないと、

市全体もだんだん小さくなってしまうかなと思いまして、それには手っ取り早く市の職員が率

先して、ぜひ引っ張っていただきたいということで、こういった発想になったわけでございま

す。 
 近年はどの分野でも高齢化が進み、仲間づくりが徐々に減少しており、市職員のプライベー

トな時間を地域住民との交流の中で持ち前の特技を生かしたり、地域の仲間づくりをしていた

だきたい。 
 以上でございます。 

〇議長（小林始君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、山下総務部長。 

〇総務部長（山下真弥君） 

 北嶋恒男議員の一般質問、市職員の地元貢献をより活発ににお答えいたします。 
 言うまでもなく市職員も地域で生活する一市民であり、よりよい地域をつくることを願うの

は共通の思いであると考えております。また、実際にみずからが蓄積した知識・技術等を駆使

して、地元において地域づくりに一市民として積極的に貢献しているものと認識しております。 
 今後も暮らしやすいまちづくりのために、この姿勢を堅持して活躍できるよう市としまして

も指導・支援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） 
 以上で、北嶋恒男君の一般質問を終了いたします。 
 関連質問を許します。 
 野澤今朝幸君。 

〇３番議員（野澤今朝幸君） 
 事業認定を申請して、認定が下りるのをいつと見ているか、もう一度、答弁をお願いします。 

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） 
 先ほど答弁したとおりでありまして、平成２４年度中の認定を目指しているというものであ

ります。 
〇議長（小林始君） 

 野澤今朝幸君。 
〇３番議員（野澤今朝幸君） 

 では事業認定が下りるかどうか関係なく、実施設計のほうは進めていくということですね。

ちょっと確認を。 
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） 

 そのとおりであります。 
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〇議長（小林始君） 
 野澤今朝幸君。 

〇３番議員（野澤今朝幸君） 
 それで、先ほどの一般論として、特にこういう公の仕事は順序がとても重要だというふうに、

部長が答えていますけども、そういうことで、以後、いろんな齟齬をきたすようなことはない

というふうに断言できるわけですね。 
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） 

 断言できるのですねという部分につきましてですけども、私どもは順序を想定してスケジュー

ルの中で管理しておりますので、それに従いまして進めていくということであります。 
〇議長（小林始君） 

 野澤今朝幸君。 
〇３番議員（野澤今朝幸君） 

 先ほども言いましたけれど、合併特例債の適用期限が５年延びる。これは私が聞くところに

よると、大きな反対も今のところないということですので、法制化されると思いますので、そ

のへんも考えて、ちょっと余裕を持って進めるべきではないかと思います。これはいいです。 
 ２番目の、ちょっと時間の都合で尻切れトンボになったような質問でしたけども、やっぱり

地元に職員がなかなかうまく関われないというのは、この間も亀山議員の質問にもありました

し、先回、私も支所の機能ということで質問させてもらいましたけれども、やはり支所が今の

職員体制、効率オンリー、効率が非常に重んじられて、すべてを考えていく中で、どうしても

支所の職員配置等、あるいはどういう人材をあてるかというところが、非常に等閑視されてい

るんではないかというふうに感じています。 
 行政をやる上で、一方では効率ということは、これは欠かせないことですけれど、とりわけ、

これからはいつも言われるように市民との協働ですね。そういうことを考えた場合に、やっぱ

り旧町村のエゴみたいなものの問題ももちろんありますけども、そういう中で旧町村のいいと

ころをそれぞれ出し合って、切磋琢磨するような形での地域づくりを考えないと、笛吹市全体

で何かしようということは、非常に抽象的な話になるし、個々の人間の関わりが弱くなるとい

うふうに思います。 
 芦川の例を申しますと、非常に手厚い人事で、しかも芦川の場合は、聞くところによると手

を挙げていただいて、職員に。そして芦川の振興に関わっているということですので、そうい

うような形をほかの支所でもつくるような形で、支所ごとに一生懸命、いいところは真似して、

悪いところは是正していくような形での人事体制等、そして予算づけ、権限づけ、そういうこ

とが今後必要ではないかと思いますけども、この点についての答弁をお願いします。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、山下総務部長。 
〇総務部長（山下真弥君） 

 各支所に、地域を盛り上げるための人材の派遣をということだろうというふうに思いますけ

ども、現在、芦川の指摘がありましたとおり、厳しい定員適正化計画を進めていく中ではあり

ますけども、地域のことがよく分かり、地域を盛り上げていくために、どの職員がいいのかと
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いうことについて、手を挙げることも含めて、適材適所で毎年人事をやっております。 
 今後につきましても適材適所を考える中で、地域を盛り上げていくために人事配置を行って

いきたいというふうに思います。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 関連質問を終わります。 
 一般質問を続けます。 
 １５番、新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 
 はじめに「山寒し 年改まる 三日前」龍太。いよいよ今年も詰まってきました。寒さが一

段と加わり、身の引き締まる１２月の句です。 
 正正会の新田治江です。通告に従いまして、２点質問いたします。 
 １点目、一大祭典国民文化祭を好機につなぐ。 
 平成２５年の国民文化祭、県民として山梨県の一大祭典と考えるとき、この機会を県民文化

の振興のよき機会として、今日まで築き上げた土台を踏み台として一段の飛躍を目ざして進め

る好機と思います。そこでこれを機に、その名に恥じない諸々の準備が必要と考えます。 
 １．市としてどのような構想をお持ちか、お聞きします。 
 ２．飯田蛇笏、飯田龍太さんを生んだ聖地である境川。俳句の句碑の建立、後世の者の責任

としての思いから、再度お聞きいたします。 
 ３．観光につなぐ。ひなびた観光が今、ブームです。７町の観光ルートの確立を。 
 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、仲澤教育部長。 

〇教育部長（仲澤和朗君） 
 新田治江議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに、どのような構想をお持ちかについてでございますが、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２６回

開催されている日本最大級の文化イベントであります。山梨県におきましても平成２５年に開

催が決定されておりまして、笛吹市では継続事業として俳句大会および現代詩大会の２事業、

独自事業として３事業、全体で５事業を計画しております。 
 今年度、７月６日に市の実行委員会を設立しまして、８月２６日に第１回俳句企画委員会、

３０日に同じく第１回現代詩企画委員会を開催し、具体的な開催要項、募集要項等を決定いた

しました。俳句大会のテーマは「文芸祭俳句大会」、サブテーマには「見つけよう四季の彩 よ

うこそ蛇笏・龍太の里へ」といたしまして、現代詩のテーマは「現代詩の祭典」、サブテーマに

は「いのちのきずな 詩のきずな」といたしました。 
 また、１０月２９日から３０日に京都で開催されました第２６回国民文化祭の俳句大会およ

び現代詩大会の視察をそれぞれの企画委員さんと事務局の総勢２０名で行いまして、開催内容

や式典関係の詳細視察、交流会や式典では次期開催町村といたしましてあいさつを行い、笛吹

市をＰＲしてまいりました。今後は、年間を通じての広報宣伝活動も積極的に行います。 
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 ２４年度には開催要項、募集要項の配布や選者の委嘱、公募作品の募集、パンフレットの作

成等を行い、２５年度には俳句、現代詩の公募作品の受付、審査、表彰などを行います。その

間、ボランティア団体の募集や養成を行い、市民の多くが国民文化祭に関わりを持てるよう進

めていきたいと考えております。 
 俳句につきましては毎年、小中学生俳句会を開催しておりますが、今年度は全国より３万７，

８０１句の投句があり、俳句の聖地であるということが認識されてきていると考えます。 
 市内の子どもたちも、小さい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。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い、市民が誰でも学

べる場として開設しており、今後も文化の香り高い笛吹市を目標に進めてまいります。 
 次に俳句の句碑の建立についてでありますが、飯田蛇笏没後一周忌に甲府・舞鶴城二の丸跡

に建てられました「芋の露 連山影を 正しうす」の句碑が唯一建立されております。この句

碑はその後、平成４年に山梨県立文学館の庭に移設され、全国から訪れる来館者に親しまれて

おります。生地境川町小黒坂を望む、この碑の左下にこんな一文があります。「この碑は先生の

一周忌に際し、蛇笏文学を讃仰する多くの門下ならびに知友後輩によって建立された。碑面の

句は大正３年の作、筆蹟はその自筆短冊より得た。昭和３８年１０月、飯田蛇笏文学碑建設委

員会」とあります。句碑建立までには、さまざまな経緯があったことと思います。生前、１基

たりとも句碑の建立を許さなかった飯田蛇笏でありましたので、旧境川村時代より何回か話題

も出ておりましたが、偉人でありますお二方の意向、文学関係団体や多くの門下関係者との協

議も必要であり、すぐに進められるものではありませんので、慎重な対応が必要と考えており

ます。 
 次に観光につなぐについてでありますが、国民文化祭では、笛吹市として次の３事業を単独

事業として計画しております。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

の縄文であります。これ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あります。山梨県においても、年間を通じてフットパス事業を計

画しておりますので、みんなでウォーキングをしながら地域の伝統文化や素晴らしさなどを見

つめていただくため、本市の観光事業との共催も検討しております。 
 また、俳句大会では飯田蛇笏・龍太の山盧をはじめ市内の名所、旧跡などを自由に見ていた

だく吟行、あるいは現代詩大会では、本市出身の堀内幸枝の詩碑の見学や「詩の世界に遊ぶ」

と題したイベントなども計画しております。これらを通じて市内各所をまわるルートも検討し、

全国の皆さまが再び訪れたくなるような笛吹市を目指し進めてまいります。 
 以上で、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 再質問、新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 
 ただいまの答弁の中に、最後のほうに吟行会の計画をしているという話が出ましたが、その

吟行会について、どのように計画しているのか教えていただきたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、仲澤教育部長。 
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〇教育部長（仲澤和朗君） 
 吟行でございますけども、先ほどちょっとお話させていただきましたが、おのおのの企画専

門委員会を開催しております。現在、その内容につきまして、計画中でございます。もちろん、

２日間行いますから、１日目が吟行。そして本日ということになるわけでございますけども、

その１日目の吟行につきましては境川町を中心に、また現代史につきましては一宮というよう

な形の中で、今現在、各専門委員会において計画中でございます。もちろん、その吟行につき

ましては実施する予定でございます。 
 以上で、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 
 小中学生の俳句会では、３万７，８０１句という大変な数の投句があったようです。これか

らも俳句人口が増えるということでは、とても楽しみでもあり、またその３万７千という句の、

集めた担当職員ですか、職員の苦労とか、またその選者の先生たちも大変と思いますが、そん

な点。また今後については、どのようにお考えかお聞かせください。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、仲澤教育部長。 
〇教育部長（仲澤和朗君） 

 小中学生俳句会につきましては、おかげさまで年々、投句のほうが増えておりまして、今年

は３万７，８０１句という、たくさんの投句をいただきました。今年、行われました国民文化

祭でも京都の大会でも２万５千句だそうです。それをはるかに上回る投句をいただいているわ

けでございますけども、現在、選者の先生方には第１次選が４名、第２次選が４名、本選１名

という形で９名の先生方に選句していただいております。 
 現在、職員１名、臨時職員１名でこの大会を計画しておりますが、もちろん実行委員会を通

して事業を進めておりますけども、今の現在の投句数でいきますと、職員１名、それから臨時

職員の方にもお願いし、また選者の先生方には大変ご苦労いただいておりますが、今の状況で

これからも進め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。 

〇１５番議員（新田治江君） 
 とても大変な苦労だと思います。そして小学生なんかに聞きますと、各家庭の中でも蛇笏さ

んの話が出たり、俳句が本当に浸透しているようで、本当に俳句の里だなということを実感し

ております。 
 次に句碑の建立についてですが、飯田家の意向は十分、今までの経過で理解しております。

俳句の里といえば、日本の中で第一はなんといっても四国の松山です。松山は正岡子規のふる

さとでもあり、夏目漱石、高浜虚子の方たちの生誕の地でもあります。そして、この松山には

その聖地にふさわしい子規堂、子規記念館、子規句碑、正岡家の墓など、数多い史跡が点在し

ております。そこで境川は日本俳壇の巨匠、飯田蛇笏、飯田龍太さんを生んだ聖地であります。

境川には俳句、史跡はほとんど見ることができないのがとても残念だと思っております。境川
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にあるのは飯田家山廬あるのみ、蛇笏先生は生涯句碑などを望まず、枯淡の境地こそ文人の姿

として憧れておられたようで、龍太先生も同じ姿勢を貫かれておりました。 
 その思いを私たちは大切にしてきましたが、俳句を拠りどころに生きたいと思うとき、何か

路傍に、その縁となる句碑が見たいと思います。そして蛇笏・龍太の書や句に直接、接したい。

記念館をほしいとも思っております。それは後世に生きる私たちみんなの責任だとも思います。

風土が人間を育てるといいます。市政の施策の中で、豊かな風土づくりに向け、飯田家の意向

に引き下がらない。後世に残る生きる者の責任として諦めない姿勢で、飯田家との今後の話し

合いなんかを続けていってほしいと思いますが、お聞かせください。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、仲澤教育部長。 
〇教育部長（仲澤和朗君） 

 句碑の建立、それから記念館のお話でございますけども、先ほども答弁させていただきまし

たように、飯田家につきましては、句碑の建立等につきましては、飯田蛇笏先生それから龍太

先生、今現在の飯田家のご当主もお住まいでございます。そういったことも、その意を十分汲

まなければならないと思っております。句碑につきましては、非常に境川村当時からそのよう

なお話もいくつかございましたけども、それにつきましては飯田家の思いといたしまして、建

てられなかったという事情がございます。記念館につきましても、今現在、私どもの市の事業

等につきましては、いろいろ開放していただいております。そういったこともございますから、

飯田家ご当主の意を十分に尊重しながら、これから考えていかなければならないと思いますけ

ども、今現在ではそういった計画はございません。飯田家の意を十分、尊重しながら考えてい

きたいと思っております。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 
 飯田家の意向は、とてもよく分かっております。でもここで、やはり私たちは後世に残る者

としての責任、そんな面からもやはり、ちょっとここは引き下がれないような、諦めてもらっ

ては困るという気持ちがいっぱいです。そして、今、いい情報が入っております。市長にお聞

きしたいんですが、市が、記念館なんですけど、もし前向きな姿勢で望んでもらえるならば用

地を提供してもいいという方がいるんですが、いかがでしょうか。その用地というのは蛇笏・

龍太さんの句の中にもある大黒坂の見晴らしのいいところなんですけど、市が前向きにしてく

れるなら、検討してもいいという方がいますが、その点についてはどんなお考えか聞かせてく

ださい。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、荻野市長。 
〇市長（荻野正直君） 

 飯田龍太・蛇笏先生のこれだけの偉業を、私ども本当にしっかり受け止めて、笛吹市の本当

に大きな誇りでありますから、これをなんとかしていきたいという思いは、皆さん一緒だと思

います。実は龍太先生がお亡くなりになってすぐ、今の山廬、このへんを中心に記念館をとい

うような話を聞きまして、すぐにその話にのりました。しかしご遺族のご子息さまは、すでに
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山梨県立文学館のほうにお話をしてありまして、そこに大部分のものをご寄附なさってしまい

ました。そして先ほど部長のほうからも答弁がありましたように、例えば碑ひとつとりまして

も、本当に１つしかないというような状況ですから、それはなぜかということをわれわれは逆

に、しっかりと考えなければいけない。いわゆる本人の気持ちがしっかり遺族にも伝わってい

るなと。今、私どもがしていることは、いわゆるあの山廬、あれをあのままをできるだけ保存

するために、われわれがどこまでお手伝いできるかというようなことに対しては、全面的に協

力していきたいという考えでおります。 
 したがいまして、どのくらいの規模の記念館をご計画か分かりませんけども、今のところ、

やはりそういった意思をしっかり受け継いで、逆にむしろ私どもがやっていかなければならな

いのは、１つは今の小中学生の俳句大会でありますとか、この間、ＮＨＫ学園の短歌俳句会を

笛吹市で開催いたしました。むしろ定番的に、こういったものをしっかりと根付かせることに

よって、飯田龍太・蛇笏先生にその思いが伝わっていくんではないかなと。今、行っておりま

す小中学生の俳句大会にしても、たしかそのへんからヒントをいただいて、そしてはじめたと

いうふうに、間違っていたら申し訳ないんですけども、私はそんなふうに理解をいたしており

ます。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 
 地元の人たちは、なんか諦められない気持ちでいっぱいです。そして碑の建立についても、

前回も委員会をつくって部長の話にありましたが、なんかそういうふうな建立しようという人

たちが、なんか動きがあるようですが、そんな面でも市のバックアップということは、いかが

でしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、仲澤教育部長。 
〇教育部長（仲澤和朗君） 

 その建立につきましては、飯田家のご長男でございます飯田秀實さんは先代の飯田蛇笏先生、

それから飯田龍太先生の意向を非常に汲んでおります。先ほど答弁で申しましたように１基た

りとも許さなかったという思いが、飯田蛇笏先生にもあったようでございます。それが飯田家

として、伝われてきておるようでございます。私もご長男の飯田秀實さんとはお話をしたこと

がございますけども、その碑の建立のことについては非常に代々の、おじいさん、それからお

父さんの意を守っているようです。 
 今、お話がありましたように、市長がおっしゃっていただいたように、これからそういった

ものは残していかなければならない。国民文化祭につきましても、ようこそ龍太・蛇笏の里へ

というようなサブテーマも付けていただきました。そういったことで、これからその句碑は建

立されなくても、句は後世に残していきたいと思っております。ですから句碑の建立につきま

しては、また機会がございましたら、飯田家のご長男さんとお話は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。 
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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） 
 次に観光につなぐということですが、３月議会でも安・近・短と、安い・近い・そして短い

期間ということで言いましたが、最近は安・近・楽といって楽しい字が付いているそうです。

それには、その中に楽しみを持たせるということで、やはり豊角部長にも聞きたいんですけど

も、例えば先ほどの吟行会などをして宿泊型の滞在期間を設けてするというふうなこと。その

地域を生かすということで、やはり７町のメリットを生かして、そういうふうな文化コース、

文化の里散策のような文化コースをして、地域の７町のよさを全部取り入れ、そして宿泊は石

和に泊まり、また各直売所にというふうな思いもあるんですけども、滞在型の観光の推進、滞

在型の体験もしていただくということで進めてもらいたいと思いますが、その点についてお聞

きしたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、豊角産業観光部長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 観光の面から答弁いたします。 
 やはり７町が持っております観光資源については、有効に活用していきたいと思っておりま

す。特に笛吹市ではおもてなし観光バスというツアーを募っております。非常に人気が高い事

業でありますが、まず５月からになりますが、御坂ではバラがきれいに咲き誇ります。バラの

花めぐり。それから６月に入りますと、６月の前半になりますがすずらんの花。芦川のほうに

出向くコース。それから夏へ向けては、初夏ではサクランボ狩りとワイナリー巡り。それから

夏本番になりますとやはり桃狩り、ブドウ狩り、フルーツ狩りになりますね。それからその間

には、ボランティアガイドを付けた中での甲斐国千年の都シリーズということで、城門から甲

斐国分等を散策するコースとなります。 
 こういった中に、９月になりますが、境川の俳句の道の散策コースというものがあります。

これは境川の俳句の道ということで、いやしの杜公園からの農産物直売所、これを経由という、

こういうコースになりますが、それぞれ各７つの町が持つ観光資源をルート巡りでするという

ことで、これも観光客の誘客に結びついたということで、農産物直売所の経由、あるいはそれ

ぞれの特色ある観光地巡り、それから石和のほうにお泊りいただくという、こういうことで計

画を練っておりますので、来年度についても観光客のニーズに合わせた中で、さまざまなプラ

ンを現在、策定中でございます。 
 以上になります。 

〇議長（小林始君） 
 再質問、新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 
 では、２問目の質問に移ります。消費者行政について。 
 県委託事業、消費生活わいがや広場というのに参加してきました。県消費生活センター報告

によると、昨年の笛吹市の消費生活相談件数は３８７件ということが分かりました。笛吹市の

消費者行政、現状、今後のあり方についてお聞きします。 
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 １．現在の状況。 
 ２．国からの消費者行政活性化基金の活用は。 
 ３．消費者教育、啓発事業についてはどのようにしているのか、お聞きしたいと思います。 

〇議長（小林始君） 
 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、河野市民環境部長。 

〇市民環境部長（河野修君） 
 新田治江議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに消費者行政の現状についてでありますが、本市には専門の消費者相談窓口は設置し

てありませんが、市社会福祉協議会に総合相談業務を委託しており、月４回相談所を開設し、

専門家である弁護士や司法書士をはじめ民生委員さん、人権擁護委員さん、行政相談員さん、

消費生活相談員さんが相談にあたりまして、年間で延べ４２回ほど消費生活を含む多種多様な

相談を受けております。相談件数は平成２１年度に１３５件、２２年度に１４４件でありまし

た。 
 また、市の市民活動支援課の窓口においては、弁護士が常駐し相談機能が充実している県の

県民生活センターや法テラス、それから市の総合相談などにつなぐための情報提供を行ってお

ります。 
 次に国の消費者行政活性化基金の活用でございますが、国の基金を受け本県では消費者行政

活性化交付金事業を立ち上げ、事業期間は平成２１年度から２４年度までとなっております。

本市では２１年度より事業採択を受けまして、啓発用パンフレット、冊子、シールの作成や消

費者教育用機材の購入に活用しております。 
 次に消費者教育啓発事業についてでありますが、先ほどの交付金事業で作成しましたパンフ

レット、冊子等による啓発活動を行っております。若者向けのパンフレットや冊子は成人式の

折に配布いたしております。高齢者向けのパンフレットや冊子につきましては、社会福祉協議

会と連携して、介護予防事業の「やってみるじゃん」の中で活用しております。さらに狙われ

やすい高齢者が消費者被害に遭わないように、地域包括支援センターでは市内の老人クラブを

対象に学習会を今年度、計画しております。 
 今後も市民の皆さまが消費者被害に遭わないように、消費者教育や啓発活動に取り組んでま

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、新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 
 消費者教育については２７市町村の格差があると思いますが、そんな点についてお聞きした

いと思いますが。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、河野市民環境部長。 
〇市民環境部長（河野修君） 

 新田議員の再質問にお答えいたします。 
 まず相談窓口の設置でございますが、県内では相談窓口は甲府市のみの設置でございます。
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ほかの町村については、他の業務と兼務しながらの相談窓口を受け付けておりまして、いろい

ろなケースがございまして、その場で解決できるものもありますが、できないものについては、

県の消費生活等につないで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） 
 新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 
 いろんな各市町村を見てみますと、いろんな消費者教育について、講座なんかもよくしてい

るようですが、笛吹市の場合はなんか講座をしたようなことがありますか。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、河野市民環境部長。 
〇市民環境部長（河野修君） 

 今の大きな事業としては、先ほど申し上げた相談窓口の設置でございます。それから本市に

は、県から委嘱を受けた消費生活相談員さんが６名いらっしゃいます。この方たちが県の研修

等に参加しまして、スキルアップを図っていただいて、先ほど申し上げました市の社会福祉協

議会の総合相談の折に一緒に参加していただいて、相談を受け付け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） 
 新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 
 消費者庁ができ、それを受けて、市の基本計画に沿って市民環境部でも施策をしているか、

その点について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） 

 本市の消費者庁の基本計画を受けての政策といいますか、対応でございますが、消費者庁が

出しました消費者基本計画は消費者の権利の尊重、それから自立の支援ということが基本理念

でございます。消費生活の場である地域を支えていく地方自治体、これに求められているもの

が消費生活相談体制の充実、それから相談員の人材の確保でございます。それから今、おっしゃ

いました消費者教育啓発活動の推進、それから消費者団体等の連携等が謳われておりまして、

これは連携確保等におきまして、今、消費者行政も充実を図っているということを求められて

いるわけでございまして、本市といたしましても、県や県民生活センターと連携をとりながら、

その基金を活用して購入いたしました機材や、先ほど答弁にありました機材等の購入がござい

ます。それらとパンフレットなどを活用いたしまして、消費者教育啓発活動等に取り組んでい

きたいというふうに考えております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 新田治江君。 
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〇１５番議員（新田治江君） 
 さっき、ちょっと聞き漏らしたかもしれませんが、地方消費者行政活性化交付金については、

どのように使われているか。また、そして交付金が２４年度までですが、今後についての動き

はどうなのか、お聞かせください。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、河野市民環境部長。 
〇市民環境部長（河野修君） 

 新田議員の再質問にお答えいたします。 
 基金の活用でございますが、答弁では簡単に触れさせていただきました。金額等を申し上げ

ますと、２１年度に７７万２千円。これは高齢者向けのパンフレット冊子、それから参考図書

の購入ですか。それから多重債務者の無料相談、委員さんが市でお願いしている方がいらっしゃ

いまして、その方に相談をしていただきます。その報酬、これらがありました。 
 そして２２年度につきましては７５万４千円で、これは若者向けのパンフレット冊子の作成

でございます。その他は多重債務者の相談員さんの報酬等に充ててございます。 
 それから２３年度につきましては１６８万２千円でございまして、本年度でございますが、

やはり啓発用のパンフレット冊子、それから高齢者用に今年はシール等を作りまして、それら

を啓発用に使っております。それから消費者用の教材用のスクリーン、それからプロジェクター

ビデオ等を購入させていただきまして、それらの購入に充てました。それから多重債務相談員

の報酬に活用いたしました。 
 ２４年度にこの補助金が終わるわけでございますが、２４年度は最終年で５４万円ほどの申

請をしてございまして、新しく、少し厚めの「暮らしの豆知識」という冊子をつくろうかとい

うふうに計画しております。 
 ２４年度以降でございますが、交付金が廃止されますが、先ほど交付金で購入いたしました

方法のスクリーン等の機材、これらを使いまして、より一層の消費者教育に取り組んでいきた

いというふうに考えております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 
 今、部長の答弁の中で教材用のプロジェクタービデオとかありますが、そういうふうなこと

が一般の人たちには全然分からないので、やはりそういうものの公開、みんながそういうふう

にあっても、私たちもいろんな団体で、例えばそういう教材用のプロジェクタービデオがある

とすれば、そういうものを使わせてもらいたいなとも思いますが、そういうふうなものの一般

公開というんですか、そんなふうなことについてはできるんでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、河野市民環境部長。 
〇市民環境部長（河野修君） 

 今年度購入したということで、まだＰＲのほうが不十分かと思います。今後、各種団体や機

会を捉えまして、こういった機材がある、活用をしてほしいというふうなことを併せて消費者

の教育の啓発にも努めていきたいというふうに考えております。 
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〇議長（小林始君） 
 新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 
 やはり、いろんな各消費者、例えば消費生活研究会とか、いろんな消費生活に関わる団体が

ありますので、やはりそんな団体とも連携を密にして、一緒の事業をしたらもっと効果的に広

がっていくと思いますので、その点なんか今後の活動としてお聞きしたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、河野市民環境部長。 
〇市民環境部長（河野修君） 

 今、議員さんがおっしゃるとおり、やはりどうしても狙われやすいのが高齢者でございます

から、その方たちにお知らせするには、こちらから出向くなり、なんか機会を捉えてしていく

必要があるだろうというふうに思います。それには、今おっしゃったような団体の皆さんにも

協力していただいて、取り組んでいかなければいけないだろうというふうに考えております。 
 今年度、その教材等もいただきました。来年ももう１つ、冊子等もつくる計画もございます

ので、それらをもちまして、また各種団体、あるいはいろんな集まりがありましたら出向いて、

その消費者啓発教育に努めていきたいというふうに考えております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 
 やはり笛吹市でも社協のほうからが１４４件、そして県のほうにも３００何件と、５００人、

６００人近い方が相談に行っていますので、今後やはり専門の窓口に相談員さんを置くという

ことは、今後はどうでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、河野市民環境部長。 
〇市民環境部長（河野修君） 

 再質問にお答えします。 
 専門の相談員というお話でございますが、今日の時点では私のほうからは、まだ相談員の設

置については考えてございません。やはり法テラス、あるいは県民生活センターに専門の弁護

士、あるいは職員がいらっしゃいますので、そちらにつなぐために、まずは本市の職員の担当

課の窓口であります職員のスキルアップをまず、図らせていただきたいと思います。よろしく

お願いいたします。 
〇議長（小林始君） 

 新田治江君。 
〇１５番議員（新田治江君） 

 今後、消費者の救済ということが一番大きな問題ですので、やはりそちらの状況も、市民に

も状況を公開して、流れをよくして進めていってほしいと思います。これで終わります。 
〇議長（小林始君） 

 以上で、新田治江君の一般質問を終了いたします。 
 関連質問を許します。 
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 風間好美君。 
〇６番議員（風間好美君） 

 市長にちょっとお伺いします。 
 せっかく地元で土地を提供すると。ただ、その土地は物納なのか、金を取るのか、私にはちょっ

と全然分かりません。また面積も分かりません。しかし、住民からそういう何か、文学館とか、

そういう博物館というか、そういうことも建立したいという考えを提案したわけなんですけど、

私たちにしっかりとそこらへんの考えが、聞き受けられなかったので、その土地の利用とか、

そういうせっかく、地元の人たちが言っていることですから、何かそこについて、ちょっと明

快な答弁がなかったので、再度お聞きしたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、荻野市長。 
〇市長（荻野正直君） 

 先ほどの答弁の中でも、お話を申し上げましたけども、今、あとを継いでなさっている龍太

さんのご長男さんが、あの山廬を今しっかり整備して守っていらっしゃいます。その前の段階

でも、境川の方からあれに付随した記念館を、あれに隣接して建てたらどうかと。土地もある

よというような話も承って、直接、私が承った経緯があります。しかし、その話につきまして

は、先ほど申し上げましたように、内容的なものをほとんど向こう、いわゆる文学館をメイン

に飯田龍太・蛇笏の記念館のような形になっておりますから、そういう形での認識が非常に強

いと思います。 
 したがって、先ほど申し上げましたように、それは実際これだけの土地でこうで、中身も、

建物もそっくり寄附してあるが、それでも使わなかったとか、どういう内容かよく分かりませ

んから、お答えようがないわけです。でも今の状況ですと、非常に難しいんではないかなと。

むしろ先ほど言いましたように、いわゆる両先生の意思をしっかり私ども受け止めて、例えば

小中学校の全国の俳句大会、これも私の聞いた話だと、当時の村長が始められて、角田さんで

すね、たしか。その前ですか。相談をして、それはいいことだと。子どもたちのためにやると

いうことで、ここでまで大きくなってきたわけです。したがって、そういうことが私は先生の

ご意思ではないかなというふうに思いますから、むしろそういう方面にもっと力を入れていき

たいなと思っております。 
〇議長（小林始君） 

 風間好美君。 
〇６番議員（風間好美君） 

 市長の考えはそのような形ということで分かりました。しかし、先ほど中村部長のほうから、

こういうことは全然考えていないということなんですけど、いろいろ総合的に先ほど来、境川

町民の１つの願望、またお願いも多々あるんではないかなと思っておりますので、ぜひ部長も

また、地元でいろいろご活躍なさっているし、また地元のことも十分、熟知していると思いま

す。再度、せっかくそういう土地のことも考えてくれる住民の方々の心も汲みながら、ぜひ前

向きに、どんなような形になるのか、ちょっと私には分かりませんけども、ぜひ前向きに検討

しながら、また全員協議会等々で報告してもらえば幸いだと思いますけども、その検討等、ぜ

ひやってもらいたい、その考えについて、部長の考えを聞きたいと思います。 
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〇議長（小林始君） 
 答弁を、仲澤教育部長。 

〇教育部長（仲澤和朗君） 
 風間議員の関連質問でありますけども、先ほど私、今、計画はございませんとお話ししまし

たのは、今現時点では計画はございませんというお話でございます。先ほど来、申し上げまし

たように碑の建立はございませんけども、境川村の入り口といいますか、４カ所に四季、春夏

秋冬の四季に応じた句を掲示してございます。これは四季に応じてそれを入れ替えまして、先

生の句を笛吹市内のほうへ入っていただく皆さま方に分かるようにということを、今現在やっ

ております。 
 これからの計画等についてというお話でございますけども、先ほどお話し申し上げましたよ

うに、今現在、必要に応じて生家を開放していただいて、そして長男の飯田さんがそれぞれの

事業ごとに開放して、皆さんに見ていただけるというようなことも行っていただいております。

そんなようなことがございますから、市だけで進めるというわけにはいきません。ですから、

飯田さんの意向もお聞きしながら、またそういったことについては考え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） 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 要望になって申し訳ないんですけども、ぜひ境川町の人たちもそういうことを願っていると

いうことを多々、私ども聞いておりますので、ぜひ前向きの検討をお願いしたいと思います。 
 以上で終わります。 

〇議長（小林始君） 
 関連質問を続けます。 
 （ な し ） 
 関連質問を終わります。 
 ここで、暫時休憩いたします。 
 再開は１時３０分といたします。 

休憩  午後１２時００分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 １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。 
 １１番、中村善次君。 

〇１１番議員（中村善次君） 
 当選から３年が経過し、経済不況、大震災、原発による大事故、税の減少が見込まれる今、

大型施設、いわゆる箱物建設は全国的に控えているのが実情でございます。本市においても前

述のとおりだと思います。 
 以下、質問いたします。 
 市は建設に向け、市民合意が得られないまま計画を進めております。なぜでしょうか。環境
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に及ぼす影響調査をすでに実施済みと思うが、またその内容について伺います。 
 ５４億円という経済波及効果と、その算出について。また建設後、市内への経済効果につい

て伺います。 
 建設後の財政は平成３０年より財政が破綻しておると、こんなふうに示されております。内

容は平成２１年度１１９億円ありました基金が２５年度末には９５億円、３０年度には底をつ

くという状況でございます。いわゆる基金はゼロということでございます。シミュレーション

では行財政改革を行うとありますが、確約ができるのかどうなのか。また、責任の所在はどこ

にあるのか伺いたいと思います。 
 多機能アリーナ建設検討委員会で、学識経験者として参加していた山梨学院大の日高昭夫教

授は、住民投票が否決されたのち山梨日日新聞の紙上に議会は１万２千人の意思を否決した。

多機能アリーナが正当化されたわけではない。住民参加の形も模索しながら、議論を尽くして

いく必要があることには変わりないということをコメントしております。後段のこの部分に対

しまして、市長の見解をお願いしたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、池田経営政策部長。 

〇経営政策部長（池田聖仁君） 
 中村善次議員の一般質問にお答えいたします。 
 事前に通告いただきました内容が大変、抽象的でありましたので、議員のご質問の意図と合

致しない場合につきましては、ご容赦いただきたくお願いいたします。 
 まず、マニフェストおよび環境調査の検証と建設諸般についてであります。 
 前回の笛吹市長選挙、荻野市長の選挙広報に「各種団体が全国大会を行ったり、屋内スポー

ツの県大会ができるような多目的な施設建設計画の策定をします」と掲載されております。そ

の当時と比べまして、たしかに現在の社会経済状況は、著しく変化していることは承知してお

ります。しかし、本施設の必要性につきましてはご説明させていただいていますとおり、交流

拠点としての活用による市民の一体感の醸成や、広く市外からの交流人口の流入による経済の

活性化、またスポーツ文化活動拠点としての人材育成および生涯学習や生涯スポーツを通じて

の健康づくり、さらには災害発生時における２次的避難所としての活用など、その価値は多方

面において活用できるものであることから、今後も市民の皆さまにも都度ご説明申し上げなが

ら建設事業を推進してまいりたいと考えております。 
 また、環境調査につきましては自然環境、交通環境、上下水道等のインフラ環境、地質等の

環境、道水路の付け替えや用途廃止等々さまざまなことが考えられますが、それぞれについて

関係法令等を遵守する中、必要に応じ事業を進める中で検証してまいります。 
 建設諸般とのことでありますが、多機能アリーナはこの１０月に基本設計を策定し、市民ミー

ティング等でご説明させていただいておるとおりであります。概要といたしましては、延べ床

面積が約９，２００平方メートル、主要な部分といたしましては、大アリーナと小アリーナを

有する高さ約１８メートルの建物であります。 
 次に、経済効果についてであります。 
 先の市民ミーティングで、経済波及効果につきまして、現段階での試算を説明いたしました。

経済波及効果とは建設費や管理運営経費、来場者消費などの直接効果のほか、直接的に需要が
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増えた産業がその需要を満たすために、いろいろな産業に生産が波及する効果、雇用者所得の

一部が消費にまわされる効果を合計したものです。 
 今回の経済波及効果の数字は、基本設計の段階の建設費と設計監理費等の見込み額、約３６億

５千万円、それから管理運営経費を８千万円とした場合のことを前提とした試算でありまして、

来場者消費であります宿泊や産物の購入や事業の実施に伴う効果は入っておりません。また、

建設費および管理運営経費が確定しますと、この試算の波及効果も変わってくるものでありま

すが、この試算の場合、経済波及効果は５４億２，８００万円が見込まれるとしたものであり

ます。 
 次に、財源についてであります。 
 多機能アリーナ建設につきましては、従前よりご説明申し上げているとおり、合併特例債の

活用を考えております。また、その他の交付金等につきましても現在、検討・協議を進めてい

るところです。 
 平成２２年３月に策定しました第２次行財政改革大綱では、行財政改革を実施しない状況で

の財政シミュレーションを参考データとして示しており、その中で平成３０年には財政破綻す

る旨の記載がされております。その中では、基金残高が平成２２年度の１１９億円を頂点とし

て、平成３０年度には底をつくという試算がされ、これに対して行財政改革の実施により、平

成３０年度の基金残高を５８億円とするシミュレーションとなっております。 
 また、この改革実施による推計値では、平成２２年度の基金残高の見込みを１１８億円とし

ておりますが、実際の２２年度決算では１４０億円となっており、２２億円上回る状況であり

ます。財政推計は、一定のルールに基づき推計を行うものであり、実績により毎年見直しを実

施する予定であります。 
 将来の経済情勢などを見据え、長期にわたる財政状況を推計することは非常に難しい面もあ

りますが、さらなる行財政改革の推進を図り、健全経営に努めてまいります。 
 次に住民投票諸般についてでありますが、笛吹市多機能アリーナ建設について市民の意思を

問う住民投票条例につきましては、地方自治法第７４条第１項の規定により条例案を上程し、

市議会にお諮りしたところです。その際には、同条第３項に基づく市長の所見を附す中、請求

代表者の意見をいただき、議会内で慎重なる審議をいただきました。その結果につきましては、

重く受け止めております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 再質問を行います。 
 中村善次君。 

〇１１番議員（中村善次君） 
 質問の後段の部分の、山日紙上によるコメントについて市長に見解を求めております。 

〇議長（小林始君） 
 答弁を、荻野市長。 

〇市長（荻野正直君） 
 先ほどの中村議員の住民投票条例に対する学院大学の教授の件でありますけども、学問的に

いったらもっともだというふうに思います。ただ私ども笛吹市の、合併からの流れを考えてい

ただければ、昨日今日この問題を出したわけではなく、なおかつ財政的な問題につきましても、
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合併時の、合併してからの、いわゆる財政計画というふうなもの、そして現在、進行中のもの、

比べてみても、数段の努力をさせていただいた結果、私はいい方向にいっていると思います。 
 なおかつ合併協定の中での、やはり新市が一体となるべき、みんなが集う施設がほしいとい

うのは合併協議の、いわゆる新市建設計画の１つであります。なおかつ、そのあとの笛吹市の

総合計画、あるいは都市計画マスタープラン等々に入っております。なおかつ、私はそれにプ

ラスするように、今期の選挙戦においての公約として、マニフェストとして挙げさせていただ

きました。したがいまして、大筋の全体論の中では市民の皆さんの多くの意見をいただいた中

で、このことは進めさせていただいているというふうに考えております。 
 しかし、過日、行われました住民投票条例の署名ですね、これにつきましては、こんなにた

くさん方がいるのかと改めて、いわゆるこの重みを実感しているところでございます。もちろ

ん、議会の中におきましても、この間の住民投票条例の採決におきましても、１５対７という

ような形で、７人もの議員さんが反対をされているわけでありますから、その反対の理由もい

ろいろあります。そういったことも一つひとつ、理解をしながらこの問題を進めさせていただ

きたいなというふうに思います。そのようにご理解いただきたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 中村善次君。 
〇１１番議員（中村善次君） 

 それでは、再質問に移りたいと思います。 
 建設予定地については、当初４．６ヘクタールの面積を確保することで計画をしてきており

ます。現時点においては、４ヘクタールに減少している。減少分の０．６ヘクタールについて

も、４ヘクタールと同等に税控除等の対象になるのか、お伺いいたします。 
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） 

 減少分の０．６ヘクタール、これにつきましては企業の代替地として、現在、協議を進めて

おります。したがいまして、予定地の４ヘクタールの中に、企業誘致がございますから、そこ

の部分の代替資産としての所得になろうと思います。それにつきましても、ずばりそのまま０．

６ヘクタール、企業用地を代替するという部分につきまして、いわゆる価格の問題も出てきま

すから、一部につきましては企業のご負担をいただいて、購入していただくようなことになろ

うというふうに現在、協議を進めております。 
〇議長（小林始君） 

 中村善次君。 
〇１１番議員（中村善次君） 

 確認ですけども、公共物に対しては５千万円ということで、この０．６ヘクタールについて

は、これは個人貸借ということで、そういう理解でよろしいでしょうか。 
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） 

 いわゆる代替地の部分につきまして、企業が、いわゆるアリーナ施設として提供いただく資

産価値と、それから代替地を求める資産価値が同等であれば、これは三者契約になりますけど
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も、租税特別措置法上の代替地ということで、同等の５千万円控除対象。代替地ですから、５千

万円という話ではないんですけども、同じような控除が受けられると。ただ、その資産価値が

違えば、違った部分につきましては、企業の所得の中で、資産所得の中で対応していただくと

いうお話でございます。 
〇議長（小林始君） 

 中村善次君。 
〇１１番議員（中村善次君） 

 これから実施設計の段階のようですけども、この実施設計の内容について、できるだけ細か

く説明をいただきたいと思います。 
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） 

 実施設計の詳細にあたる部分につきましては、これから契約行為に臨むわけでございますけ

ども、具体的に建築実施設計と外構関係の実施設計を設計しております。それから、その建築

主体の中に音響関係、機械設備関係、それから本体工事点検設備関係というようなことで実施

設計をつくっていきたいということであります。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 中村善次君。 

〇１１番議員（中村善次君） 
 附帯工事も、おそらくこれから何項目か出てくると思うんですけども、その附帯工事の設計

費も今回、予算計上してくると思われます金額に含まれているのかどうなのか。 
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） 

 附帯工事の部分、議員どの部分をイメージされているのか、ちょっと分かりかねますけども、

一般的に外構関係につきまして、今、外構として実施設計の中へ、実施設計としてこれはつくっ

ていきたいと。それから今言いましたように本体工事と電気設備と機械設備、それから音響関

係、これにつきましては、今の実施設計である。それ以外の附帯関係で、どのようなものがあ

るかというお話になろうかと思います。 
 ただ、ある程度、その敷地内の部分につきましては、ある程度の外構の実施設計の中で、こ

れはそのものを実施設計の中へ入れていくということを、私どもは考えております。 
 先ほど北嶋議員からご質問がありましたように、調整池の関係でありますとか、そういった

ようなものは外構の中へ入れていきたいというふうに考えております。 
〇議長（小林始君） 

 中村善次君。 
〇１１番議員（中村善次君） 

 大型も進入してきますので、要するに交通安全の問題、また先ほど北嶋議員からも出たわけ

でありますけども、交差点とかいろいろあると思うんですけど、そのへんについての設計はど

うなるんでしょうか。 
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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） 
 交通安全、それから国道２０号との交差点でありますけども、現在、市道９５０号、あそこ

を拡幅整備するということで現在、進めております。その道路事業の中で交差点部分につきま

しても、設計を組んでいくということで、これは別の部署になりますけども、その中で進めて

おります。それから、それに関連いたします周辺道路整備の部分でありますけども、地域にお

話しする中で、必要な整備を進めていくと。そこの部分の設計については、担当部署が違いま

すけども、そちらの部署で進めてまいる予定であります。 
〇議長（小林始君） 

 中村善次君。 
〇１１番議員（中村善次君） 

 市のホームページによりますと、維持管理費として５千万円から７千万円と示しております。

しかし、９月上旬ごろより２千万円くらいの増に修正しているように感じております。これら

には修繕費は含まれていないと申されておりますけども、この数字は施設全体に関わるのか、

あるいは一部の施設に関わる数字なのか、お伺いをいたします。 
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） 

 現在、実施設計の中であらかたランニングコストの部分につきましては、明らかにしていき

たいと考えておりますけども、現段階では５千万円から８千万円の範囲ということで幅をもた

せていただいております。ただし、この５千万円から８千万円の維持管理費につきましては、

いわゆる建物の維持管理、それからその敷地内の駐車場、緑地帯の維持管理を含めましての金

額であります。建物につきましては光熱水費関係、それからメンテナンスコスト等々を含んで

おりまして、したがいまして、人件費等はこの中に入っておりません。 
 以上でございます。 

〇議長（小林始君） 
 中村善次君。 

〇１１番議員（中村善次君） 
 部長、だったら５千万円で仕上げたらどうですか。 

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） 
 そこの部分でありますけども、５千万円から８千万円、ただ環境に配慮した施設としていく

ために、どれだけのことを、この５千万円から８千万円の範囲内でできるのか。それから自然

エネルギーを活用した中で、例えば５千万円に、それを上回っては駄目だというと、今からの

実施設計の中でどれだけの部分ができるか、不透明でありますから、なかなかそのことは難し

いと。 
 ですから、他団体の施設の例を考えてみましても、８千万円以下くらいでできるんではない

かということで進めております。これを例えば１億円かけてもいいといえば、１億円の実施設
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計でつくるわけですけども、そんなイメージで私どもは進めておりますことで、ご理解をいた

だきたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 中村善次君。 
〇１１番議員（中村善次君） 

 修繕費、維持管理費に当然、光熱水費もこれは含まれているでしょう。年間の運営費の積算

の根拠を示していただきたいと思います。 
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） 

 年間運営費の積算根拠につきましては、これから実施設計の中で検討してまいります。 
〇議長（小林始君） 

 中村善次君。 
〇１１番議員（中村善次君） 

 部長、それは無責任な答弁ですよ。４５億円という事業をこれからするんですよ。きちっと

した数字を、私は出されなければ、とても市民も納得できないと思うし、われわれも納得でき

ませんよ。もう一度、答弁をお願いします。 
〇議長（小林始君） 

 池田経営政策部長。 
〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 現段階ではランニングコストとして、光熱水費等々で５千万円から８千万円という幅を持っ

た数字を出していただいております。それらの具体的な積算根拠は、これから実施設計の中で

組み立てをしていくというお話でありますから、そのことを私は先ほど申し上げたということ

であります。 
〇議長（小林始君） 

 中村善次君。 
〇１１番議員（中村善次君） 

 次にいきます。 
 人件費、自主運営費を加算した年間の必要経費、総額で何億円になりますか。池田部長。 

〇議長（小林始君） 
 池田経営政策部長。 

〇経営政策部長（池田聖仁君） 
 人件費、それから事業費等を加算したという部分でありますけども、現在、そのところにつ

きましては、管理運営計画の中でどのくらい、毎年イベントができるのか。それから自主事業

はどのくらいできるのかで変わってまいります。人件費につきましても、どれだけ事業をやる

のかで、そこのスタッフ数等変わってまいりますから、現時点でのイメージとして、具体的な

ものは持っておりません。 
〇議長（小林始君） 

 傍聴者に申し上げます。 
 お静かにお願いいたします。 
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 中村善次君。 
〇１１番議員（中村善次君） 

 少し答弁が、私どう見ても、池田部長、本心をどうも率直に表していないように感じますけ

ども、年間必要経費の算定が不明のまま、４５億円の事業を行うんです。これはますます市民

の合意は遠のいてしまうと思います。この点、十分、池田部長も心に留めていただきたいと思

います。 
 先ほどの北嶋議員の質問と重複する面があるかもしれませんけども、伺います。 
 水質の汚濁、それから隣接農用地への影響、騒音、日照権、隣接地で営業するラブホテルへ

の影響について伺います。 
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） 

 ただいまの水質の汚濁、日照権、それから近隣施設への影響等々でございますけども、地権

者を含めまして、近隣市民の皆さまには説明会等をもたせていただいております。具体的にど

の程度、影響があるかということはこれからのお話でありまして、現段階で具体的なお話をす

るというような指導は、もちろんしておりません。 
〇議長（小林始君） 

 中村善次君。 
〇１１番議員（中村善次君） 

 今は環境アセスが最重要視されております。本来なら市民ミーティングにおいて、地域住民

にこと細かく、そのあたりの説明をし、了解をいただくことが私は本論かなと、そんなことを

感じております。 
 次に青少年健全育成の場となり得る施設、多機能アリーナと既存するラブホテルとの並列に

ついて、教育委員会の意見集約がなされていると思いますので、内容を伺います。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、山田教育長。 
〇教育長（山田武人君） 

 中村議員のご質問にお答えいたします。 
 多機能アリーナの近くにホテルがあるという、このご指摘は市民ミーティングの折とか、ま

たこの議会の中でも質問を受けました。その折にもお話をいたしましたけども、あそこにある

ホテルについて、どう考えるのか。ベストではないけども、ベターだと思っておりますという、

そういうお話をいたしました。ベターというのは、１つにはあの周辺には教育施設がある。そ

ことの連携をすることができる。青少年の育成施設といいましても、これは学校とか図書館と

か、常時、子どもたちがそこで生活するということであるならば、当然、禁止区域になってお

りますけども、市民の多機能アリーナということで、常時、同じ子たちがそこへ行くというふ

うなこともないということを総体的に考えれば、それがベターかなというふうなことでお答え

をした覚えがあります。でも、ないほうがいいのは決まっておりますし、またそのマイナス面

をどのようにしたらよいのかということで、教育委員会のほうでもお話をしました。設計の段

階で、そのマイナス面をできる限り少なくしていただく、そういうふうなことで担当課にもお

話をさせていただきましたし、また基本設計、業者を決めるプロポーザルのときに、ちょうど、
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私もその委員に選ばれておりましたので、その旨を記述してお渡ししたことを覚えております。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 中村善次君。 

〇１１番議員（中村善次君） 
 確認ですけども、教育委員会はとりまとめた集約結果の内容を市のほうに提言した経緯がご

ざいますか。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、山田教育長。 
〇教育長（山田武人君） 

 とりまとめたものを提言としてやったということではなくて、私のほうが話し合いの結果を

持って、担当課のほうへお話をしたということでございます。 
 以上で、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 中村善次君。 

〇１１番議員（中村善次君） 
 まことに残念です。笛吹市教育推進の立場から教育委員会の見解と意見集約に期待をしてい

た市民は多かったはずです。 
 次に９月議会、関連質問で答弁が不完全でしたので、再度行います。 
 ３月１１日の震災より、多機能アリーナを防災あるいは避難所として活用するといっており

ます。豪雨により浸水被害発生が見込まれた場合、笛吹川右岸に住居する市民の避難経路と、

その誘導手法についてお伺いいたします。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、山下総務部長。 

〇総務部長（山下真弥君） 

 大雨のときの、笛吹川の右岸の住民をどう避難させていくのかというご質問だというふうに

思いますが、この件につきましては以前お答えしたとおり、今、雨量計等のデータ等と河川の

増水のデータ、これをしっかり把握しながら早め早めの避難、あるいは勧告等に結び付けてい

きたいというふうに考えております。したがいまして、今後さらに緻密なデータを集めながら、

具体的な避難経路、あるいは避難誘導に役立てていきたいなと考えております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 中村善次君。 

〇１１番議員（中村善次君） 
 老人の一人暮らし、病弱で歩行困難な人、障害を持った人、夜間での避難取り組みと対応に

ついて伺います。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、山下総務部長。 

〇総務部長（山下真弥君） 

 現在、一人暮らし、障害者、老人等、非常に支援をしなければ避難ができない方、あるいは
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災害時に自分では避難所に来られない方、これらについては福祉サイドと連携をとりながら民

生委員さんの協力、自主組織の協力を得ながら把握をしております。その協力を得ながら速や

かな対応、避難をしていきたいと。今後もさらに、その努力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） 
 多機能アリーナへの救急救命器具、また用具の設置と医師・看護師等の要請と人員の確保は

どのように計画しておるのか、お伺いをいたします。 
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） 

 基本的にこれから管理運営計画、詳細にわたる部分を策定してまいりますし、それから今の

ご質問の部分につきまして、実施設計の中でどのくらい必要なのかという部分も含めまして策

定していく、検討を進めていくということになろうと思います。 
〇議長（小林始君） 

 中村善次君。 
〇１１番議員（中村善次君） 

 それでは、この部分に関係する必要経費というものは今現在、持ち合わせていないという理

解でよろしいですか。 
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） 

 そこの部分につきまして、主要な経費につきましては、これからのお話でございます。 
〇議長（小林始君） 

 中村善次君。 
〇１１番議員（中村善次君） 

 ５４億円の経済波及効果が発生すると言われております。大手の鹿島、ハザマ、大林等々、

ゼネコンが単独請け負った場合の経済波及効果について伺います。 
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） 

 経済波及効果について、ご説明申し上げます。 
 私どもは中間報告で５４億円というような、お話をさせていただきました。これは山梨県の

産業連関表に基づきまして算定したものであります。これにつきましては、ある地域におきま

して、１年間行われた経済的な取り引きを一覧表にまとめたものでありまして、当然、それに

つきまして、例えば資材の調達、スタッフの調達等々、いわゆる山梨県でどのくらい自給でき

るのかという、自給率を掛けましたものの合計が５４億円相当だということでございます。 
 したがいまして県外の方が受注され、県外からすべて資材等を調達するという場合について
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は、この５４億円というのはどうなのかということなんですけども、基本的に山梨県で調達で

きるということを請負率として出しておりますので、ケース・バイ・ケースの部分もあります

けども、山梨県で調達するとしたら山梨の自給率がこのくらいで、その結果の合計が５４億円

ということであります。 
 したがいまして、どこの業者がこの事業をするのかという点はこれからのお話でありますか

ら、現時点でそのへんのところのお話はできかねます。 
 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） 
 ではゼネコンと県内業者、あるいは市内の業者が共同企業体を請け負った場合の経済波及効

果について伺います。 
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） 

 答弁といたしましては、先ほどの答弁のとおりであります。ただし、市内の業者が請け負っ

た場合と県内の業者が請け負った場合というのは大変難しい部分がありまして、産業連関表と

いうのは全国のものもありますし、各都道府県ごとに全部つくられております。ところが市の

レベルですと、政令市ぐらいでないとつくられていないと。したがいまして、笛吹市のものを

つくれば笛吹市の経済効果というものは出ますけども、なかなかそれは、現時点におきまして

は不可能だと私は考えております。 
 したがいまして、市内の業者が請けるのか、県内の業者が請けるのか、そのへんの比較はで

きませんので、答弁としては先ほどの答弁と同じ答弁ということでご理解いただきたいと思い

ます。 
〇議長（小林始君） 

 中村善次君。 
〇１１番議員（中村善次君） 

 笛吹市内には、ご存じのとおり鉄工の生産工場もありません。以上のことを鑑みまして、経

済波及効果、算出の率ですね。そのへんについて、お答えをいただきたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、池田経営政策部長。 
〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 経済波及効果につきましては、現在、専門家、いわゆるコンサルに委託しておりまして、そ

この委託契約が本年１２月に出ますので、出た段階でお示しすることは可能と思いますけども、

現時点におきまして、どの程度の算出率なのかということにつきましては、お話といえどもお

答えできません。 
〇議長（小林始君） 

 中村善次君。 
〇１１番議員（中村善次君） 

 多機能アリーナの建設により、本市が賑わうといっております。その根拠となる集客の算定
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が分かりましたら、お答え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） 

 具体的な算定をここで示せというお話につきましては、難しいお話でございます。現段階で

は、先ほどからお話していますように管理運営計画、毎年どの程度のイベントが出ているか。

どの程度のスポーツイベントができるのか、全国大会ができるのか、関東大会ができるのか、

これから具体的に、ある意味で積算をしていかなければならないということでありまして、現

時点でそのへんのお話はお答えできません。 
 ただし、１つのイベントでどのくらいの経済効果があるのかという部分につきましては、こ

れはあくまでも仮定のお話でございますけども、観光動態調査に基づきまして、いわゆる県外

からのお客さまが一泊で来た場合につきましては、宿泊していただきますから交通費でありま

すとか、食事代でありますとか、お土産代でありますとかという部分につきましては、算出は

仮定のお話でございますけども、可能だろうというふうに考えております。 
 以上、答弁とします。 

〇議長（小林始君） 
 中村善次君。 

〇１１番議員（中村善次君） 
 総事業費４５億円の大きな事業であります。市民の税金も投入する中、市民にどのような効

果をもたらすのか、正しく早く、これは算定して報告する必要があると思います。 
 全国大会を誘致するんだという言葉をよく耳にしますが、全国大会とは何を指しているのか。

また年に何回くらいの開催を予定するのかをお聞きいたします。 
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） 

 一言で言ってしまえば先ほどからお話しておりますように、全国大会レベルの大会が山梨県

に何回まわってくるのか。それもアリーナですから、室内競技に特定します。そういったもの

をあらかた基本的な部分につきましては押さえさせてもらっていますけども、ちょっとまだ報

告する段階に至っていないと。具体的にはそれぞれの体育協会でありますとか、山梨県との打

ち合わせでありますとかにつきまして、これから管理運営計画の中で詰めていきたいと考えて

おりますので、今時点、そのご質問に対して、何回かということにつきまして、ちょっとお答

えできません。 
〇議長（小林始君） 

 中村善次君。 
〇１１番議員（中村善次君） 

 スポーツの全国、あるいは大きなブロック大会の誘致をするためにはまず法人化、あるいは

会社経営とした上でチームを養成し、選手強化を図る。また地域に密着したチームがあってこ

そ、全国有名チームの練習試合を含め、試合が成り立つと思いますけども、お考えをお伺いい

たします。 
 



 １４５ 

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） 
 議員のおっしゃるとおりでありまして、これから具体的に、先ほど答弁いたしましたように

詰めていかなければならないということであります。現段階でどのくらいの機能、それからど

のくらいの、例えば大学ですね。例えば笛吹市内でそういった合宿をしていただけるのかとい

うことにつきまして、今の時点でお約束するわけにいきませんから、答弁としては差し控えさ

せてもらいたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 中村善次君。 
〇１１番議員（中村善次君） 

 内容的にいえば、ほとんど煮詰まっていない。こういう理解でよろしいですね。したがいま

して、全国大会の誘致にはＶリーグ所属チーム、あるいはそういったチームが地元に存在する

ことが必要条件と私は考えます。 
 大きな大会、また全国大会の運営はほぼ全額が本市の自主事業費となるわけでございます。

１つの大会を運営するのに、どのくらいの自主事業費が必要となるのか。お分かりの範囲内で

結構です。 
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） 

 例えば、今のご質問に対しまして、私どもが即座に答弁できる資料を持ち合わせておりませ

ん。例えばのお話をさせていただきますけども、当然、全国大会、関東大会レベルの大会をす

る場合につきましては、当然、県の体育協会であり、専門部であります。それぞれ協議をしな

ければならない。それから当然、参加費という部分につきましてもいただかなければならない。

したがいまして、具体的に例えば卓球大会を開催する場合については、どうなるのか。そのへ

んは全国卓球協会と協議しながら、笛吹市としてどのくらいお願いします、笛吹市としてはい

いですよと。全部、県、それから卓球協会のほうでしますよということになれば、うちは会場

を提供するだけでいいというお話しになります。そういったようなことを一つひとつ、バスケッ

トでありますとか、バレーボールでありますとか、そういったことを一つひとつ協議していか

ないと、事業費についてのお話はちょっとできかねるという内容であります。 
〇議長（小林始君） 

 中村善次君。 
〇１１番議員（中村善次君） 

 市民は市税の納入さえ、現在、苦慮しております。市民の生活は大変なときでございます。

老人の一人暮らし、病弱な方、少額での年金生活者、今後、弱者頻度が増大し、なお一層の格

差社会が生ずると予想されます。平成２６年度以降、扶助費の節減が計画に盛り込まれており

ます。逆に受給対象者は増加すると思います。今後５年、１０年後における生活困窮者受給予

想者数はどれほどとなるのか、お伺いをいたします。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、中川保健福祉部長。 



 １４６ 

〇保健福祉部長（中川啓次君） 
 生活保護困窮者という言い方をしますと、範囲がちょっと広くなってきますので、現状、生

活保護を受けている方については、現在５２０名ほどが市内におられます。この人数について

は当然、今後、増加するということが見込まれておりますが、何年後に何人かという予測まで

は、今のところさせていただいておりませんので、明確な答弁はできないんですが、現状の状

況はそんな状況でございます。 
〇議長（小林始君） 

 中村善次君。 
〇１１番議員（中村善次君） 

 第２次行財政改革大綱に、将来さらなる改革の必要が示されております。以上の改革を実施

しても地方交付税の合併算定替えの特例が終了する平成３２年度以降、基金はさらに減少し、

ゼロになると明記されております。これは事実ですか。 
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） 

 ただいまのご質問につきましては、行財政改革大綱で出した財政シミュレーションのお話で

ございます。その中で、先ほど冒頭、答弁いたしたとおり、図表１の中で行財政改革実施前の

財政シミュレーションということで掲げております。これによりますと、平成３０年にはこれ

を策定した当時の基金はゼロになったと。といいますのは行財政改革をしなければ、今までど

おり行政サービスがそのまま増え続けてしまうということを前提にしておりますので、それは

毎年毎年、いわゆる財政需要が増えてきますから、基金は必然的にゼロになってしまうという

シミュレーションです。そうならないように、実は行財政改革実施後の財政シミュレーション

を図表２で説明しておりまして、その中で行財政改革、いわゆる人件費の抑制でありますとか、

それから現在、進めております事務事業評価に基づきまして、再度その無駄な部分があったと

したら、それをなくすような努力をしていくということで、行財政改革を実施すれば、平成３０年

につきましては、基金はまだ５８億円ありますよというシミュレーションになります。したが

いまして、ここにございますけども、上の表のことを中村議員はご質問されているので、私ど

もは下の表を目指して、これは取り組んでいるという状況であります。 
 今回の第２次行財政改革大綱については４年計画で、平成２５年に終了いたします。終了し

ましたら、そのあとはどうなるのかということでありますけども、その段階で、また財政シミュ

レーション、これは毎年やっていきますから、その後の行政需要でありますとか、財政、歳入

の部分でありますとか、そういう点のものを一つひとつ検証しながら、次の行財政改革に取り

組んでいかなければならないという内容であります。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 中村善次君。 

〇１１番議員（中村善次君） 
 まず、基金がゼロとなる根拠を示してください。 

〇議長（小林始君） 
 池田経営政策部長。 



 １４７ 

〇経営政策部長（池田聖仁君） 
 参考シミュレーションで申し上げますと、一定のルールを決めさせていただいております。

例えば税収につきましては、一定の収入済み額でずっとそのまま見込んでおりますし、それか

ら地方交付税につきましては、平成２６年度までにつきましては、合併特例期間ということで

ありますから、旧町村ごとの交付税の算定方法で交付されておるというものであります。 
 したがいまして、２７年度以降につきましては、地方交付税が減少していくということをも

とにしておりますので、そういった歳入関係が一定のルールで、これは積算しております。そ

れに対しまして、では行政需要がどうなのかということでありますけども、行政需要につきま

しては、過去も行財政改革に取り組んできておりますけども、例えば扶助費１つにとりまして

も、毎年毎年若干ずつでも伸びております。そのままずっと伸びた場合でありますとか、繰出

金関係も、そのままずっと伸びた場合はどうなるのか。人件費もそのままの、定数を確保した

らどうなるかということを前提にしておりますから、当然、歳入がある程度、一定の計算でき

る部分、歳出につきましてはある程度、行政需要も膨らんでいるということをこの表では位置

づけておりますので、したがいまして、貯金であります基金の部分につきましては、年々減少

していくと。平成３０年のときにはなくなってしまうんではないかと。ですから、そうならな

いために行政改革に取り組なければならないというシミュレーションであります。 
〇議長（小林始君） 

 中村善次君。 
〇１１番議員（中村善次君） 

 では財政破綻が明記してございますけども、何をもって財政が破綻するのか、その根拠をお

知らせください。 
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） 

 根拠といいますと、なかなか難しいんですけども、歳入がない中で、いわゆるそれだけの、

このままいってしまう歳出をカバーすることができませんから、したがいまして、いわゆる行

政サービスができなくなっている。今、行っているような行政サービスをそのまま維持できな

くなるということを前提にして、財政破綻ということをここでは言っているわけです。ただ、

実際の財政破綻というのは、そのために財政健全化法ができまして、いわゆる実質公債費比率

でありますとか、将来負担比率でありますとか、その財政破綻にならないために財政健全化法

である程度の基準値を国のほうで設定していただいているということでありますから、ここで

いう財政破綻とは若干ニュアンスが違いますけども、そのような意味合いだということでご理

解いただきたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 中村善次君。 
〇１１番議員（中村善次君） 

 先ほど歳出が増えるといっておりますけども、ではその歳出が増える原因はなんですか。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、池田経営政策部長。 
 



 １４８ 

〇経営政策部長（池田聖仁君） 
 市長もたびたび申し上げておりますように、行政はある意味で生き物と同じであります。時

代時代で行政課題というのは、毎年のように新たに生まれているわけです。それに行政の責任

として、どこまで対応できるのかということでありますから、したがいまして事業の見直しを

せずに、新しい行政サービスのみをこれは実施していけば、当然、行政サービス全体は需要が

膨らんでいくものであります。 
 したがいまして新しいものをやる場合については、今までのものを見直ししなければならな

い。それがスクラップ・アンド・ビルドの考え方でありますから、そういった基本的な考え方

を行財政改革の中で、これを検証して取り組んでいかなければならないということであります。 
〇議長（小林始君） 

 中村善次君。 
〇１１番議員（中村善次君） 

 市民に負担とサービスの低下を与えてまでも、なぜ大型施設に走るのか理解できません。大

型施設構想、箱物行政ゆえの改革のための改革、このことにより市民サービスが大きく低下し、

増税による市民の生活苦が生じ、最悪なシナリオを招いた場合、この責任は職員になるんです

か。池田部長。 
〇議長（小林始君） 

 池田経営政策部長。 
〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 大変、申し訳ございません。ご質問の意図がちょっと私に伝わってきませんので、もう一度、

具体的にお願いできますか。 
〇議長（小林始君） 

 中村善次君。 
〇１１番議員（中村善次君） 

 要するに市民に重い税、あるいは市民サービスが低下した場合の責任の所在です。 
〇議長（小林始君） 

 池田経営政策部長。 
〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 それは職員が責任というお話ではないと思います。先ほど来から言っておりますように、プ

ライマリーバランス、入ってくる歳入で行政サービスを賄わなければならないと。入ってくる、

いわゆる収入が減れば、当然その減った部分をどこかでカバーしなければならない。カバーが

できなければ、サービスそのものを廃止しなければならない。これは当たり前の話だろうとい

うふうに考えております。ですから、いきなり市民の皆さんがサービス低下だというふうにな

らないような方向で、市民のご理解をいただきながら行財政改革を一生懸命進めなければなら

ないというお話です。責任の所在というお話ではないというふうに私は考えております。 
〇議長（小林始君） 

 中村善次君。 
〇１１番議員（中村善次君） 

 では仮に行財政改革を行ったにもかかわらず、財政が破綻したという場合の責任ですよ。 
 



 １４９ 

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） 
 それは中村議員、仮定のお話だろうというふうに私どもは受け止めております。仮定のお話

で、こういったような公の場で、私ども答弁するということはちょっとできないというふうに

ご理解をいただきたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 中村善次君。 
〇１１番議員（中村善次君） 

 それはまこと、おかしな答弁でしょう。今もうしろに傍聴人がいますけども、どういうふう

に理解したか。 
 以上、私はすべて容認できるものではございません。時間がきますので、質問を終わります。

ありがとうございました。 
〇議長（小林始君） 

 以上で、中村善次君の一般質問を終了します。 
 関連質問を許します。 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 先ほど答弁の中、０．６ヘクタール、６反ですね。代替地についての土地代金等々の説明が

あったわけなんですけども、私なりに言わせていただくと一個人が買うというのは、やはり税

金対策にならない。５千万円の税金対策にならない。ですから、私はその６反を、要するに選

定された地主さんは、私は３０数％の税金を払わなければならないから、私はそれだったら土

地は売らないよとか、５千万円の控除にならないんだったら売らないよという、そういう何か

現象が起きるでしょうか、お聞きします。 
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） 

 代替地だったら税金がかかってしまうから、土地を売らないということがあり得るかという

お話でありますけども、代替地のお話も含めて、地権者の皆さまにはお示しをしております。

その中で具体的な協議というものは、なかなか非開示の部分がありますから、ちょっとお答え

できませんけども、おおむねご理解をいただいているというふうに私どもは認識しております。 
〇議長（小林始君） 

 風間好美君。 
〇６番議員（風間好美君） 

 全体の中で、今こういうご時勢ですから、少しでも売れればという、そういうふうな地権者

もいるでしょう。しかし、やはりこういう行政でやっているものですから、しっかりそういう

ことも根拠を示してやらなければ、あとの６反についてのいろいろの、ゴタゴタが生じてはい

けないというようなことでありますので、これは慎重にやってもらいたいなと思っております。

合意が出ているとは言いましても。 
 次に移ります。 



 １５０ 

 今、私、これ全員協議会で私たちに示した図面でございます。これによりますと、たぶん、

私がこの質問をすると、これは今から実施計画するから、今から計画するんだよと。たぶん、

部長からの答弁がくると思います。しかし、われわれにこういうことで納得させたり、何かし

ている基本設計報告書なんですよ。これはわれわれ、全員協議会で皆さんもらいました。その

中で、例えば成田川に沿っている道路、あそこは大型が通れないと思います。大型が通れるん

ですけど、対向車が来ると通れないでしょう。そういうところに、今ここで見まして、車輌の

アクセス、サブ、ですから通れないよという立て看板を付ければ、たぶん通らないと思うんで

すけど、やはりこういうところは他県の車、全国大会というと他県の車がいっぱい来ると思い

ます。ですけども、そういう成田川に沿っている道路とか、そういうところをたぶん通ると思

うんですけど、この説明文もまだまだ、ちょっと私にも納得できない。 
 また、よく北嶋議員が言う道路アクセスの問題で、大型が入るには相当のカーブをとります

から、かなりの道幅が必要なんです。カーブをとるときは。ですから、従来どおりの３メート

ル５０センチの３メートル５０センチ、７メートル、歩道を付ければ約１０メートルで、そう

いう簡単な問題ではないと思うんですね。この中へ入っても、敷地の中へ入っても、この左側

にあります大型の駐車場等々にしましても、相当の道幅も必要だろうという考えをするわけで

す。それと、もう１つ。成田川の道路、大型道路のすり合うところの道路ですね、いろいろの

アクセス。もう１つは、駐車場のＡとＥについての、このアクセスの道路がないんですよ。た

ぶん、これは今からお示しするから待ってくださいというと思います。しかし、われわれにも

こういう責任をちゃんと説明しているんですから、こういうこともちゃんと具体化して、お示

ししてもらいたいなと思っています。その３つ、お伺いします。 
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） 

 まず１点目の成田川沿いの道路、大型車、たしかにそのまま通り抜けは厳しいだろうと考え

ております。そのへんも含めまして、例えばそれが通り抜けできなければ、市道９５０号だけ

を使っていただくとかという、いろんなものも出ますけども、当然、その成田川周辺道路につ

きましても交差点改良が必要なのか、それから道幅の改良が必要なのかということにつきまし

ては、別の部署でありますけども、そちらのほうで今、調査をする事業を計画しております。

その中で県とも協議をしながら進めていきたいということで、ここで具体的にどうするのかと

いうお話はできません。 
 それから敷地内の、それから大型車輌の道路ですね。それにつきましても、今、議員が冒頭

おっしゃいましたように、これからお示しするというお話だろうと思うということをおっしゃっ

ていただきましたけども、実際そのとおりでありまして、議員のご意見を参考にこれからの実

施設計の中に取り組んでいきたいという内容であります。 
〇議長（小林始君） 

 風間好美君。 
〇６番議員（風間好美君） 

 私がやっぱり、ちょっと想像しますと、私この４．６ヘクタール、当初は３ヘクタールだっ

たんですね。そのうち４ヘクタールになり４．６ヘクタール、やがて今回は４ヘクタールになっ

たということなんですけども、たぶんそれも部長は当然、４ヘクタールで事業ができたんだよ
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と、たぶんそういう答えをすると思います。しかし、今、こうやってレイアウトしますと、６反

のところはやはり大きなウエイトを占めるんです。この４．６ヘクタールの建物にしてみれば、

ですから、私はこの４．６ヘクタール以外のところにその企業誘致、要するに代替地をすると

思っておりました。しかし、こういうふうになった、その１つの理由を教えてもらいたいと思

います。私は外へ出すという考えで質問させていただきます。 
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） 

 議員がおっしゃいましたとおりなんですけども、具体的に企業との協議につきましては、非

開示扱いさせていただいております。結果といたしまして、当然、外部へ代替地という部分に

つきましては、私どもは企業と交渉させていただいておりますけども、結果として、その４．

６ヘクタールの中の０．６ヘクタール、代替地でどうでしょうかということで、今現在、協議

を進めているという内容であります。 
〇議長（小林始君） 

 風間好美君。 
〇６番議員（風間好美君） 

 たぶん今から実施設計に向かっての、いろいろの協議の中でという、そういう答えだと思い

ます。 
 最後に、市長にお伺いします。 
 先ほど話も出ました１５人が推進、７人が反対、この整合性を何か、私たちも何か論議しな

ければ、このままどんどん隔たっていく、何かこれについての整合性というものに対してご意

見があったら教えてください。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、荻野市長。 
〇市長（荻野正直君） 

 今のご質問でございますけども、私は願うならば、当初この計画を私が申し上げたときに時

期尚早という全協の中で大きい声が出た途端に、すべての議論が止まってしまった。その結果、

ここまできております。やはり１つの叩き台を中心にしながら、今日もたくさんの賛成してい

る方々も反対する方々もおります、賛成の方からもご意見をいただいておりますけども、まだ

まだ私ども気がつかない点、たくさんございます。やっぱりそういう形でご意見をいただきな

がら、この問題について、そして最終的に、例えばどこでやめたらいくら損する、どこでやめ

たらどうだというご議論もあると思いますけども、私は事業というのはやっぱりやってみて、

ここからこれ以上やったら本当に駄目だよということがあるかもしれません。しかし、事業を

するにはやっぱり１つのことを信じて、可能性を信じて前へ進めていくということが必要では

ないかと思います。 
 したがいまして、私の願望とするところは議会の中で、こういったものを協議する場をつくっ

ていただければなと思います。特に笛吹市の議会の場合に一番、私が懸念しておりますのは、

この問題だけではなくて、いろんな審議会等々に議員の出席はすべて、平成２０年の段階で、

たしか中村議長のときだったですね。審議会等々について、議員は一切出さないというご議決

をいただいているわけです。やっぱりその決議をするならば、今、市にある問題を、特別委員
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会をつくるなり、あるいはそれぞれの所管の委員会の中で、今あるものをもっともっとご議論

いただければということを願望して、今、そういうご質問をいただきましたから、本来、私が

こういうことを言うのはちょっと言い過ぎかもしれませんけども、そんな願望を申し上げます。 
〇議長（小林始君） 

 以上で、関連質問を終わります。 
 ここで、暫時休憩いたします。 
 ２時５０分、再開といたします。 

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

再開  午後 ２時５１分 
〇議長（小林始君） 

 再開いたします。 
 一般質問を続けます。 
 ２番、志村直毅君。 

〇２番議員（志村直毅君） 
 笛政クラブの志村直毅でございます。議長の許可をいただきましたので、これより一般質問

を行います。 
 まず、持続可能な公共施設のマネジメントについて伺います。 
 本市の有するさまざまな公共施設は用途や必要に応じて整備されてきており、施設利用や行

政サービスの手段として行う事業等に施設を活用することで、市民に便益をもたらすとともに

市民生活に豊かさや快適さを創出しています。 
 こうした行政サービスは、単純に貨幣価値に換算し収支のバランスを計ることで有用性を判

断するということは困難であるともいえますが、到来する公共施設の更新問題を視野にストッ

クやコスト、ニーズに対応した機能の充実等を最適化するため、計画的に公共施設のマネジメ

ントを行う必要があり、人口減少、高齢社会に突入した現在において避けがたい課題です。す

なわちファシリティマネジメントによる公共施設の持続可能な管理、利活用を行うことが合併

した本市の重要なテーマであり、将来のダウンサイジング時代に向けて何をすべきか、いつす

べきかを明らかにすることになると考えます。こうした視点から、本市の公共施設の持続可能

なマネジメントについて、以下伺います。 
 まず、公共施設白書の作成について、昨年９月議会でも提案してきておりますが、現在、固

定資産台帳の整備が進んでいると思われます。今後それを踏まえて、公共施設の管理運営の方

向性を検討していくにあたり、そのスケジュールの見込みについてお尋ねします。 
 次に本市の行政財産のうち、建物の延べ床面積は平成２２年度末で約２４万２，３６８平方

メートルとなっていますが、概算でこれらの管理運営費用はどれくらいとなっているか。また、

その算出方法はどのようなものか、お聞かせください。 
 次に今後、法定耐用年数が１０年以内に到来する建物施設の数およびその種類と、１０年か

ら２０年以内に到来する施設の数および、その種類はどのようになっているかお尋ねします。 
 次に多機能アリーナ建設整備の総事業費は約４５億円と見込んでいるわけですが、市民に有

用な施設を整備するという観点とともにライフサイクルコストを試算し、毎年度の公共施設の

管理運営費用に新たに発生するコストを見込む中で、検討材料として情報を提供し、議論を深
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める中で理解を得ていくことも必要と考えますが、見解をお伺いします。 
 最後に、計画的に公共施設のマネジメントを進めていくためには、支所も含めたあらゆる公

共施設の再配置、整理・統廃合等も含めた総合的な方向性を示す必要があると考えますが、市

の見解をお尋ねします。 
 以上、１問目の質問といたします。 

〇議長（小林始君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、山下総務部長。 

〇総務部長（山下真弥君） 

 志村直毅議員の一般質問にお答えいたします。 
 まず公共施設白書作成のスケジュール見込みについてでありますが、本市におきましては平

成２１年度から２２年度にかけて経済対策臨時交付金を活用し、公有財産台帳システムを整備

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、今後、計画的な公共施設のマネジメントを進めるにあたりましては、保有公共施設個々の

管理運営経費、利用状況などの把握が必要でありまして、現状を整理した上で将来的な公共施

設の再編整理に向けて、施設の用途別・地区別の分析結果等をとりまとめた資料集の作成が急

務であります。このため台帳データをもとに、平成２４年度中に公共施設白書を作成すべく、

新年度当初予算に作成費用を計上させていただく予定であります。 
 続きまして、行政財産のうち建物の概算の管理運営費用および算出方法についてであります。 
 平成２２年度決算統計、施設の管理費等の状況および決算額により抽出すると、施設管理に

かかる歳出としまして光熱水費、通信運搬費、委託料、使用料、修繕費のために７億４千万円

が支出されております。 
 次に法定耐用年数についてでありますが、行政財産建物のうち物置、便所、機械室等の小規

模建物を除いた建物が約４４２棟あります。そのうち法定耐用年数が１０年以内に到来する建

物につきましては７１棟ありまして、その用途は校舎、体育館、倉庫で学校施設がその半数以

上になります。また、法定耐用年数が１０年を超えまして２０年以内に到来する建物につきま

しては１０９棟ありまして、その用途は校舎、体育館、集会施設、住宅、保育所、庁舎等、行

政財産全般にわたっております。法定耐用年数は減価償却費を算定するために決められている

ものでありまして、法定耐用年数に到達しても建物の構造や機能には支障がない場合もござい

ます。 
 次に多機能アリーナのライフサイクルコストを試算し、毎年度の公共施設の管理運営費用に

新たに発生するコストを見込む中で、理解を得ていくことも必要と考えるが、その見解はとの

ご質問であります。 
 建物の企画、設計、建築にはじまり、その建物を維持管理し、最後に解体廃棄するまで、建

物の全生涯に要する費用の総額が建物のライフサイクルコストであります。初期投資を抑えた

だけでは、その後の管理維持費が高くなることもあり、ランニングコストを抑えることが全体

の価格であるライフサイクルコストを抑制することにもつながります。 
 多機能アリーナ建設事業につきましては、現在、基本設計業務が終了したところであります

が、建物の生涯にかかるライフサイクルコストの抑制につなげるべく、大げさな設備を利用し

ない簡易な運用とメンテナンスコストの低減、自然エネルギーの有効利用による省エネルギー
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化などに配慮しながら、計画を進めております。 
 今定例会に実施設計に関する経費を上程させていただいておりますが、今後、実施設計作業

の進捗の中で、現在５千万円から８千万円と想定しておりますランニングコストを精査し、総

合的に施設にかかるライフサイクルコストを見込む中で、検討を重ねてまいります。 
 次に計画的に公共施設のマネジメントを進めていくためには、あらゆる公共施設の再配置、

整理・統合等も含めた、総合的な方向性を示す必要があると考えるが見解はとのご質問であり

ます。 
 第２次笛吹市行財政改革の基本方針、具体的な改革項目にも位置づけられているとおり、本

市が保有する公共施設の維持管理や修繕等に要する経費が、将来の財政運営を圧迫するリスク

となっていることから、公共施設の計画的な管理および再編整理を検討していく必要がありま

す。このため、平成２４年度には既存公共施設の実態把握を目的とした施設個々の現況調査を

含め施設の管理運営経費、利用状況などの情報をとりまとめた公共施設白書を策定いたします。

さらに平成２５年度以降、白書のデータを活用しまして、施設の適正配置と効率的な管理運営

の実現に向けた計画策定の取り組みを進めてまいります。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 再質問、志村直毅君。 

〇２番議員（志村直毅君） 
 それでは、再質問を行います。 
 まずデータブックとなる白書を２４年度に作成をしていくということですが、これについて、

今、最後のご答弁で２５年度以降、具体的にどのように管理運営していくかというようなもの

も見込んで、念頭に置いているということですけども、特にデータブックとなる白書を作成す

るにあたって、あるいはその後、その具体的なものを検討していくにあたって、検討するため

の組織などを設けるというようなことは、お考えがあるでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、山下総務部長。 

〇総務部長（山下真弥君） 

 来年度、予算の計上をお願いしましてご議決いただければ、その中で具体的につくっていく

わけでございますけども、何せ量が非常に大変でございます。民間の力を借りることも視野に

入れながら、専門的なご意見をいただきながら、また議員さんのご指摘のとおり、この白書の

活用のためにはどのような庁内組織が必要なのか、このことも視野に入れながら今後、具体的

に検討を進めてまいりたいと思います。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 志村直毅君。 

〇２番議員（志村直毅君） 
 ぜひ、そのような方向でお願いしたいと思います。そして、たしかに今、部長がおっしゃる

ように行政財産の建物だけでも、２４万平方メートル、土地は１１１万平方メートル、ものす

ごい数なわけですけども、いわゆる建物というのは箱物というようなイメージが先行するわけ

ですけども、実際には笛吹市の建物、延べ床面積のうち、おおよそ５０％以上が学校施設とい
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うようなことで、教育の関連の施設がほとんどであります。社会教育、社会体育がそれぞれ７％、

８％程度のボリュームになっています。そのようなものを、膨大な量をデータブックとしてま

とめて、あとで活用していくという中で、その概算の管理運営費用ということをお示ししてい

ただいたわけですが、この概算の管理運営費用、いわゆる光熱水費、通信、委託、運搬修繕と

いった維持管理の費用ということで、これはやはりこういった算定の仕方もありながら、マネ

ジメントしていく中では、行政コストとしてどのくらいのボリュームなのかということをみて

いく必要があるというふうに考えています。具体的には行政コスト計算書で使うような、人に

かかるコスト、物にかかるコストというようなものも施設別に当てはめられるようなイメージ

を考えているわけですけども、白書なり、その後の具体的な検討をしていくための計画づくり

の中でも、こうしたものを見える化していただきたいというふうに考えるわけですけども、こ

の点について、ご見解をお願いします。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、山下総務部長。 

〇総務部長（山下真弥君） 

 白書について、さまざまな分析の結果、あるいは実態把握の中で数字の見える化についての

ご質問だと思いますけども、これにつきましては調査が進み次第、できるだけ市民の方にも公

表しながら、ご意見をいただきながら進めていかなければならない課題だというふうに考えて

おりますので、その点に注意をしながら進めてまいりたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 志村直毅君。 
〇２番議員（志村直毅君） 

 よろしくお願いします。 
 行政コストとしては、その２４万平方メートルに及ぶ笛吹市の行政財産、建物の管理運営経

費がどのくらいになるのかというようなことを、これは私のほうで試算をしてみました。これ

については、さまざまな算出方法があるわけですけども、建物の延べ床面積から試算をすると、

おおよそ平成２２年度の決算額３４億円、それから財政規模から試算しますと、平成２１年度

の決算額で３３億円、平成２２年度の決算額で３５億円、あくまで仮説としてお示しする数字

ですが、こうしたものもデータブックとしては白書ができると、きちんとした根拠に基づいた

数字で、これを示すことができるということになります。こうした取り組みとしては、すでに

先行している自治体もたくさんあるわけですけども、特に今回のこの質問にあたっては、秦野

市の公共施設再配置推進課、あるいは藤沢市の資産経営課、こういったところにも実際にお伺

いして、お話を聞いてきております。そういう意味では、そういったところを見ていきますと、

やはり今後の公共施設の更新というようなことを考えたときには、本市としても管財部署と財

政部署の連携、あるいは再編も含めた機構改革といったことも必要になってくるのではないか

というふうに感じております。この点について、ご見解をいただければと思います。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、山下総務部長。 

〇総務部長（山下真弥君） 

 この白書をつくって、その後、公共施設の統合再編等を検討していくためには、組織の再編

も含めて、財政部門と管財部門との連携が必要ではないかと。ご指摘のとおり、連携を密にし
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ながら今後進めていきたいと思います。 
 組織再編につきましては、今後の検討にさせていただきます。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 志村直毅君。 

〇２番議員（志村直毅君） 
 先の長い話のようにも感じるわけですけども、あっというまに１０年２０年経ってしまうの

かなというような気もしています。そういう中で今日も、いろいろと質問等があったわけです

けども、多機能アリーナのライフサイクルコストについてお聞きしました。この点についても、

私のほうで簡単な試算をしています。参考にしているのは、おおむね建築物のライフサイクル

コストというのは、建設費の３倍から４倍というふうにいわれています。ただし、これも施設

の種類、用途によって異なりまして、橋梁などについてはイニシャルコストが非常に高いわけ

ですけども、いわゆる建物、ホール、体育館というような施設についてはおおよそ３倍から４倍

というふうにいわれております。実際にこの部分で笛吹市の場合は、４５億円の総事業費とい

う中で見積もりますと、３倍の場合には１３５億円、４倍の場合で１８０億円。この前提とし

ましては６０年間、使用するというようなことを見込んでいます。現在、長寿命化ですとか、

予防保全とかといった形で管理をしていくともっと長くなるわけですけども、仮に６０年使用

したとしまして、間をとって１５０億円くらい、大規模改修も見込んで仮定します。これに合

併特例債の元利償還金の交付税算入額をフル活用するとして差し引いて１２０億円、６０年間

使いますと年間約２億円、これが多機能アリーナのライフサイクルコストとして新たに発生す

るというふうにも試算できるわけです。こうしたことを材料として管理運営計画の策定、検討

の中でもぜひ議論をしていただけたらと思います。ご見解をお願いします。 
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） 

 ライフサイクルコスト、一般的に氷山がありまして、氷山の見える部分についてはイニシャ

ルコストであるというようなことは、私どもも勉強させていただいた経緯がありますけども、

議員のご指摘されている部分を含めまして、検討してまいりたいと考えております。 
〇議長（小林始君） 

 志村直毅君。 
〇２番議員（志村直毅君） 

 仮定の話をなかなか、するのは難しい部分もあるわけですけども、やはりいくらかかるのか

というようなことを聞きあって、質問をいくらしても回答がなかなか得られない。そういう中

では、私たち議員自身もこういったことを自分たちでみずから調査して、市民の皆さんにお示

ししていくというような必要もあると思いますので、あえてこういった数字も提示させていた

だきました。 
 再質問の部分で、最後のところで、行革大綱でも示されていますし、将来のコスト増のリス

クも考えられることから、具体的にどういうふうにしていくかということをやはり考えていか

なくてはいけない。そういう中で、今後必要になってくるのは将来変化をしっかり予測を立て

ながら、持続可能な公共施設のマネジメントをどう考えていくかということだと思いますが、
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ここには今日お示しした中には下水や橋梁、道路なんかは入っていませんから、いずれはこう

いったものも含めて、ファシリティマネジメントをしていくと。その中で大切なこととして、

合併した意味の１つには、合併特例債を活用して新市のために必要な基盤整備に役立てること

と、それから小さな小さな町や村では行政サービスが行き詰ってしまうという心配を、スケー

ルメリットによって解消していこうというものも合併の意味だったと認識しています。選択と

集中、行財政改革の中では必ず見聞きするキーワードですが、合併した一つの自治体として行

政サービスを提供するために、重要なインフラである公共施設、行政財産をどのように活用し、

整理統廃合、すなわち機能を重視、優先したマネジメントを行っていくかと。そのために今、

行うことは何かをよく考えていくことは必要だと思います。 
 １点だけ最後お聞きしておくのは、公共施設整備基金、この設置されている目的、これにつ

いてお伺いします。 
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） 

 本市の公共施設整備基金でありますけども、調査も含めまして公共施設を整備するためにス

トックしているという内容であります。 
 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） 
 これは今後、こういった管理運営コストが増大した場合にこれをいかに圧縮していくかとい

うようなこともあるわけですが、更新するのに対応していくためにこの基金の条例改正、ある

いはそういうための基金を創設するというようなことも、今後は検討していく必要も出てくる

のではないかと、この点だけご指摘をさせていただいて、２問目に移ります。 
 教育環境等の整備について、伺います。 
 本市では、国の経済対策等の財源や合併特例債等も有効に活用する中で、学校・保育施設等

の耐震化や改修整備を進めているものと理解しております。こうした計画的な整備・改善とと

もに、学校教育ビジョンに掲げた本市の教育目標を実現していくために、児童生徒の学力向上

と体験活動の充実をより一層、図っていくための教育環境等の充実・整備について、以下お伺

いします。 
 まず平成２４年度予算編成にあたり、笛政クラブとしても１１月１１日に提出しました会派

としての要望の中においても、教育振興に資する予算について可能な限り拡充するための方策

を求めていますが、この点について検討内容と方針をお尋ねします。 
 次に学校予算の実態については、副教材や外部講師等のための費用の捻出にも苦労している

という現状を耳にしております。今後、新学習指導要領の実施に伴い、体験学習も含め、これ

まで以上にソフト面での指導や学習の充実を図り、そのために必要な措置を講じることが求め

られると考えますが、具体的な取り組みについてお聞かせください。 
 最後に各校の教育振興費、あるいは教育振興に資する予算については、可能な限り配分を増

強していくべきと考えますが見解をお伺いし、２問目の質問といたします。 
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〇議長（小林始君） 
 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、仲澤教育部長。 

〇教育部長（仲澤和朗君） 
 志村直毅議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに平成２４年度の教育振興に資する予算の拡充についてでありますが、国の施策によ

り学校の情報通信技術に関する整備が推進され、本市におきましても教職員の１人１台パソコ

ンや電子黒板、児童生徒用パソコン等の整備、石和図書館などの市内公共図書館と連携した学

校図書館システムの導入など、情報通信分野での教育環境整備はかなり充実できたと考えてお

ります。１０年ぶりに改訂された新学習指導要領への対応も、各学校からの要望に応じて学校

教育課予算で一括購入するなど、教育振興予算の拡充に努めております。 
 平成２４年度の予算編成については、施策枠配分方式により算定され、最小のコストで最大

の効果が発揮できるよう取捨選択をする方針が示されておりますが、学校予算につきましては、

厳しい財政環境にあっても学校教育の重要性に配慮する中で、昨年度と同様、削減しない方向

で予算編成作業を進めております。また、市内の学校長で組織される笛吹市学校予算検討委員

会からの要望事項についても確実に対応しており、教育振興に資する予算額についての理解は

得られていると考えております。 
 次にソフト面の充実についてでありますが、市教育委員会では、学力向上を目指し各小中学

校に市費負担講師を１８名、またきめ細かな指導の必要な児童のために、小学校に学校サポー

ター１２名を配置し、学校教育ビジョンの具現化である知・徳・体のバランスよい子どもの育

成に努めております。 
 新学習指導要領では言語活動の充実が明確に示され、読書活動の充実が求められている中で、

常勤の学校図書館司書を芦川小学校を除く各学校に単独配置し、本市の公共図書館との連携が

図られた新しい図書館システムの導入とともに、ソフト面の充実が図られていると考えており

ます。 
 また、新学習指導要領で必須となった小学校５・６年生の外国語活動についても、外国人Ａ

ＬＴ６名を配置し、個々の児童やさまざまな場面に応じた、きめ細かな指導が可能となってお

ります。さらに市教育委員会では、小中学校の児童生徒が校外行事等を実施する際、その経費

の一部を補助し、保護者負担の軽減を図っております。その内容は修学旅行や外部講師を招い

て実施する総合的な学習などの補助で、近隣の市と比較しても遜色なく、むしろ上回っている

部分の方が多く、ソフト面での充実も図られた予算編成がなされており、今後も継続していき

たいと考えております。 
 次に各学校の教育振興の予算についてでありますが、学校予算は維持管理費と教育振興費、

学校給食費で構成されておりますが、教育振興費と維持管理費との間の予算調整は各学校にお

いて行われ、独自の教育課程が実施できるよう努めております。 
 また、児童生徒用パソコンや印刷機などの高額な備品等については、各学校の予算で対応し

ておりましたが、現在は学校教育課予算の中で計画的に購入することとしております。そのた

め、各学校ではリース料等の支払いがなくなり、実質的な予算総額が増加し、教育振興のため

の予算が充実していると考えております。 
 今後も高額な備品などの購入は学校教育課予算で執行し、各学校の負担軽減を図ってまいり
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ます。 
 以上で、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 再質問、志村直毅君。 

〇２番議員（志村直毅君） 
 詳細にわたるご答弁をいただいて、ありがとうございます。 
 学校の予算の実態については、いろいろと現場でお話も聞く中で、かなり配慮していただい

ているというふうなお声も聞いております。 
 そういう中で１点、お聞きするのは施策別枠配分というふうに予算編成の方法が変わってき

ているわけですけども、こういう方法と従前の方法で違いが出るのかどうかというところをちょっ

と確認させてください。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、仲澤教育部長。 
〇教育部長（仲澤和朗君） 

 志村議員の再質問でありますが、従来は教育委員会に配分されたという中で、予算の編成を

させていただきました。学校予算におきましては、各１８校の中で合併以降、平準化を考えて

おります。学校の規模に合った予算という形の中で、各学校長の方針のもとに組まれるように

ということで、ここ３年間はゼロベース、ゼロベースというのは削減なしということで考えさ

せていただきました。そんなことで、施策別枠配分ということになりますと、学校予算につき

ましては維持管理費と教育振興費、それぞれが学校の特色に合った予算編成でございますから、

施策別枠配分方式という形になりますと、学校の特徴を生かした予算編成ができるかと考えて

おります。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 志村直毅君。 

〇２番議員（志村直毅君） 
 その学校の特徴というところが重要なところだろうと思います。やはり教育委員会でという

よりは各学校で学校長以下、教職員の皆さんがいろいろ知恵を絞りながら学校経営をされてい

ると思いますが、一昨日も教育協議会などの主催による義務教育振興会議でも各学校のいろん

な取り組みが紹介されていました。そういう中で、市民活動支援課の地域振興促進助成事業の

補助金なんかも活用した事例、先日、富士見小学校のＰＴＡ防災マニュアルにも紹介していた

だきましたが、学校の活動としてはそういうものも活用できるわけですが、学習内容、学習に

必要な費用の確保という点で、また新たにこんなことをしたい、あんな事業を外部講師を招い

てしたいというようなこと、議会だよりにもそんな要望の声もありましたが、そういったこと

に十分に使える予算がなかなか捻出、難しいというような実態もあるようですから、その点に

ついて、ぜひまた今後、ご配慮いただけたらと考えております。この点について、ちょっとご

見解をいただければと思います。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、仲澤教育部長。 
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〇教育部長（仲澤和朗君） 
 再質問でございますけども、教育委員会で今、学校予算を策定するにあたりましては、各学

校１８校のヒアリングというものがございます。そのヒアリングの中におきましては、各学校

長の思いをまず、お聞きいたしまして、学校長の経営方針の中から予算編成を作成いたします。

ヒアリングとは申しましても、私どものほうでは学校長の意見を重んじて、その作成作業にあ

たりますから、学校長が自分の経営理念に適って取り組む事業について、こうしなさいああし

なさいということはございません。あくまでも予算枠配分の中の予算ということで、学校長が

できる限りのものであればそれはそれで認めておりますし、あくまでも学校長の自分の経営方

針というものに従って編成をさせていただいております。 
 以上で、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 再質問、志村直毅君。 

〇２番議員（志村直毅君） 
 経営方針というところにはなかなか踏み込むところが難しい、保護者、職員にしてもですね。

そのへんもぜひ今後ともご配慮をいただきながら、予算編成をお願いしたいと思います。 
 以上で、質問を終わります。 

〇議長（小林始君） 
 以上で、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。 
 大久保俊雄君。 

〇１６番議員（大久保俊雄君） 
 教育環境の充実ということで、当然、新学習指導要領も実施されまして、脱ゆとりというこ

とで、偏差値を高くしろということではなくて、笛吹の子どもたちが生きていく上で将来的に

より豊かな人生を送るための知恵を身につけるという中で、いろいろ副教材、教科書採択とか

当然ですけども、外部講師も必要ということで、学校長の経営方針ということが出たわけです

けど、当然、その思いといいましょうか、ある部分、この教育というのは画一化が望まれる中

での経営方針、保護者の理解をどのくらい反映する中での経営方針、整合性というのをお伺い

したいわけですけども、それはいかがでしょうか。その点について。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、山田教育長。 
〇教育長（山田武人君） 

 議員のおっしゃるとおりでありまして、学校長が自分の独自判断で学校運営をするという、

経営するということはありません。もちろん４月当初に自分の方針を職員に出す中で、職員会

議の中で検討し、それは学年会議、ＰＴＡとの総会等で承認を得る形の中で行っております。

それから教科書の問題だとか、副教材の問題等のお話がありましたけども、副教材等につきま

しては、一応、学校のほうでこの問題集とか、この教材をこの学年に、子どもたちに与えたい

という、そういうものを各学年ごとに選び、学校の中で検討し、それを教育委員会に報告をす

る。それを見て、教育委員会はどこの学校ではこれを使っているなという報告の義務というこ

とがありますので、それは承知をするということでやっております。 
 また教科書の採択の問題、お話が出ましたけども、教科書の採択につきましては、市町村の
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教育委員会が教科書を決定するということになっておりますけれども、山梨県は非常に小さい

ところですから、笛吹市だけが独自の教科書を選定して使うというふうなことよりも、広域の

採択協議会をつくってやるというふうに、山梨県の中ではそういうふうな決まりになっており

まして、笛吹市と甲州市と塩山市で広域の採択協議会をつくって、今、検討しております。 
 内容的にはＰＴＡの代表とか教育委員会の代表たちが入った協議会、それに具体的には各教

科、採択する教科書の各教科ごとに現場の先生方、校長先生が委員長に、教頭先生が副委員長

に、そして６名の現場の先生方が入る中で、それぞれの文科省に認可された教科書について検

討して、それを採択協議会のほうに提示すると。採択協議会では委員長の先生から意見を聞く

中で、一応、これがよいだろうというものを各３つの市町村の教育委員会に提示する。そうす

ると、３つの教育委員会では、時間をとって教科書を検討しながら、その採択協議会の意見等

を見ながら、一応、それでよろしいという形の中で、もう一度、広域の採択協議会に戻して、

そこで決定していくと、こんなような方式をとっております。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 大久保俊雄君。 

〇１６番議員（大久保俊雄君） 
 副教材、外部講師で例えば学習指導要領改正で、小学校の英語教育とか、中学での柔剣道場、

春日居も建物が立派になりましたし、地域でもいろいろ優秀な実績を備えたり、また指導力の

ある民間の方もいらっしゃるということもありますし、例えば租税教育ですと、税務署と法人

会が中心となって、ありとあらゆる場面でそういう教室をもっております。あと薬物乱用です

と、ライオンズクラブなんか、一定の講師の資格を得た会員が各地域でやるということで、お

金をかけなくても、いくらでもまわりを見れば、そういった民間の力の活用ということが考え

られるわけですけども、そこらへんはたしかに、予算の配分だとか、各地域の予算の取り合い

ということも大事かもしれませんけども、そこらへん、コストをかけないでも、いろんな角度

からの教育ですよね、そういうふうに考えられますけども、そちらはいかがでしょうか。将来

的に向けて。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、山田教育長。 
〇教育長（山田武人君） 

 大久保議員の質問にお答えいたします。 
 今は、やはり教育は学校の先生方だけでやるという、そういうふうな考え方はなくなってき

ております。例えば部活にしても先生方がそれをずっと専門にやってきたという先生というの

は案外少ないものですから、やはりそういうときには地域の方とか外部コーチをお願いする制

度もございますし、そういう方にお願いしたり、特に武術等につきましては、近くのスポ少を

やっている先生方に見ていただくとか、そういうような形の中で、あらゆる手はずというか、

それを整いながら、子どもの教育のために資するという、そういう考えでおりますので、大久

保議員のお考えのような形で、今、進んでいこうといっておりますし、これからもしていこう

と思っております。 
 以上です。 
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〇議長（小林始君） 
 大久保俊雄君。 

〇１６番議員（大久保俊雄君） 
 あと教科書採択ということで、現行ですと地方教育行政法によりまして、各市町村の教育委

員会で決定される。また、なおかつ教科書の無償措置法というもので、国が無償提供の前提と

しまして、市もしくは広域的な採択地域を決めて、共同採択するような前提になるわけですけ

ども、今、国のほうでも文科省が法改正で各市町村が独自に教科書を決められる法改正、これ

はまた施行されるかどうか分からないですけども、おそらく近いうちにそういう部分が採択さ

れる中で、教育環境の中の教科書採択というのは、やはり行政裁量が、市の行政裁量、これは

言い直せば、市の地域独自の学校教育というものが実現できる可能性が増えるということで、

その点、教科書採択に向けて市の見解、国の流れをふまえる中でどのようなお考えか、お伺い

したいと思いますけども、よろしくお願いします。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、山田教育長。 
〇教育長（山田武人君） 

 教科書も、先ほど言いましたように笛吹市独自で教育委員会が決定して決めていくというよ

うなこと、人事等もそうですけども、市町村のほうへいろいろな権利を移行するというような

国の流れにはなっておりますけども、やはりこの地域の広さということも非常に問題だと思い

ます。ですから、山梨県に合った形の中での方式というものを考えていかなければいけないの

かなというふうに思っております。 
 以上でございます。 

〇議長（小林始君） 
 関連質問を続けます。 
 （ な し ） 

 関連質問を終わります。 

 以上で、一般質問を終わります。 

 本日の議事は、すべて終了いたしました。 

 お諮りします。 

 明日から１２日まで、議案調査のため休会といたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、明日から１２日は休会とすることに決定いたしました。 

 次の本会議は１３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 ３時３５分 
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再開  午後 ２時３０分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小林始君） 

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

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

め申し添えます。 
 直ちに、日程に入ります。 
 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりです。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小林始君） 
   日程第１ 議案第１１１号および日程第２ 発議第５号を一括議題といたします。 

 議案第１１１号については、今定例会初日の１１月３０日に上程され、総務常任委員会に審

査を付託してありますので、総務常任委員長から審査の結果について報告を求めます。 
 総務常任委員会委員長、前島敏彦君。 

〇総務常任委員長（前島敏彦君） 
 それでは、ただいま議長より報告を求められましたので、総務常任委員会の報告をさせてい

ただきます。 
 去る１１月３０日の本会議において、本委員会に付託されました議案第１１１号の議案審査

を１２月７日委員会を開会し、全委員出席のもと関係当局の出席を求め審査いたしました。 
 審査の過程において出ました、主な質疑等を報告させていただきます。 
 本則で課税すると言いながら、経過措置も含め２年間延長し、また３年間延長する。そもそ

も、この都市計画税とはどういうことか。本来この条例をつくったのは、どういう意味なのか

との質問があり、２年間は合併後の特例期間で、今度の３年間は東日本大震災等による経済影

響を考慮すると、市民生活を考えると、あと３年くらいは延ばす必要があるので、３年経過後

はご理解いただきたいとの説明がありました。 
 また、課税地域の見直しの予定があるのか、ないのかの質問に対し、各担当部局と協議をし

て、今後、早急に協議をしていきたいとの説明がありました。 
 なお、この議案に対しては、反対討論と賛成討論がありました。 
 以上、本委員会に付託をされました議案第１１１号の案件に関わる主な質疑等の報告を終わ

ります。 
 それでは、審査結果については次のとおりです。 
 議案第１１１号 「笛吹市都市計画税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しました。 
 以上をもちまして、委員長報告とさせていただきます。 
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〇議長（小林始君） 
 次に発議第５号について、提出者より提案理由の説明を求めます。 
 新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 
 発議第５号 
 平成２３年１２月１３日 提出 
 笛 吹 市 議 会 議 長 殿 

提出者 
笛吹市議会議員 新田治江 

賛同者 
笛吹市議会議員 風間好美 

 笛吹市都市計画税条例の廃止について 
 笛吹市都市計画税条例を廃止する条例を、次のように定める。 
 笛吹市条例第  号 
 笛吹市都市計画税条例を廃止する条例 
 笛吹市都市計画税条例（平成１６年笛吹市条例（第６３号）は廃止する。 
 附則、この条例は平成２４年４月１日から施行する。 
 提案理由 
 都市計画税は受益者負担といっているが、受益と負担の関係が不明確である。 
 笛吹市都市計画税条例については、区画区域の線引きについても当局は検討課題としている。

すなわち賦課の根拠および対象が流動的であり、税条例制定の案件を欠いている。市民の税等

の負担の増大、市民の税負担能力を見るに都市計画税は過酷である。さらに当市の財政状況を

鑑み、当面、都市計画税を課す必要はない。故に都市計画税条例を廃止する必要があり、地方

自治法第１１２条第２項の規定により、本案を提出する。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 これより、委員長報告および発議第５号に対する質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 志村直毅君。 

〇２番議員（志村直毅君） 
 それでは発議第５号 「笛吹市都市計画税条例の廃止について」、提出者に対して質問いた

します。 
 提案理由の中で、受益と負担の関係が不明確であるというふうに述べていますが、具体的に

どのような部分が不明確であるのか、お答えをお願いいたします。 
 もう１点、本市の財政状況に鑑み、当面、都市計画税を課す必要はないと提案理由で述べて

いますが、本市の財政状況をどのように判断して、この提案理由としているのか、お答えくだ

さい。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を。 
 新田治江君。 
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〇１５番議員（新田治江君） 
 都市区域ははっきり、線引きがしてありません。そして議員協議会の席でも今後、いろいろ、

これからの課題ということをいっていました。そして財政状況につきましても、市民の最近の

アリーナ計画についても、市の財政状況は大丈夫だということをおっしゃっています。今まで

２年、賦課しなくてもやってこれ、また今後３年、延ばすということに関しましても、一応、

反対とします。 
〇議長（小林始君） 

 志村直毅君。 
〇２番議員（志村直毅君） 

 ただいまの提出者のお答えに対して、再質問をさせていただきます。 
 本市の都市計画税の課税区域については、２年前に不均一課税を解消するにあたり、県で都

市計画マスタープランにおいて、区域マスタープランの中で示している笛吹川都市計画区域の

中で笛吹市内に該当する区域が都市計画区域ということで、その範囲について課税をしていく

というふうに説明を受けて、私たちもそのように理解しているわけですが、線引きがはっきり

していないということの根拠を、はっきり説明していただきたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 新田治江君。 
〇１５番議員（新田治江君） 

 当局に関しましても、このことについては検討課題といつも述べております。 
〇議長（小林始君） 

 志村直毅君。 
〇２番議員（志村直毅君） 

 では質問３回目ということですので、私がお聞きしたのは線引きがはっきりしていないと提

案理由で述べているわけですが、都市計画区域は確定しているという中において、その区域に

対する見直し等が必要であれば、検討していくというふうな認識だというふうに思いますが、

提案理由では不明確と明確に述べているわけで、そこのところの整合性が取れていないという

ふうに感じますが、この点について再度ご説明をお願いします。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を。新田治江君。 
〇１５番議員（新田治江君） 

 その点については、まだ地域住民との話し合い、そういう面でもやはり、まだまだはっきり

していないと思います。 
〇議長（小林始君） 

 質疑を終了いたします。 
 お諮りします。 
 ただいま、議題となっております発議第５号は、会議規則第３６条第３項の規定により委員

会付託を省略したいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
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 よって、発議第５号は委員会への付託を省略することに決定いたしました。 
 これより、討論を行います。 
 はじめに議案第１１１号について、討論を行います。 
 まず、反対討論を許します。 
 ３番、野澤今朝幸君。 

〇３番議員（野澤今朝幸君） 
 市民派クラブの野澤今朝幸です。 
 議案第１１１号 「笛吹市都市計画税条例の一部改正」に対して、反対する立場から討論を

行います。 
 ２年前の今回の都市計画税の、２年前に課税しないということでの市民ミーティングでの市

の説明会での、ミーティングでの資料によりますと、課税時期はいつからですかというふうに

市民みずからが問いかけて、このように答えています。 
 現在の経済情勢は依然として厳しい状況にあり、市民生活にも大きく影響しています。さら

に本市においては水道料金や下水道使用料の統一化、国民健康保険税、介護保険税の改定に伴

い、当面これ以上の市民の負担増は避けるべきだとの判断から、２年間は課税を控えることに

しますということでありまして、今回もまったく同じような理由から、３年間延ばすというこ

とです。 
 多少、財政状況に鑑みてということがありますけども、とりわけ下水道会計が好転している

わけではありません。合わせて５年も納税義務を課さない、このような税条例であります。非

常に異常な事態かと思います。そして、これから考えても今後も市民の生活が好転するという

ことも考えられないわけです。またも３年後、そういうことなのかというふうにも考えざるを

得ないわけです。このように５年間も今後３年間、合わせて５年間も納税義務を課さないよう

な条例は、これは国税ではありません。われわれの日ごろの税金です。そのような税条例は、

いったん廃止すべきである。そして、さっぱりした形にすべきである。まず、このように考え

ています。 
 もう１つの、大きな理由があります。来年は市長選、そして市議選があります。新しい市長、

新しい市議会議員、もちろん再選もありますから、全員が新しくなるわけではありませんけど

も、そういう選挙をはさんで向こう３年後の税のあり方を決めてしまう。このこと自体が議会

の機能という点、議会の権限という点からも非常に問題がある。議会人なら普通の感覚で、こ

れは分かると思います。 
 このような条例ですから、いったん廃止して、そしてことによったら来年必要になるかもし

れない。やっぱり、そういう足かせをしないような税条例に、この際しておくべきだと思いま

す。３年後の足かせをするようなことをしてはいけません。今言ったように、とりわけ中間に

選挙というような、市民がわれわれ代表を選んで、そしてそれに市民の気持ちを託す、そうい

う重大な選挙があるわけですから、それをはさんで３年間の向こうを足かせにする、こんな税

条例はすべてここで廃止すべきだと思います。 
 以上、このような非常に簡単な明快な理由から私は一部改正ではなく、廃止するという立場

から反対の討論を行いました。 
 以上です。 
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〇議長（小林始君） 
 次に、賛成討論を許します。 
 川村惠子君。 

〇２１番議員（川村惠子君） 
 議案第１１１号 「笛吹市都市計画税条例の一部改正について」、賛成の立場から討論を行

います。 
 笛吹市都市計画税条例第２条では、都市計画税は都市計画法第５条の規定により指定された

都市計画区域内に所在する土地、宅地および雑種地とし、農地、山林および原野等を除く。お

よび家屋に対し、その価格を課税標準とし、当該土地または家屋の所有者に課するとあり、平

成１６年１０月の合併以前から課税していた旧石和町では、都市計画区域における区画整理や

下水道施設の整備などにこの財源を使い、まちづくりを積極的に行ってきました。 
 合併協議会の中では、都市計画事業を行いながらも課税してこなかった石和町地域以外の５町

村との調整は当分の間、不均一課税とする中で決着し、石和町地域のみ合併後も継続して課税

されてきました。この不均一課税は最長５年間とされていたため、平成２２年度からは全域課

税とする税条例の改正とともに平成２２年、２３年度の課税を休止することを本議会で決しま

した。これはリーマンショックなどによる急激な経済の冷え込みによる一時的な措置であり、

その間も都市計画事業は行われてきました。また今議会では、さらに３年間の課税を休止する

提案がされていますが、３月１１日の東日本大震災による国内の経済情勢や復興に伴う市内事

業者や市民への影響を懸念して、市が英断したものと理解しております。 
 合併特例債期間が終了する平成２７年度以降から地方交付税が減額されるため、６億円を見

込む都市計画税は貴重な財源となりますので、継続事業や新規事業など都市計画事業をはじめ

とする今後の各種行政サービスに影響が生じないよう財政運営に取り組むことを願い、議案第

１１１号 「笛吹市都市計画税条例の一部改正について」、賛成の立場から討論といたします。 
〇議長（小林始君） 

 ほかに討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 議案第１１１号についての討論を終結いたします。 
 続いて、発議第５号について討論を行います。 
 まず、反対討論を許します。 
 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。 
 発議第５号 笛吹市都市計画税条例の廃止について、反対の立場から討論を行います。 
 都市計画税は都市計画法第５条の規定により、都市計画区域として指定された区域に課税す

ることができるものであり、本市においては平成２２年第１回定例会において、不均一課税の

解消とともに２年の課税猶予を議決してきた経過がございます。 
 この間、都市計画税に対しては主に２点、批判が寄せられました。１点目として、都市とい

う文言を用いた都市計画税は課税する対象が都市といいつつ、田舎でありそぐわないといった

趣旨のものでありました。これについては、言わば言葉尻を捉えた論点そらしともいえる主張

であり、都市計画法ならびに都市計画税が戦後いったん廃止され、復活してきた経過などに鑑
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みると、都市計画税の課税は自治体に与えられた目的税の活用の１つの方法として有効なもの

であると考えられます。 
 また２点目の批判として、都市計画税と下水道受益者負担金との二重取りになるのではない

かという、やや的外れな意見もありますが、都市計画税は都市計画区域にある土地家屋を対象

として、道路、公園、下水道等の都市施設を建設する都市計画事業に要する費用に充てるため

に毎年度賦課される目的税であります。税の性格上、受益の有無には直接関係なく賦課される

ものであります。 
 一方、受益者負担金は下水道が整備されると下水道の使用が可能になるという特別の利益を

得ることに着目して、下水道建設経費の一部を負担していただく制度で、都市計画法第７５条

を根拠法にしています。税とは違い、１回限りの賦課となっています。道路公園等と違って、

下水道は使用者が限定されるため、税金のみで整備することは公平性を欠くとの意見から生ま

れてきたものであります。また裁判例によっても、この立場が支持をされております。 
 都市計画税を、課税を猶予するということについては、第２次行財政改革大綱でも都市計画

税法課税再開をすることに念頭に、行革の方向性をとりまとめてきた経過もある一方で、今回

の提案理由の中に東日本大震災の影響や平成２２年度決算状況に鑑み、課税を猶予するという、

３年延長するというものがありましたが、市民の税負担感を軽減するという観点から、やむを

得ないものとも感じております。 
 都市計画マスタープランにおいては、身近で整備が必要な施設として下水道排水路は２８．

９％という、２番目の高さで必要と感じられているものでもあります。下水道事業への繰出金

１７億円という本市の財政状況の現実から考えれば、目的税をその趣旨に則って活用させてい

ただくという政策判断は妥当なものであり、また課税は３年延長、あるいは１年延長、あるい

はここで再開すべきなど、都市計画税の課税を前提とした議論がなされている中で、廃止につ

いて提案されていることに対しては、まったく賛成できるものではありません。 
 以上のような理由から、本発議案に対しては反対をさせていただき討論といたします。 

〇議長（小林始君） 
 次に、賛成討論を許します。 
 亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 都市計画税条例の廃止を求める、発議第５号に対する賛成討論を行います。 
 都市計画税は道路や公園、下水道整備など都市の機能を向上させるための事業に要する費用

に充てるために課税される目的税であります。 
 今回、都市計画税条例の廃止を求める理由として、私は３点、述べたいと思います。 
 第１は、一般的にいって都市計画税は受益者負担を言いながら、受益と負担の関係が明確で

はありません。目的税として課税される以上、賦課地域に居住する住民はなんらかの恩恵を受

けて然るべきでありますけども、ただそこに居住するだけの住民も多数、生まれてしまいます。

税の負担が増えるだけになってしまい、むしろマイナスになってしまう住民も発生します。 
 笛吹市の場合で見ますと、賦課地域の多くはとても都市とは言い難い地域でありまして、都

市機能の集中的な整備とは、ほとんど縁がない地域であります。下水道の整備の計画さえない

地域もあります。合併処理浄化槽についても、すでに設置している住民も多数あり、地域全体

に利益をもたらすものでありません。こうした矛盾について、市当局は賦課地域の線引きは今
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後、関係部局と協議して検討すると答弁しております。賦課地域も明らかになっていない。流

動的な現状の中での都市計画税は、すでに廃止すべきであります。 
 第２は、今の市民の生活の深刻な実態であります。さらに固定資産税都市計画税に対しては、

特に税金の負担が重いと実感している市民が多数いることであります。固定資産税の徴収率は

７２％、国保税とともに大変に負担が重いと感じている市税でありまして、他の市税と比べて

も徴収率は極端に低くなっております。都市計画税課税対象の税額は、固定資産税プラス都市

計画税課税で従来の１．３３倍にもなり、払えない人がますます増えるばかりになってしまう

のではないでしょうか。 
 第３は、合わせて５年間も課税しないということは、市の財政状況からいっても都市計画税

は必要ないと受け止めるからであります。町村合併後、５年間は旧石和町だけに都市計画税が

課税されておりました。５年が経過したら他の町村にも賦課地域を広げるということが定めら

れておりましたけども、２２年、２３年度、２年延期し、さらにここにきて３年延期するとい

うものであります。 
 旧石和町を除いては合併後１０年の間、課税されないということであります。これはまさし

く都市計画税は必要ないということになりはしないでしょうか。延期の３年の間に検討すれば

よいという意見もありますけども、こんなに矛盾した税はないというふうに考えております。

現条例にとらわれることなく白紙に戻して廃止して、その上であるべき方向を検討すべきと考

えます。 
 以上、討論とします。 

〇議長（小林始君） 
 反対討論を許します。 
 （ な し ） 
 賛成討論を許します。 
 中村善次君。 

〇１１番議員（中村善次君） 
 正正会の中村善次です。 
 都市計画税条例の一部改正案の廃案に賛成の立場から、討論を行います。 
 今定例会に都市計画税条例の一部改正についてが提案されました。平成２２年度から２３年

度まで都市計画税を課さないことを、２６年度までの５年間に限り課税しないというものであ

ります。 
 平成２７年度より、芦川町と御坂町の一部を除く全市に課税地域の拡大をし、毎年度約６億

円の新税を賦課するものであります。都市計画税は都市計画事業や区画整理事業を実施したこ

とにより、その地域の土地や家屋の利用価値が高まり価格が上昇する。これらの利益を最終的

に受け取る人に対し、課税されるものであり、受益者負担課税と理解はしております。 
 しかし、都市計画マスタープランの土地利用につきましては、生活道路や下水道等の基盤施

設の不足により住環境上の問題、景観、営農環境に影響が出ることが示されております。農地

の宅地化が進んでいる地域での優良農地の保全につきましては、樹園地と共生する住宅地の形

成とあり、一定のルールに基づきとありますが、この点も明確さに欠けております。 
 優良農地は計画的な維持を図り、農業基盤は畑総事業等により整備を図る。集落地について

は集落道路や排水施設、公園、広場、コミュニティ施設の整備を図り、下水道計画区域と都市
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計画事業、ならびに都市計画税の課税区域が曖昧であります。 
 日本一の桃源郷にふさわしい地域農業の活性化、豊かな自然と共生し日本一の桃源郷を目指

し、計画的な土地利用、安全・安心、歴史文化の保存を掲げ、日本一の果樹生産を守る事業は

行っても街路や区画整理、都市公園などの都市計画事業が見えておりません。 
 下水道区域内においては、宅地化の状況により整備と管の接続促進を図り、区域外の集落に

ついては、合併処理浄化槽の整備促進を図るとあります。したがいまして、合併浄化槽でしか

対応できない土地や宅地に都市計画税が賦課されるとあります。都市計画事業と都市計画課税

対象地域の線引きが不透明の現状であります。 
 今後、経済の冷え込みが続き、大震災と原発が原因の増税が見込まれる中、市民は市税の納

付に大変なときを迎えようとしております。 
 ３年ほど前の数字ではありますが、総務省の統計によりますと全国の都市計画区域のうち市

街化区域と調整区域以外の全面積に対し、都市計画税を課税しているのはわずか７．２％ぐら

いでございます。これに対し、わが笛吹市は１００％に近く、安易に税金を掛けすぎであると

考えます。 
 よって、都市計画税条例の廃止に賛成の討論といたします。 

〇議長（小林始君） 
 ほかに討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 発議第５号についての討論を終結いたします。 
 これより、採決を行います。 
 まずはじめに、議案第１１１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１１１号は原案のとおり可決されました。 
 この際、申し上げます。 
 発議第５号については議案第１１１号が可決されたため、一事不再議の原則により議決不要

となりました。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小林始君） 
   日程第３ 議案第１１０号から日程第３３ 議案第１４１号までを一括議題とします。 

 本案については今定例会初日の１１月３０日に上程され、各常任委員会に審査を付託してあ

ります。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。 
 まず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） 
 ただいま議長より報告を求められましたので、総務常任委員会の報告をさせていただきます。 
 去る１１月３０日の本会議において、本委員会に付託されました議案第１０９号および議案

第１１１号を除く議案審査を１２月７日、８日に委員会を開会し、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。 
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 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。 
 まず、総務部所管では過誤納還付金の全体的な内容は何かとの質問に対し、税を納めてある

ものについての修正申告をしたものや、国民健康保険で資格を持っていた者が世帯人員等の変

更や転出によって、遡って資格がなくなってしまったものが主なもので、その他は法人市民税

で納付したものについて、決算確定に伴い還付が発生するものなどがあるとの説明がありまし

た。 
 また、消防施設整備事業にかかる詰所建設の場所はどこなのか、また詰所１棟当たりの建設

費はどのくらいかとの質問に対し、石和町では第５部の広瀬に一宮町第１３部の市之蔵、新巻、

塩田が統合されて新巻に、一宮町第２１部の石、地蔵堂、千米寺が統合されて石に建設するも

のであること。また、詰所１棟当たりの建設費は大体１，５００万円前後であるとの説明があ

りました。 
 なお、ハザードマップで浸水が想定される笛吹川右岸地域の防災対策について、地域ごとに

左岸側にしっかりとした避難場所を確保し、避難経路を住民に徹底しておくとともに、最悪の

事態を想定した繰り返しの訓練をお願いしたいとの意見が出されました。 
 経営政策部所管では住民情報系システム更新事業について、この事業の利点は何かとの質問

に対し、現在のシステムのサポートが打ち切られることになっており、入れ替えにより、のち

のちの費用負担が抑えられること。また、帳票類を職員が手を加えて出力することができ、総

合窓口への対応も可能であり、行政改革としてプラスになるとの説明がありました。 
 また多機能アリーナ建設事業について、施設実施設計により市民がより深く理解できる点は

何かとの質問に対し、建築、電気、機械、音響設備、外溝など詳細な内容が提示できるとの説

明がありました。 
 市民環境部所管では、ももの里温泉源泉地入口の買収の理由はとの質問に対し、これは土地

開発基金の現物財産を現金化するということで購入するもので、温泉とは離れている源泉の入

り口の土地であるとの説明がありました。 
 なお、温泉の指定管理について、利用者のさまざまな要望等がすぐに市に届くような対応を

お願いしたいとの意見が出されました。 
 以上、本委員会に付託をされました案件に関わる主な質疑等の報告を終わります。 
 議案第１１７号 「平成２３年度笛吹市一般会計補正予算（第５号）について」は、反対討

論と賛成討論がありました。 
 それでは、審査結果については次のとおりであります。 
 議案第１１０号 「笛吹市税条例の一部改正について」、賛成全員で原案のとおり可決すべ

きものと決定。 
 議案第１１３号 「笛吹市土地開発基金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１１６号 「笛吹市有線テレビ施設整備基金条例の廃止について」、賛成全員で原案

のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第１１７号 「平成２３年度笛吹市一般会計補正予算（第５号）について」、賛成多数

で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 以上をもちまして、委員長報告とさせていただきます。 
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〇議長（小林始君） 
 以上で、総務常任委員長の報告は終わりました。 

 これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 （ な し ） 

 質疑を終結します。 

 この際、申し上げます。 

 総務常任委員会に付託されております議案第１１７号 「平成２３年度笛吹市一般会計補正

予算（第５号）」につきましては各常任委員会に分割付託してありますので、３常任委員長の

報告終了後に討論および採決を行います。 
 それでは議案第１１０号、議案第１１３号および議案第１１６号を一括議題といたします。 
 お諮りします。 
 ３案件については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本３案件に対する委員長報告は、可決です。 
 本３案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって議案第１１０号、議案第１１３号および議案第１１６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） 
 それでは議長より報告を求められましたので、委員長報告をさせていただきます。 
 去る１１月３０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１２月７日およ

び８日の２日間にわたりまして、委員全員ならびに関係当局の出席を求め、開会し審査いたし

ました。 
 審査の過程において出ました主な質疑・意見等について、ご報告いたします。 
 まず保健福祉部所管では、障害者自立支援法に伴うシステム改修について、今後全体でいく

ら予定しているのか。また国の法改正であれば、国・県の補助金はないのかとの質問があり、

事業総額では約１，１００万円を予定しており、新年度に必要となるソフト改修費は９００万

円程度が見込まれている。また、この事業に対して国県の補助金は予定されていないとの説明

がありました。 
 次に行政区敬老事業の実施状況について質問があり、１３２行政区のうち１２７の行政区で

助成金を受けて敬老事業が実施されたとの説明がありました。 
 また保育所への指定管理者導入について、直営の場合との経費の差はどのくらいか、審査資
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料として年間事業計画・予算計画について示してほしいとの意見があり、８日午前に事業計画

等の資料提出を求め、議案第１３１号ならびに１３２号の討論および採決を行いました。 
 併せて７日午後より委員全員出席のもと、石和第五保育所の指定管理内定者である社会福祉

法人ゆうゆう すみよし愛児園を視察。 
 なお、議案第１３１号ならびに議案第１３２号 「公の施設に係る指定管理者の指定につい

て（石和第三保育所・石和第五保育所）」では、反対討論がありました。 
 続きまして市民環境部所管では、自動車騒音常時監視実施計画書策定業務委託について、県

からの移譲事務ができたことで、どこの部分が中心になるのか。また、この調査の目的と今後

はとの質問があり、県からの移譲業務で市内の国道・県道・市道のうち、対象は４０路線を５年

間に分け、１年のうち８カ所程度での実施するとし、この調査の目的は自動車騒音公害の基礎

データの資料作成であり、今後はこの調査の状況により、公害防止の対策を講じていくとの説

明がありました。 
 次に教育委員会所管では、小中学校要保護および準要保護生徒援助事業被災者の子どもにか

かる追加補正で一般財源化しているが、被災者にかかる金額は。また、最終的には災害救助法

が適用になるのか等との質問があり、現在は県補助金での対応となり、この３月度で補正措置

をする予定である。また児童生徒数について、多いときには小学生１４名、中学生８名の２２名

が在籍していたが、１２月現在では１７名であるとの説明がありました。 
 以上、教育厚生常任委員会で審査されました、主な内容についての報告を終わります。 
 それでは、審査結果については次のとおりでございます。 
 議案第１１７号 「平成２３年度笛吹市一般会計補正予算（第５号）について」、賛成全員

で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第１１８号 「平成２３年度笛吹市国民健康保険特別会計補正予算（第３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１１９号 「平成２３年度笛吹市介護保険特別会計補正予算（第３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１２０号 「平成２３年度笛吹市介護サービス特別会計補正予算（第３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１２１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３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１２７号 「公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市芦川国民健康保険診

療所）」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第１２８号 「公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市御坂福祉センター）」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第１２９号 「公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市八代福祉センター）」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第１３０号 「公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市春日居福祉会館（や

まゆりの湯））」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第１３１号 「公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市立石和第三保育所）」、

賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第１３２号 「公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市立石和第五保育所）」、
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賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第１３９号 「公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市いちのみや桃の里ふ

れあい文化館）」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第１４０号 「公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市スコレーセンター・

スコレーパリオ）」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第１４１号 「公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市八田御朱印公園）」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 以上をもちまして、委員長報告といたします。 

〇議長（小林始君） 
 以上で、教育厚生常任委員長の報告が終わりました。 

 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１１７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１１８号から議案第１２０号までを一括議題といたします。 
 お諮りします。 
 本３案件については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本３案件に対する委員長報告は、可決です。 
 本３案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第１１８号から議案第１２０号までは原案のとおり可決されました。 
 次に、議案第１２１号を議題とします。 
 お諮りします。 
 本案については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本案に対する委員長報告は、可決です。 
 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 多 数 ） 
 起立多数です。 
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 よって、議案第１２１号は原案のとおり可決されました。 
 次に、議案第１２７号から議案第１３０号までを一括議題といたします。 
 お諮りします。 
 本４案件については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本４案件に対する委員長報告は、可決です。 
 本４案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第１２７号から議案第１３０号までは原案のとおり可決されました。 
 次に、議案第１３１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。 
 亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 議案第１３１号 「公の施設に係る指定管理者の指定について」、この議案に対する反対の

立場から討論を行います。 
 この議案は、笛吹市立石和第三保育所について、引き続いて指定管理制度を導入するもので

あります。保育所にもこの制度を導入する目的といいますのは、コストダウンと保育サービス

の向上ということであります。石和第三保育所は指定管理制度が導入されて、５年経過しよう

としていますけども、この５年の間、保育内容や保育運営が保護者や地域にも大きく信頼され

て、本当にいい保育所だと評判を呼び、入所希望者が殺到しているということであります。入

所希望者が増えて、なかなか入所できない保育所の１つにもなっております。そのことは決し

て否定的に捉えるものではなく、評価に値するものであります。 
 しかし、公立時代はそれほどでもないのに指定管理を導入したら、たちまち評判のよい保育

所になる。これは一体、どういうことでしょうか。裏返せば、公立の保育所は保護者や地域の

信頼と評判を得るための日々の努力と研鑽を怠っていたということではないでしょうか。 
 指定管理するとどうして評判がよくなるんでしょうか。どうして人気の出る保育所になるん

でしょうか。公立ではできないんですかと問うても、これまで明確な答えが返ってきたことが

ほとんどありませんでした。 
 言うまでもなく、日本の保育制度では保育所の運営は児童福祉法や国で定める最低基準や保

育所、保育指針によって運営されておりまして、それは公立においても私立においてもまった

く、なんの違いもありません。このように同じ条件のもとで、日々の保育を展開していながら

指定管理制度を導入すると入所希望者が殺到する。このような現象を、やっぱり指定管理して

よかったではないか、めでたしなどと手放しで喜んでいる場合ではありません。それは、これ

までの公立保育所の努力不足を表明しているようなものでありまして、そしてさらに日々、現

場で働いている保育士の皆さんの気持ちを逆撫でするようなものであります。 
 公立保育所には、公立ならではの使命があるはずです。その使命もかなぐり捨てての指定管
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理制度の導入はやるべきではありません。サービス向上のために、私立のノウハウを取り入れ

るというなら、私立に大いに学びながら公立としての使命を果たすべきではないでしょうか。 
 委員会での審議によりますと、この５年間でおよそ５千万円のコストダウンが図られたとい

うことでありました。保育所の運営にかかるコストのおよそ８０％、それ以上になる場合もあ

りますけども、保育士などの人件費であります。人件費の安上がりによるコストダウンといえ

るのではないでしょうか。 
 保育は未来を創造する仕事であり、人づくりの仕事です。笛吹市はたくさんのお金をかけて

アリーナをつくり、人づくりの拠点だとしておりますけども、その笛吹市が未来をつくり、人

づくりをする保育事業にコスト意識を導入するなど、とても考えられません。 
 公立保育所としての使命に責任を持ち、そして保護者や地域の住民に信頼され、評判を得る

公立保育所を目指して、なお一層、努力することを求めて反対討論とします。 
〇議長（小林始君） 

 次に、原案に賛成者の発言を許します。 
 大久保俊雄君。 

〇１６番議員（大久保俊雄君） 
 私は議案第１３１号 「公の施設に係る指定管理者の指定について」の議案に対しまして、

賛成する立場から意見を述べさせていただきます。 
 本案は、笛吹市立石和第三保育所に平成２４年４月より指定管理者制度を導入し、社会福祉

法人を指定管理者として指定するものであります。石和第三保育所については、平成１９年か

ら社会福祉法人 宮前福祉会による指定管理者制度を導入し、今年度末に５年間の指定管理が

終了するため、再度５年間、指定管理者として指定するものであり、保護者から継続を求める

強い要望の声も出されているところであります。 
 長年にわたり、優れた保育所運営の実績を持つ民間保育園のノウハウを取り入れることによ

り、多様化する保護者のニーズに応えられる保育サービスの向上、運営内容の充実を図り、ま

た公立保育所、全体のレベルアップにもつながるものと期待するところであります。 
 さらに保育所の管理運営に当たっては、市と指定管理者が良好な信頼関係を持ちながらも市

が責任を持ち、管理運営内容の一層の向上と委託料の妥当性をチェックしながら、保護者の声

が反映されるような体制づくりを望むものであります。 
 一方で保育所において指定管理が導入されて以来、指定管理された特定の保育所への入所希

望者が殺到するケースも発生しており、保育内容が評価された結果ではありましょうが、希望

どおり入所できない方々の不公平感の解消と説明責任の必要性、さらには市が直接運営してい

る保育所も保育士さんともども一生懸命努力していただいているにもかかわらず、指定管理者

運営の保育所との優劣や評判も近年、耳にするようになりました。 
 公立で保育所を運営することの根本原理は何かを念頭に置き続け、また前述の問題が発生し

ていることの精査・分析と対策も早急に望まれるものであります。 
 保育内容の一層の充実と保育サービスの向上が図られること、および保育サービスの市内保

育所におけるアンバランスが発生しないこと。保護者や地域の期待に応えられるような運営が

されることを期待し、石和第三保育所の指定管理者の指定議案に対する賛成討論といたします。 
〇議長（小林始君） 

 ほかに討論はありませんか。 
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 （ な し ） 
 討論を終結します。 
 これより、議案第１３１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１３１号は原案のとおり可決されました。 
 次に、議案第１３２号を議題といたします。 
 お諮りします。 
 本案については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本案に対する委員長報告は、可決です。 
 本案は、委員長報告のとおり決することに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１３２号は原案のとおり可決されました。 
 次に、議案第１３９号から議案第１４１号までを一括議題といたします。 
 お諮りします。 
 本３案件については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本３案件に対する委員長報告は、可決です。 
 本３案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第１３９号から議案第１４１号までは原案のとおり可決されました。 
 次に建設経済常任委員会に付託してあります案件につきまして、建設経済常任委員長から審

査結果の報告を求めます。 

 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） 

 ただいま議長より報告を求められましたので、委員長報告をさせていただきます。 
 去る１１月３０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１２月７日およ

び８日に全委員出席のもと、関係当局の出席を求め開会し審査いたしました。 
 審査の過程において出ました、主な質疑・意見等について報告をいたします。 
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 産業観光部所管では、農業委員会運営費の農地利用意向調査についての説明を求めたところ、

農地利用意向調査については年１回の調査が義務づけられており、農業委員が割り当てられた

各地区を農地一筆ごとの作物や荒廃地等について調査をするもので、特に荒廃地については地

権者に今後の利用計画について、聞き取り調査を行うとの説明がありました。 
 観光商工課の新ふるさと大使事業について内容を求めたところ、新たに特典クーポン付きの

名刺をふるさと大使に配ることにより、活動範囲が広くなり、笛吹市のＰＲにつながるとの説

明がありました。ふるさと大使がまだ市民にもよく知られていない現状のため、周知やふるさ

と大使を生かす方策の検討を求めました。 
 建設部所管では、管理総務課にかかる公営住宅維持管理費の公有財産購入費の内容について

質問し、八代久保田住宅の県所有の土地１，２５４平方メートルの購入費であり、平成２０年

度から県の河川砂防課・用地課と協議を進めてきて、ここで金額の折り合いがついたため購入

するとの説明がありました。 
 まちづくり整備課にかかる４カ所の公園の指定管理者の指定についての中で、指定後の市の

管理体制について質問したところ、担当者による月２回の定期点検と年２回のモニタリングを

行い、公園の中にはアンケート箱を設置し、利用者の声を管理者と協議する中で反映するとの

説明がありましたが、さらなる管理の徹底と利用形態等を考える中で適正な管理を行うよう求

めました。 
 公営企業部所管では、水道事業会計の検満量水器交換に伴う修理代の内容について説明を求

めたところ、検満量水器については平成２１年度から交換をはじめ、３年間で約１万６千個の

交換を終えており、残りの１万１千個についても古いものから順次計画的に交換を行うとのこ

とであり、修理代については、量水器の交換を行う臨時職員では対応しきれない部分の修繕と

交換後のメーターの修繕料であるとの説明がありました。 
 下水道事業については加入状況について説明を求めたところ、１１月現在で普及率５８．２%、

水洗化率８２．３%との回答がありました。加入促進に努めている現状がうかがえ、今後も引

き続き加入促進を求めました。 
 なお、議案第１３３号 「公の施設に係る指定管理者の指定について（石和温泉駅前観光案

内所）」および議案第１３４号 「公の施設に係る指定管理者の指定について（すずらんの里）」

には反対討論がありました。 
 以上、本委員会に付託を受けました案件に関わる主な質疑・意見等の報告を終わります。 
 それでは、審査結果については次のとおりです。 
 議案第１１２号 「笛吹市都市計画上水道事業受益者負担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しました。 
 議案第１１４号 「笛吹市八代南森之上多目的広場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しました。 
 議案第１１５号 「笛吹市一宮有線テレビ条例の廃止について」、賛成全員で原案のとおり

可決すべきものと決定。 
 議案第１１７号 「平成２３年度笛吹市一般会計補正予算（第５号）について」、賛成全員

で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第１２２号 「平成２３年度笛吹市公共下水道特別会計補正予算（第３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。 



 １８４ 

 議案第１２３号 「平成２３年度笛吹市水道事業会計補正予算（第３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１２４号 「平成２３年度笛吹市営春日居地区温泉給湯事業会計補正予算（第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１２５号 「字の区域の変更及び大字名の変更について」、賛成全員で原案のとおり

可決すべきものと決定。 
 議案第１２６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。 
 議案第１３３号 「公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市石和温泉駅前観光案

内所）」、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第１３４号 「公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市すずらんの里）」、賛

成多数で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第１３５号 「公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市御坂路さくら公園）」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第１３６号 「公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市みさか桃源郷公園）」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第１３７号 「公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市八代ふるさと公園）」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第１３８号 「公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市八代南森之上多目的

広場）」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 以上をもちまして、委員長報告といたします。 

〇議長（小林始君） 
 以上で、建設経済常任委員長の報告が終わりました。 

 委員長さんにちょっと確認いたしますけども、議案第１１２号 笛吹市都市計画下水道でよ

ろしいですね。 

 （「下水道です。」の声） 

 分かりました。 

 これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 （ な し ） 

 質疑を終結いたします。 

 これより討論および採決を行いますが、議案第１１７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１１２号、議案第１１４号および議案第１１５号を一括議題といたします。 
 お諮りします。 
 本３案件については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本３案件に対する委員長報告は、可決です。 



 １８５ 

 本３案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第１１２号、議案第１１４号および議案第１１５号は原案のとおり可決されま

した。 
 次に、議案第１２２号から議案第１２４号までを一括議題といたします。 
 お諮りします。 
 本３案件については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本３案件に対する委員長報告は、可決です。 
 本３案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第１２２号から議案第１２４号までは原案のとおり可決されました。 
 次に、議案第１２５号および議案第１２６号を一括議題といたします。 
 お諮りします。 
 本２案件については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本２案件に対する委員長報告は、可決です。 
 本２案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第１２５号および議案第１２６号は原案のとおり可決されました。 
 次に、議案第１３５号を議題といたします。 
 お諮りします。 
 本案については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本案に対する委員長報告は、可決です。 
 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます・・・。 
 暫時休憩いたします。 
 再開を４時５分とします。 
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休憩  午後 ３時５５分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ４時０５分 
〇議長（小林始君） 

 再開いたします。 
 確認をいたします。 
 議案第１２５号および議案第１２６号は、原案のとおり可決されました。 
 次に、議案第１３３号を議題といたします。 
 お諮りします。 
 本件については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本案に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１３３号は原案のとおり可決されました。 
 次に、議案第１３４号を議題といたします。 
 お諮りします。 
 本件については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本案に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１３４号は原案のとおり可決されました。 
 次に、議案第１３５号から議案第１３８号までを一括議題といたします。 
 お諮りします。 
 本４案件については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本４案件に対する委員長報告は、可決です。 
 本４案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 
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 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第１３５号から議案第１３８号までは原案のとおり可決されました。 
 以上で、各常任委員会に付託いたしました議案の採決が終了いたしました。 
 これより、各常任委員会に分割付託いたしました議案第１１７号を議題といたします。 
 議案第１１７号 「平成２３年度笛吹市一般会計補正予算（第５号）について」の審議に入

りますが、本件に対しお手元に配布のとおり野澤今朝幸君および中村善次君から多機能アリー

ナ建設事業に関わる修正案が、また北嶋恒男君および亀山和子君から八千蔵地域等整備事業に

関わる修正案が提出されております。これについては、笛吹市議会会議規則第１６条の規定に

基づく修正案でありますので、直ちに議題といたします。 
 ここで、審議順序について申し上げます。 
 まずはじめに、多機能アリーナ建設事業に関わる修正案について上程・質疑を行い、次に八

千蔵地域等整備事業に関わる修正案について上程・質疑を行います。 
 その後、多機能アリーナ建設事業に関わる修正案、八千蔵地域等整備事業に関わる修正案、

原案の順に討論を行い、同様の順序で採決と進めてまいります。 
 それでは、これより多機能アリーナ建設事業に関わる修正案について、提出者より説明を求

めます。 
 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。 
 それでは議案第１１７号 「平成２３年度笛吹市一般会計補正予算（第５号）に対する修正

案」の提案理由を述べさせていただきます。 
 この修正案の中身は、今回の補正で盛られました多機能アリーナ建設に向けた実施設計費１億

５，８００万円の予算を削減するというものであります。 
 議員の皆さん一人ひとりにまず、聞きたいと思います。果たして多機能アリーナ建設計画は

実施設計に入れるような段階に至っているでしょうか。市長の構想発表から２年以上の年月は

経っていますが、いまだに実際のところ構想段階にあるのではないか。私はそのような認識を

持っています。議員の皆さんは、どのような認識を持っておられますか。 
 このような大きな施設で一番の問題は言うまでもなく建設後の経営であり、運営であり、ま

たその維持管理であります。なかんずく、今回の多機能アリーナ建設計画にあってはその稼働

状態、それが問題であります。先日の臨時議会、市民による住民投票条例制定の直接請求の審

議の臨時議会でも、その真摯な質疑・討論で明らかになったように、これらの問題については

何ひとつ明確な答弁はなく、すべて今後に持ち越されている格好であります。私が先ほど構想

段階と言ったのは、このような現実に照らして申し上げたところであります。とても実施計画

を組むような段階には至っていないと考えるのがまっとうな判断かと思います。議員の皆さん

はどのようにお考えでしょうか。 
 本来なら構想段階で先ほど示した問題が十分に説明され、十分議論され、市民の合意形成を

十分図り、それがなされたのち基本設計、そして実施設計へと進むべきものでありましょう。

しかしながら多機能アリーナの現実は、最初から建設ありきの姿勢で貫かれ、構想段階が完全

に端折られてきました。このように申せば市民ミーティングをしただろう、あるいは建設検討
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委員会を設置して検討してきただろうというふうに言いますが、しかし市民ミーティングや建

設検討委員会が設けられても、それがまったく形だけのものであったということは、すでに衆

目の一致するところであります。こんなことで、市民の合意など得られようはずがありません。

実際、得られていないのが現実です。私たち議員は、市民に選ばれた市民の代弁者であります。

議員たるもの市民の合意が得られていない、このような現状で実施設計予算を認めるわけには

いかないのではないでしょうか。 
 もう１つ、この時点で実施計画の予算を組むべきではないという大きな理由があります。そ

れは来年の１０月に予定されている市長選、市議選の結果、多機能アリーナ建設中止という事

態がかなり高い確率で予想されるからであります。つまり実施設計の１億５，８００万円がまっ

たく無駄になる、そういう事態がかなりの確率で想定できるわけです。多機能アリーナ建設計

画は、先の臨時議会での住民投票条例制定を否決したことで片付いたわけではありません。昨

日も建設に慎重である市民や、反対である市民で構成するグループが県に事業認定をしないよ

うに陳情に行ったというニュースが流れましたが、執行当局の今の姿勢、つまり建設ありきで

しゃにむに進める姿勢が変わらない限り、必ず来年１０月の選挙では多機能アリーナ建設が大

きな争点となります。 
 何度か事例として引き合いに出しましたけども、長野県の佐久市では３０億円からの土地を

買収した後、市民の力で建設が中止しました。総合文化会館の建設が中止になりました。市民

の力を侮ってはいけないと思います。侮るとわれわれが預かっている大切な公金を無意味に捨

てることになりかねません。議員の皆さん、建設ありきでしゃにむに進む市政にストップをか

けられるのは私たち議員であります。どうか私たちの提出した多機能アリーナに関わる実施計

画費１億５，８００万円の削減に賛成をお願いしたいと思います。 
 幸いなことに合併特例債の適用期限も５年延期されると思われますので、平成２６年度まで

にという、そういう急ぐ理由はなくなったわけでありますから、住民投票条例制定に反対なさっ

た議員の多くの方が討論で言っていたように議論が必要です。議論をすべきであります。その

時間をかせぐためにも、ここではひとつ実施計画の予算を組むのは議員の力でストップして、

そのような時間を設けようではありませんか。 
 以上。 

〇議長（小林始君） 
 これより、質疑を許します。 
 質疑はありませんか。 
 志村直毅君。 

〇２番議員（志村直毅君） 
 ただいまの修正動議の提案理由のご説明に対して、質問をさせていただきます。 
 建設ありきで進んできた検討経過、建設検討委員会ですとか、建設委員会等の議論はまった

く形だけのものというご指摘がございましたが、この点について、そのように断言してしまう

ことは真摯に検討を重ねてきた建設検討委員会ならびに建設委員会、あるいは市民の方々に対

して、やや失礼にあたるのではないかというふうに考えますが、そこのところはどのように考

えているのかということをまず、お聞きしたいのが１点。まず、この点をお聞きしたいと思い

ます。 
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〇議長（小林始君） 
 答弁を、野澤今朝幸君。 

〇３番議員（野澤今朝幸君） 
 ご存じのように何回もの市民ミーティング、そして建設検討委員会も何回も行われています。

一番の問題は構想の段階では非常に、その事業自体が是か否から始まるわけです。ご存じのよ

うにミーティングでの、池田部長の答弁にもありましたけれども、いろいろな意見は建設に向

けて乗り越えなくてはならない意見だと、そのように解釈していると、こういう明確な答弁も

ありました。つまりこれが建設ありきの、そして意見を聞く形はとりましたけども、実際の市

民の意見というのは、ものを大きくしてくれ、小さくしてくれとか、入り口をこうしてくれと

か、そういう議論ではないわけです。それはまさに基本設計、実施設計の段階です。その前の

段階がまったく削られている。そういう意味で、私は先ほどのように形だけのものというふう

に述べたわけです。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 志村直毅君。 

〇２番議員（志村直毅君） 
 ただいまのお答えですと、建設ありきで進んできた検討経過は形だけのものというご指摘は、

検討に関わってきた方々に対して、失礼にあたるということではないというふうに理解してい

いのか、ちょっとよく分かりませんでしたが、もう１点お聞きしたいのは合併特例債の発行期

限が延長される見込みというようなご説明がありましたが、現在、国会での議論はどこまでいっ

ているのか、教えてください。 
〇議長（小林始君） 

 野澤今朝幸君。 
〇３番議員（野澤今朝幸君） 

 私は詳細には分かりません。少なくとも閣議決定がされたことは知っています。そしてほか

の政党ごとの感触でいいますと、これに真っ向から反対している政党があるというふうには聞

いていません。したがって、これは見込みは大だろうというふうに思います。それ以上のこと

は分かりません。 
〇議長（小林始君） 

 志村直毅君。 
〇２番議員（志村直毅君） 

 では３回までですので、ただいまのお答えですと、合併特例債の発行期限は延長される見込

みということで、それ以外のことは分からないということでありましたが、１２月９日に国会

が閉会した時点で衆議院の委員会に、総務委員会に付託をされた段階ということでありますか

ら、まだこれから総務委員会での審議、それから参議院にまた掛けられるというような段階を

踏んでいくというようなことになるだろうと思われます。 
 そういうふうな中で、そういった根拠なり、論点なりをお示ししていただく中で、こうした

提案もなされるべきではないかと思いますが、そういったところ、最後のところですが、来年

の選挙で今回の実施設計費がかなりの確率で無駄になるというようなご説明もありましたが、

このことについて、あくまで見込みということであるのか、あるいは一定程度の何かしらのお
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示ししていただける情報がさらにあれば、最後にこれをお聞きしたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 野澤今朝幸君。 
〇３番議員（野澤今朝幸君） 

 この間の慎重な意見の市民の方、反対の意見の市民の方のまず直接請求の１万２千人からの

こういう署名をもって考えてみても、これはかなりの確率だと思います。よく言うように１万

２千人以外の有権者、みんな賛成、建設に賛成というような、ちょっと外れた意見も、例えば

ミーティングなどで聞きましたけれど、１カ月の間でそして限られた人数で署名をいただく。

こういうところでの１万２千人です。すべてローリング作戦ではないですけども、やった場合

にはかなりの高い確率で、私は反対、慎重派が多いと思います。私自身も署名活動に加わりま

した。１０人中、私の感覚では６人ぐらいが完全に署名です。２人くらいは名前を書くのはちょっ

とというような形です。気持ちは賛成です。２人くらいが、私は賛成だというような感触です。

これは私の感触です。 
 ただ、われわれは実際に歩いて、その感触を持っているわけですので、どうか実施設計をす

る前にもっともっと議論をすべきで、そうしてそういういろんな軋轢、市民の中の軋轢をつく

らないように、そういうふうにするのが今、最善の策ではないかというふうに私は思っていま

す。これ以上、突っ走ればますます、その建設がいいと思うこと自体が非常に、要するに市の

姿勢に対しての疑問も加わってきて、ますます反対、慎重が増えるというふうにも思いますの

で、ぜひそのへんを十分考慮していただきたいと思います。 
〇２番議員（志村直毅君） 

 ありがとうございました。 
〇議長（小林始君） 

 質疑を終結いたします。 
 それでは次に八千蔵地域等整備事業に関わる修正案について、提出者より説明を求めます。 
 北嶋恒男君。 

〇４番議員（北嶋恒男君） 
 市民派クラブの北嶋恒男です。 
 議案第１１７号 「一般会計補正予算に対する修正案」の提出者として提案理由を申し上げ

ます。 
 八千蔵・高家用地を巡る開発計画については、長い間の歴史があります。１９９４年、桃・

ブドウ畑が一面に広がる八千蔵・高家地区５．５ヘクタールは農業担い手の減る中、集落から

離れた場所を売却し、公共用地として活用してもらいたいと地権者がまとまり、御坂町役場時

代に斎場建設の誘致に働きかけましたが、翌９５年に中道町の現在の斎場のほうに決まってし

まい、頓挫してしまいました。 
 それから約１０年後の２００４年になったとき、甲府市環境センターの代わりで、ごみ処理

施設としてどうかということで、甲府市・笛吹市の広域ごみ処理施設建設地の候補に挙げられ

ました。そのことについては、２００４年の１０月、山梨日日新聞の記事によれば旧市町村、

甲府市、豊富を除く東八代郡上九一色村の旧町村でありますが、次期ごみ処理施設は高家・八

千蔵地区が候補地に決まったと掲載されたことがありました。ただし、この新聞報道前には正

式に地元説明会がありました。最初にあった２００３年９月には、甲府市環境部の担当者から
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八代町北区に概要説明がありました。急な知らせでしたけども、区民に呼びかけて１００名以

上が集まりました。もう喧々諤々、笛吹市のごみだけならまだしも甲府市の生ごみを全部運ん

でくるということには話がならなかったが、第２回の説明会は約半年後の２００４年の４月に

地元八代町長、助役も出席しまして再度、説明がありました。少しは落ち着いて、区民からの

いろいろな不安を聞いてくれました。 
 そのときの主な反対理由は、甲府方面からの運搬車の交通アクセスで混雑するから、悪臭が

わきはしないか、一番心配のダイオキシンが風などで下流のほうへ舞ってくるのではないかと

か、川への汚染はないかなどでしたが、結局みんな分からないことなので疑心暗鬼のことが多

くあったので、区長の判断でひとまず事態の収拾として、これから２、３年かけての専門家の

環境アセスメントを行って、その結果を再度、報告してもらい、区民の納得を得てから進めて

もらうということで、ひとまずまとまった経緯がありました。 
 今、このときの様子を振り返りますと、甲府市環境部職員の対応は誠意があったなと思いま

す。事前に区民説明会を開いて、住民の意見を聞いてくれました。このように最後、穏やかな

話し合いができたので、この年の１０月の初代市長選では、ごみ処理場の問題については「ご」

の字も出ませんでした。そしてしばらく静かになっていたのですが、２年後の２００６年になっ

たとき、突如として境川寺尾地区から新たな候補として名乗りがあがりました。なんと八千蔵

の３倍も４倍もの広大な用地が確保できるということでありました。ということで、また移っ

てしまいました。 
 そこで、今度は広大な用地が得られるということだったので、県からは明野の次の候補地と

して最終処分場を併設できないかとラブコールがあったり、また山梨市、甲州市からも相乗り

の申し込みがありまして、現在に至っているわけであります。 
 このように八千蔵・高家地区については紆余曲折があって、われわれも境川に移ってからも

どういうことができるのか。しかも４市合同で使えるものには何があるのか探ってはいたわけ

ですが、なかなか立地条件が厳しいところなので名案はありませんでした。４市合同の使い方

を考える会として、対策協議会を組織して活用策を検討していたようであります。 
 ２０１０年の１２月、第１０回の幹事会ではじめて災害廃棄物ストックヤード構想があげら

れたようであります。そして２０１１年４月２５日の第１１回幹事会で八千蔵・高家地域の活

用方法について、４市にその案を持ち帰って検討してもらうことになりました。そして今年の

３月１１日、東北大震災の災害に対する重苦しい時期での検討会であったと思いますが、４月

２５日にその構想があったわけであります。 
 そして７月１６日の山梨日日新聞・・・。 

〇議長（小林始君） 
 北嶋恒男君に申し上げます。 
 明瞭簡単に説明をお願いいたします。 

〇４番議員（北嶋恒男君） 
 ７月１６日、山梨日日新聞にはじめてストックヤードの構想が決まったと報道されました。

これを見た多くの県民は、この時期に素早くこのような構想を出したことは素晴らしいアイデ

アだな、いい施策だなと思った方も多かったでしょう。しかもサブタイトルには「日本発地震

に備え笛吹市に」とあり、震災後の対応の早さにさすが笛吹市と思った方も多かったと思いま

す。しかし、私はこの場所の様子や経緯を知っている立場からは、行政の立場の人間がこの構
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想の難しさを分かっていないことに憤りを感じざるを得ませんでした。そのように感じたのは

どうしてかについては、以下、述べたいと思います。 
 まず、この場所はどういうところかについて述べたいと思います。 
 ５．５ヘクタールといえば、ま四角であれば２３０メートルの２３０メートルのま四角、野

球場のような広い場所が想定されますけども、この用地は細長くて、苦瓜のような形で真ん中

に膨らんでいて、先のほうが細くなっています。縦が５００メートル、横が一番長いところで

１８０メートルという形です。そして最後の用地境界は崖のようになっているので、横からは

車が入れません。周囲の端のほうは危険なので使える用地も減ってきます。そして細長い勾配

地形で３０メートルの高低差があり、平らな地形ではありません。ですから、この地形のとこ

ろに何か建物を造る場合は、平らに造成をしなければなりません。しかもここの地形は、運搬

道路が一番低いところの下から上らなくてはなりませんし、道路勾配は基準では最大でも５、

６％くらいに抑えなければなりませんので、平地をつくっても全体の７０％以下になると・・・。 
〇議長（小林始君） 

 北嶋恒男君に申し上げます。 
 明瞭簡潔にお願いいたします。 

〇４番議員（北嶋恒男君） 
 このへんの経済性のことを考えますと、このようなものに大きな金をかけることは現段階で

はナンセンスなことであると思っています。 
 ちなみにここの場所で平地を造成するための施設整備には、どのくらいかかるかということ

をざっと試算してみますと、土留め石積み盛り土工事、道路工事、法面工事、橋梁架け替え工

事、汚濁防止の調整池、周辺河川工事などを足しますと約１０億円はかかるだろうと試算して

おります。完成後の維持管理はどのようにするかと、毎日監視・検査体制をとらなければなり

ません。このような上流域に廃棄物処分場を建設するということは、明野の処分場で明らかな

ことだと思います。明野廃棄物処分場がどうして問題になっているかをよく学習してほしいと

思います。 
 次にもしできたとしたら、下流域に対する環境への影響はどうかについてでありますが、１級

河川、天川の上流でもありまして、笛吹川合流まで約５キロあります。途中に灌漑用の堰が１４地

点、今も慣行水利権があって、現在は５８ヘクタール耕作しております。この河川沿線には笛

吹畑かん施設はきておりませんので、大事な水利権であります。また地下水を取水していると

ころもあります。地域にとってはかけがえのない、大事な用水であるわけです。ですから上流

域に水質を汚染するようなものを持ってこられるということはどうなるでしょうか。当事者で

ないと分からないようでは、行政マンとしては無知というよりほかはないと思います。絶対に

影響がないという方策があるということであれば、別であります。 
 また、八千蔵地区周辺の影響はないのかと考えてみたいと思います。東北大震災でのあのガ

レキ置き場の報道は見たことがありますが、ここに虫の発生、腐敗の悪臭などにより周辺家屋

への影響は避けられません。周辺農地にとっても出荷物へのほこりの影響はないのか。あの周

辺は観光園になって賑わっている場所でもあり、もしそういうのではあれば避けたいのは人情

ではないでしょうか。現実には村中の何人もの知人に聞いてみると、表立って言葉には出さな

いがよい気持ちはしていない。このような原因をつくったのは地元の地権者でもなく、計画し

ている当局の責任は重大であります。 
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〇議長（小林始君） 
 北嶋恒男君に申し上げます。再度、申し上げます。簡潔明瞭にお願いいたします。 

〇４番議員（北嶋恒男君） 
 もう少しです。 
 こうした人の嫌がるものをあえて計画することは理解できません。誰も喜ぶ人がいません。

みんなに犠牲を強いるようなことをどうして、どうしようとしているのか。使われ方がまだ分

からないが、当然、有事になれば次から次へと運び込まれ、回転せざるを得ないと思うが、想

像するだけでおそろしい状況になります。静かなふるさとにこういう陥れるようなことの考え

は、まったく理解できません。東京ドームのような、雨もほこりも関係ないようなことにすれ

ば別ですが。 
 以上、まだありますけども、議員の皆さまの公正な判断をお願いして、修正案を提出いたし

ます。ありがとうございました。 
〇議長（小林始君） 

 これより、質疑を許します。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑を終結いたします。 
 これより、討論を行います。 
 はじめに多機能アリーナ建設事業に関わる修正案について、討論を行います。 
 まず、反対討論を許します。 
 寳修君。 

〇１４番議員（寳修君） 
 議長の許可をいただきましたので、平成２３年度笛吹市一般会計補正予算（第５号）に対す

る修正案に反対する立場から討論を行います。 
 先ほどの総務常任委員長の報告では、多機能アリーナ実施計画費用を含む議案第１１７号は

賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定とのことであります。多機能アリーナ建設事業

につきましては平成２２年第３回定例議会において議論され、この事業を進めるべきと議決に

至っております。さらにその後、執行側の建設に関わる必要性等について、説明も十分理解で

きるところであります。 
 多機能アリーナ建設に反対する方々は、もっと時間をかけて論議すべきとか財政が心配、市

民の合意を得ていない、民意を反映していない事業には反対などと言われておりますけども、

この施設建設を待望する市民も、私のまわりではたくさんいらっしゃいます。 
 私は将来の笛吹市を展望するにあたって、この施設はこれからのまちづくりを進める上で必

要不可欠な施設であると考えております。この事業に反対している皆さんが本市の将来像をど

のように考えているのか、反対している皆さんの将来ビジョンは出てきておりません。賛成す

る人、反対する人も互いに将来像を話し合い、議論が必要だというふうに思います。 
 たしかに厳しい社会経済情勢ではありますけれども、だからこそ地域活性化への取り組みは

重要だと考えております。人を育てて健康づくりを促進し、さまざまな交流を創出していくと

いう、この施設建設は今だからこそ進めなければならないと思います。 
 教育、文化、スポーツそれぞれの立場から尺度を広げ、また観光の分野、農業についても地
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域の活性化が図られるのではないかと考えます。この事業については、まだまだ具体的な細か

い部分が明らかにはなっておりませんけれども、しかしそれは関係予算の執行をもって、順次

明らかになってくると思います。議会もこれを受けて、もっともっと議論が必要だと考えてお

ります。 
 以上をもって修正案に反対し、反対討論とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 次に、賛成討論を許します。 
 渡辺正秀君。 
 なお、時間延長となりますので、ご了解のほどをお願い申し上げます。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 一般会計補正予算（第５号）のうち、多機能アリーナ建設事業に要する１億５，８００万円

を削除、減額する修正案に賛成の立場から討論に参加いたします。 
 先ほど第１回目の反対討論の中で、将来ビジョンが示されていないという話がございました。

この点について、そのような機会は議会の中に与えられなかったというふうに私、理解してお

ります。と申しますのは、以前、市長は多機能アリーナの議会内での審議の場をつくろうとい

うことに対して、それは駄目だという反対の意見があったということでございましたけども、

正確に言いますと六大プロジェクトが出され、そしてそれについて多機能アリーナだけをなぜ

突出させるのか。将来ビジョン、そして六大プロジェクトを含め、どのように将来像を考えて

いくか。そういうことで、その１点だけを突出させるべきではないという主張を私はいたしま

した。 
 それで、まず今回の実施設計予算１億５，８００万円、市民の声を踏みにじる暴挙だと、私、

まず言いたいと思います。先の臨時議会で、間違いなく大多数の市民の願いである住民投票、

これが反対多数で葬りさられました。その反対理由は、住民投票は二元代表制に反する。ある

いは、二者択一の住民投票は複雑な多機能アリーナの検討にそぐわない。また住民投票は市長

と議会が対立しているときに限るというものであったと思います。これらの主張は地方自治と、

その本旨である住民自治に照らして、私、明らかに間違っていると思います。まず市長と議会

は、市政すべてを白紙委任されているのではない。白紙委任であれば、そもそも住民投票制度

など必要ないはずでございます。また議会と市長が対立したときに、住民投票などというルー

ルも根拠も地方自治法制度の中にはどこにもございません。ないものをあるかのように言って

いるのでございます。住民は住民の意思で住民投票を求めるものであります。為政者の思惑で、

住民投票がされたのではたまらないということであります。 
 今回の住民投票の請求は市民の声、市民の疑問に誠実に応えない市長と議会であったからこ

そ提起され、大多数の市民の声となったのであります。市民の声を謙虚に受け止めることこそ

が議会の本来の姿ではなかったでしょうか。 
 住民投票に反対した議員は徹底審議し、判断を下すことが議会の使命ともいいました。ぜひ

そうしていただきたい。しかも、この１億５，８００万円の予算を決する場であります。ぜひ、

この討論の中でかみ合った議論、徹底審議をしていただけることと期待しております。 
 さて、皆さんにお聞きします。 
 実施設計、なんでしょう。構想や基本設計に基づき、施工および見積もりに必要な詳細な設

計書をつくることでございます。実施設計は一般市民には理解できない。私も中身はなかなか
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理解できない、専門的な世界の問題でございます。 
 先の一般質問で中村議員、北嶋議員が一般市民の世界の疑問を整理して質問してくれました。

そして、それに対して市当局は答弁しました。どういうものだったか。経費は５千万円から８千

万円だといっている。その中身はどんなものか、人件費、事業費を含めたランニングコストは

どの程度になるかという質問。答えは、これから実施設計の中でというものでした。日照、水

質、交通への影響は、答えはこれから。全国大会等、どの程度誘致できるか、集客の見込みは

どうか、答えはこれから。全国大会等どの程度の市の負担になるか、収益になるのか、答えは

分からない。災害時避難施設というが、１万人を超える水害時、避難住民、移動弱者の誘導は

どうするか、答えは早めに誘導。笛吹市への建設波及効果は、答えは１２月２８日に出てくる

と思う。多機能にするためにどれだけ余分に建設費、ランニングコストがかかるのか、どれだ

けの利用率が見込まれるかも答えておりません。イニシャルコストとランニングコスト、実施

設計の中で出すという答弁でございました。これらのことはみな、構想の段階で出して議論に

付すべきことであります。実施設計の前に、はっきりさせておくことでしょう。こんなことで

１億５，８００万円の実施設計予算を承認するならば、議会はめくら判を押すことになる。私、

それ以外に適切な言い方が見つかりませんから、こういう言葉を使います。徹底審議を主張し

た皆さんは、この点に関してはどのような意見をお持ちであるか。ぜひ、討論の中でお聞かせ

いただきたいと思います。 
 この間、市は裏づけのないうまい話をこしらえて振りまいてきました。まず防災拠点に必要

という話。水害時笛吹川右岸で数メートル、浸水が想定される地域に住む住民、約１万人、市

は早期に左岸に誘導するといっておりますが、子ども、年寄り、障害者を含む１万人をどうやっ

て誘導するのか。絵空事でございます。防災上、真っ先に必要な施設は地区公民館など、身近

な避難所を耐震の２階、３階建てにすることだとわれわれは主張してまいりました。市長は多

機能アリーナによって、日本一医療保険の安い市にすると言い切ってきました。ところが、さっ

きの臨時議会ではそれは高い目標、決意、それを目指すということだと言い換えました。建設

工事の経済波及効果５４億円、これもうまい話でした。大喜びした市民もいました。ところが

先の臨時議会の私の質問で、これは山梨県全体に対する経済波及効果であって、笛吹市への経

済波及効果でないことが明らかになりました。市外、県外業者請負が想定され、建設資材の自

給もほぼゼロという事業、市内への経済波及効果はほとんど期待できないことがはっきりした

のではないでしょうか。 
 財政問題、第２次行財政改革大綱を見れば、財政将来見通しは明らかになります。行財政改

革実施後ですよ、財政シミュレーションで平成３１年基金残高は３７億円。単年度赤字は２１億

円、その説明にはどう書いてあるか。３２年以降、基金の減額幅が拡大していくことが予測さ

れると書いてあります。すなわち単年度赤字が２１億円以上となり、３７億円の基金残高は２年

ももたない。３３年度には財政破綻するという予測であります。たまたま昨年度、想定外の経

済対策臨時交付金、地方交付税交付金の大幅増額、そうした中で試算時の見込みより３０億円

ほど余分に基金が積み立てられました。これとても、この３０億円とても３２年以降の赤字補

填の１．５年分に満たない、いずれにしても合併特例期間が終わる平成３２年以降、極めて厳

しい財政状況になるというシミュレーションでございます。こういう当然の説明をなぜ、しな

いのか。しかも長期不況、市民はこれ以上の負担に耐えられない。 
 高齢化社会は進む、介護施設、老朽化した学校施設、地域公民館等々、今、改善すべき課題
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は山積みでございます。新たな建設事業、新たな維持管理費が発生する事業は本当に必要な施

設か、間違いなく効果が見込めるかどうか。うまい作り話ではなく、しっかりした裏づけが必

要でございます。行革の話をするときは、将来財政は極めて厳しい。多機能アリーナの話をす

るときは、財政は大丈夫だ。ここには誠実さのひとかけらもない。そう断じざるを得ません。 
 多機能アリーナ問題は職員にも大変な心労、ストレスを与えております。防災関係の職員は

水害時に１万人もの住民を早めに笛吹川左岸に誘導することなど、いかに非現実的なことか分

かっております。それでも多機能アリーナが災害時の拠点という、市長の方針に沿った説明を

編み出さなければならない。健康づくりに携わる職員は健康づくりの活動のやり方を知ってお

ります。健康づくりには日常生活の場が大事。多機能アリーナは不可欠などと考えている職員

はいない。むしろ多機能アリーナに金がかかり、地域の施設の改善、地域活動に支障を来たす

ことを心配しております。日本一医療費の安い市は現在、沖縄県うるま市で国保税は笛吹市の

半分以下、うるま市を追い越し日本一医療費の安い市にすることなど、誰も現実的な目標だと

は信じておりません。それでも指示に従い、うまい話をつくらなければならない。経済波及効

果５４億円、笛吹市への経済波及効果でないことに気づいても、担当職員は決してこれを率直

に認めることはできない。 
〇議長（小林始君） 

 渡辺正秀君に申し上げます。 
 簡潔明瞭にお願いいたします。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 しっかり審議します。住民投票で市民の声を聞いてくれと思っている職員も、職員だからと

いうことで、それを口にできない、こういう状況を見てまいりました。職員にも大変な心労、

ストレスをかけている。それならば、まだいい。私、一般質問で原発ミーティングのやらせ問

題を取り上げました。電力会社の社員が原発推進のため、自分の立場を守るため、やらせをし

たことは正解、丸だったかもしれない。そのいわゆる正解の積み重ねで安全神話がつくられ、

あの原発事故につながった。宮仕えの身、自分の立場を守るためには市長の意向に沿ったうま

い回答を作る。現実に起こっていることは、ときの状況に即したうまい回答をつくる職員を育

てることになってはいないか。市民全体の奉仕者として、市長にもはっきりものを言う。事実、

真実を大事にする職員を育ててほしい。この討論で私は、実施設計予算１億５，８００万円を

認めることは市民の意思を踏みにじる暴挙だと指摘しました。 
 次に構想段階で明らかにすべきことが、まったく明らかになっていない。実施設計の段階で

はないことを明らかにしました。そして、この間の説明が裏づけのない、うまいつくり話であ

ることを明らかにしました。 
 最後に、多機能アリーナ建設の進めで職員に無理を強いていることは、職員に余分なストレ

スを与えるだけでなく、ときの状況に迎合したうまい回答をつくる職員を育てることになって

はいかないかと、こういう心配を述べさせていただきました。今日は、率直な意見を言わせて

いただきました。徹底審議を求める議員の皆さんには、私の指摘にもかみ合った討論がなされ

ることを期待いたしまして、多機能アリーナ管理予算を削除する修正案に賛成の討論を終わり

ます。 
〇議長（小林始君） 

 反対討論を許します。 
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 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。 
 それでは議長の許可をいただきましたので、議案第１１７号 「平成２３年度笛吹市一般会

計補正予算（第５号）に対する修正案」に反対する討論を行います。 
 このアリーナ建設に関しましては、議員会議のことあるごとに議題として議論し、また議員

それぞれの考えのもと、市民の皆さまの声もお聞きしながら判断を行ってきたと思います。 
 私は従来からも述べさせていただいたとおり、アリーナ建設事業につきましては、将来の笛

吹市の地域活性化のために必要な施設であり、また笛吹市民の一体感の醸成に欠くことのでき

ない有益な施設と考えております。 
 さらに施設を拠点として市内外にわたる、さまざまな人々との交流が盛んにでき、文化・教

育・産業等に多様なよい効果が望まれます。一部には経済波及効果など想定されている効果に

ついて、笛吹市に特定した経済効果ではないなどとご心配をする議員の方もおりますが、経済

循環を考えれば、すべて笛吹市内で完結するものではないことは、ご承知のとおりでございま

す。多機能アリーナ建設のコンセプトに交流づくりがございますが、多様な交流の及ぼす経済

効果は必ず得られるものであります。 
 今後、施設を活用してのスポーツ、文化等の交流イベントによる活性化のみならず、多くの

旅館、観光園、飲食店を有する笛吹市内を中心としての経済波及効果にも大いに期待を寄せて

いるところでございます。 
 昨年の９月、第３回定例会において基本設計予算の議決をいただきました。それをもって、

プロポーザル方式での業者選定を経て、笛吹市のシンボルになる創造的な基本設計が策定なさ

れました。 
 今後さらに、実施設計による詳細な積算や管理運営計画の早期完成による実施事業の確実な

数値を示されるものと思います。これにより、多くの市民のご理解も深めていただけるものと

考えております。 
 また財政面から見ますと、市の財政は行財政改革の実施により基金への積み立てが増えるな

どの効果も表れております。中期財政計画の見通しを行う中、大型建設事業の取り組みが推進

されているところであります。 
 今回の実施設計に対する補正予算計上につきましては、今後のアリーナ建設計画の進捗に欠

かせないものであると考え、よって私は修正案に反対をいたします。 
〇議長（小林始君） 

 賛成討論を許します。 
 北嶋恒男君。 

〇４番議員（北嶋恒男君） 
 市民派クラブの北嶋恒男です。修正案に賛成する立場から討論いたします。 
 先日の一般質問で、基盤整備の関係でいくつか進捗状況をお聞きしました。当局の回答は、

先ほど渡辺議員からお話がありましたように、具体的な内容には乏しいものがございました。

ですが正直な返答でよかったなと思います。職員の中心的な立場である池田部長も任期はあと

わずかとなりましたが、よく頑張ってきてくれたなと思います。常識のある職員には、このよ

うな雰囲気の中での仕事には、何から手をつけていいのか分からなくて当然だと思います。こ
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んな難しい課題を、こういった事業には初めて経験する職員たちに命令をして、その内容を指

導することもなくできなくて、その方向も定まらず、市民には夢のまた夢を吹聴し、市民の反

感も顧みず、職員の悩みも聞くこともなく、日々だけが経過していくことの責任は重いです。 
 平成２３年度もいよいよ後半になってきましたが、昨年と何か変わったことがあったでしょ

うか。１つ変わったことがあるとしたら、基本的な建築物の外観と中の見取り図が示されたこ

とだけでしょう。これはコンサルトと契約したものなのでつくれたわけですが、この事業をこ

れから本格的に進めるといっているが、簡単にできるものではありません。代替地を解決して

用地を全部契約して交差点協議を重ね、調整地や水路の設計協議をして、文化財調査の準備を

してなど、ベテランの技術屋、５人でからかっても工期をオーバーします。間に合いません。 
 せっかく市民から苦労して、住民投票条例を制定するように段取りをしてくれたにもかかわ

らず、最初から拒否をしてしまったことは、当局にとっては失敗だったなと思います。将来に

禍根を残すことになったと思います。どうせできないものなら、ここで市民に判断してもらえ

ば、当局の計画責任は半分で済んだのに、無理してやってから、やっぱり駄目だったというこ

とになれば、１００％市と議会が恥をさらすことになるではありませんか。 
 特例債有効期限は、あと３年です。場合によっては、５年延長の話もあります。しかし、こ

の事業に関してはいくらお金をかけても、いくら時間があっても解決できない問題があります。

安心してください。私の意見として以下、述べさせていただきます。 
 代替地対応が難しい。三和リース側に理解を求めるには、渋滞対策はどうとるのか。営業補

償がどうなるのか。右折レーンの補償はどのくらいになるのかが決まらなければ納得されない

でしょう。やはり一番の配慮は事業所前の渋滞問題は、最後まで解決策はないでしょう。会社

の存続にも影響するものですから。会社ではまだ、具体的な話は全然きていないとおっしゃっ

ております。世間では大騒ぎをして賛成だ、反対だと申しておりますけども、肝心な当の当事

者にはなんら具体的な説明がないというのが実態でございます。 
 次に問題なのが、２件のホテルの存在であります。 
 ホテル側とは具体的にはまだ接触がない模様ですが、現計画でいけばホテルの営業補償は必

ず発生すると考えます。当初はアリーナ用地の隣接にはなるが、農転解除での隣地の同意はい

らないので簡単に考えていたと思いますが、右折レーン設置によって用地が食い込めば移転補

償になるでしょう。どのくらい補償になるか、想像がつきません。 
 アリーナ敷地に降った雨を調整池で集めて、成田川まで排水するための工事はどうしても市

道９５０号線を使うことになるので、しばらくは交通止めに必ずなります。それに伴い、ホテ

ル側の営業停止の補償が生じます。今後の対応次第では、ノーということも十分あり得ること

だと思います。なぜなら、ホテル側にとってはあとから入ってきたものから追い出されるよう

な形をとられるからであります。この問題は重要でございます。最優先に話し合うことが必要

です。やるんであれば、最優先に話し合うことが必要です。 
 次に地権者の用地補償問題で、全員が納得してくれるかどうか、大変疑問であります。まだ、

ほとんど農地を使用しておりますので、忙しくてそれどころではないということで、おそらく

具体的には話にはなっていないと思います。代替地が決着しないと事業認定ができません。こ

の事業認定を決めるには、先ほど言った三和リースの代替地が解決しなければ、境界が決まり

ませんので当分駄目です。現在は代替地の協議が緒についていない状況から、根本的には何も

決まらない状態になっております。肝心な事柄が一歩も前に進んでいない事態であります。こ
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のように、今できるのは、宙に浮いているアリーナ建築物の詳細設計だけでありますが、足元

がまだ決まっていないならどうしようもありません。自分の土地が決まるまで、実施設計は控

えたほうがよいと思います。 
 もし、こんなような状況でやってしまって、失敗だったなとなったら故意にしたことになる

ので、損害賠償になっては困りますので、納得できる条件整備ができるまで予算計上は見送っ

てほしいと思います。一市民としても思います。 
 以上、討論といたします。 

〇議長（小林始君） 
 反対討論を許します。 
 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、平成２３年度笛吹市一般会計補正予算（第５号）に対す

る修正案に反対の立場での討論を行います。 
 ご承知の多機能アリーナ建設に際しては、賛成・反対議論の中においても、それぞれの議員

からのご発言のとおり、メリットがある反面、デメリットがあることは私も十分承知しており

ます。しかし、私は日本全体が少子高齢化の進行する中、笛吹市が経済状況を含め、将来の発

展を目指し、誰もが住んでよかった、生まれてよかったと思うようなまちづくりをすることが

必要であると考えております。 
 現在、政府においてはＴＰＰ加入を検討する中、桃・ぶどう日本一を謳う果樹王国笛吹市に

おいても、関税撤廃を掲げるＴＰＰがどの程度の影響があるのか、私は一国民として、また一

農家としても非常に不安も感じているところであります。また３月１１日に発生した東日本大

震災は日本経済をさらに脅かし、われわれをとりまく環境の変化は将来の笛吹市にとりまして

も、大きく影響するものと考えられます。 
 こうした状況下においても、合併特例債という有利な財源投資による施設投資は今だからで

き、今しかできないものであると思っております。子どもからお年寄りまでが集い、文化・教

育・スポーツの拠点に、また活性化の源とし、生の目で耳で使用しながら一流のものに触れな

がら、市民の心と健康の発信の基地になりつつ、今後法令に基づく手続き関係や周辺整備など

課題は多くあるとは思いますが、実施計画に取り組みつつ、同時に市民の皆さまにも逐次説明

報告をし、こうした課題を適切に素早く処理されながら、完成に向けて取り組んでいただきた

く、今回の修正補正予算案には反対として討論といたします。 
〇議長（小林始君） 

 賛成討論を許します。 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 正正会の風間好美です。 
 今議会における補正予算で歳出、第２款１項総務管理費、５目企画費のうち１３節委託料、

多機能アリーナ建設事業費として１億５，８０５万６千円計上してありますが、この事業費に

おいて反対の立場から討論を行います。 
 私は２２年の９月議会で、基本設計１，６８５万円計上したときも反対討論を行い、その中

で多額な市債、また一般会計の借金等々たくさんあり、まさにこの大変な台所事情であり、ま
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た市民も大変厳しい生活を送っていると思われ、納税等に大変ご苦労なさっている。また完成

後の維持管理費の財政圧迫、合併特例債に惑わされず、市民の声に耳を傾け、これからの子ど

もたちにツケを残さないようにと豊かな暮らしを最優先して、市民に理解していただける事業

を希望しました。また長野県小布施町の図書館、約３億６千万円の建設に向けても、約１９年

間行い、そのうち５０数回の検討委員会の開催等が行われ、歳月を掛けました。それで竣工い

たしました。本市ももっともっと市民に理解を求めながら、検討会を行っていく必要が大と考

える。なぜ市民の合意も得ずに、こんなに急いでいるのか理解できません。このような討論も

行いました。 
 今本議会５日の一般質問で、中村善次氏の多機能アリーナについての質問に対して、執行部

の答弁も明確にいれず、ほとんど答弁となっていないと捉えました。本当に、この計画で実行

していけるのでしょうか。私たちばかりでなく、事業推進を唱えている議員をはじめ、市民の

方々も先行き不安ではないでしょうか。１１月１２日の臨時議会で行われた住民投票条例設置

に対しても、有権者５万７，６５６人、９月１日現在です。本請求に必要な署名数の約１０倍、

１万２，４２４名の提出。しかし臨時議会においても、１５対７で否決されました。 
 市長の言っているマニフェスト、市民の思いや夢を形にする市民第一主義で、市民起点のま

ちづくりの推進と明記してありますが、本当にできているのでしょうか。市長をはじめ推進派

の議員も本市の将来に、これからの子どもたちのために必要不可欠と言っておられますが、ま

さに逆ではないでしょうか。これからの子どもたちにツケがまわらないんでしょうか。非常に

疑問。本当にアリーナ建設で経済活性化が図られるのか。また集客力につながるんでしょうか。

しっかりとしたシミュレーション、根拠を示し、われわれにも納得いく説明が必要ではないで

しょうか。 
 美辞麗句の説明、思いつきの説明は、もういりません。推進を考えている議員も、本当に今

日現在の説明で、納得しているのか疑問だ。賛成議員の皆さん、この中途半端な考え、説明で

このアリーナが本当に将来において成功すると思いますか。私は思いません。 
 基本設計、住民投票条例設置、今回の実施設計に推進討論なさった議員の方々の考えを踏ま

え、議会として積極的に住民参加型の市民ミーティングを行い、市民の声を聞くことも議会の

責務と考えます。われわれ議員は、これからどのような形で市民に対して結論を出していくの

か、責任は重要と考える。造ってしまえばなんとかなる、そんな安易な考えは絶対にあっては

ならない。いかがでしょうか。賛成派の方々にも賛成の市民が多くいると思います。住民投票

に向けて署名活動を行い住民投票で決して、このアリーナについて決着をつけていただきたい。

そうすると市民も納得すると思います。 
 今回はこのアリーナにつきまして、山梨学院の２人の教授の方々の、この山梨日々新聞の記

事に載っていました。これをちょっと読ませていただきます。 
 「住民自治 自覚した行動期待」ということで、山梨学院大学教授 江藤俊昭先生からの意

見でございます。条例制定改廃の直接請求の対象緩和とともに、拘束型住民投票の導入である。

これは諮問型住民投票とは異なり、投票の結果が自治体の意思となるものである。こうした視

点から笛吹市の動向を素材に住民自治を考えたい。財政は厳しい中で、社会資本整備をすると

すれば、合併特例債起債期限を念頭に進めなければならない。最後のチャンスともいえるだろ

う。だが笛吹市の対応は、一貫性を欠いたといってよい。二元代表制には住民投票になじまな

いといった時代錯誤の見解を貫くことも１つの道だった。 
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 しかし、笛吹市は建設を巡ってアンケートを行っている。必要ないが６割で、しかも市が設

置した検討委員会も両論併記であった。アンケートの結果と異なる方向に進むのであれば、説

明責任とともに、再度のアンケートや住民投票が必要になる。それを無視して建設を推進すれ

ば、アンケートという手法は単なる懐柔策に過ぎなくなる。 
 もちろん住民投票自体もいくつかの問題がある。費用については民主主義のコストと考えよ

う。二者択一にせざるを得ないがゆえに感情論も陥りやすい。打開のためには情報公開はもと

より公開討論の開催など、さまざまなレベルでの討議の空間をつくり出す。および対立者を敵

とみなさない寛容な精神を育てることである。 
 住民自治の根幹は議会であるが故に、地域経営についてとんでもなく大きな権限が与えられ

ている。正当に選挙された合議体としての住民代表機関は議会だけである。全国各地で住民に

開かれ、住民参加を促進しながらしっかり討議し、議決する議会も増えている。 
〇議長（小林始君） 

 風間議員に申し上げます。 
 他人の意見ではなく、自分の意見の討論・発言をお願いいたします。 

〇６番議員（風間好美君） 
 この議決責任も自覚してほしいというふうに述べております。 
 また、いつもわれわれ笛吹市に行政改革等でいろいろ厄介になっております、やはり山梨学

院大学の日高教授も述べられております。少しです。 
 昨年５月、学識経験者として参加した同委員会で論点を提示した。①として財政悪化を前提

とした検討。②ほかの施策との優先順位。③として維持管理コストの調達方法。④として既存

の公共施設の再配置などを含めた建設、維持管理計画の４点だ。 
 １年半が経過したが、論点について議論が尽くされておらず、市民的合意が成り立っていな

いと指摘。計画について検証の必要があると考えている。住民投票条例が否決されれば、１万

２千人の声が遮断される。表決せずに継続審議、議会と行政、市民、専門家が話し合う場をつ

くる選択肢もあると教授も述べております。 
 この２人の教授の意見を含めまして、多機能アリーナ建設事業費実施設計を計上した補正予

算の原案には反対します。 
 以上をもちまして、修正案に対する私の賛成討論とさせていただきます。ご清聴ありがとう

ございました。 
〇議長（小林始君） 

 反対討論を許します。 
 上野稔君。 

〇１７番議員（上野稔君） 
 議案第１１７号 「平成２３年度笛吹市一般会計補正予算（第５号）に対する修正案」に反

対する立場から討論を行います。 
 今回、提出された補正予算において、多機能アリーナ建設に伴う実施設計予算が計上されま

したが、合併特例債を利用してのアリーナ建設事業への取り組みについては多様な意見の中、

議会内においても集約に至らず、意見は相変わらず平行線のままです。 
 こうした中で、市は特例期間が終了するとされていた平成２６年度を完成目標に事業に取り

組んでおり、施設のコンセプトはご承知のとおり人づくり、健康づくり、交流づくり、さらに
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は災害時の防災拠点としての活用を視野に入れての計画であると認識しております。笛吹市に

とって、こうした各種施策の積極的に利用する拠点施設はぜひ必要であると考えております。 
 私が思いますに、市長および議会人は住民による直接選挙により選出され、任期の中で住民

の負託に応えるべきであろうことは常に認識していることだと考えております。 
 その旨に立って、これまでの議会で建設は進めるべきと判断したものであることから、アリー

ナ建設事業につきましては、今後も目標とする期間内の建設に向けて取り組んでいただけるよ

うお願いし、今回、提出された修正予算につきまして、反対の討論といたします。 
〇議長（小林始君） 

 ほかに討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 多機能アリーナ建設事業に関わる修正案についての討論を終結いたします。 
 続いて、八千蔵地域等整備事業に関わる修正案について、討論を行います。 
 まず、反対討論を許します。 
 堀内文藏君。 

〇１０番議員（堀内文藏君） 
 新和会の堀内でございます。 
 八千蔵地域等整備事業関連経費に対する修正案に、反対の立場から討論を行います。 
 八千蔵地域等整備事業につきましては、懸案でありました４市による合意がようやく整った

中で、関係市や当該地域への説明資料等を作成するための予算計上とのことであります。なん

の検討材料も、また説明資料もないままに協議する、説明するではそれぞれの関係者も納得し

ていただけないではないでしょうか。現状から一歩前進するためにしっかりした調査を行い、

説明資料等作成するのは当然のことと考えます。 
 よって、その必要性は十分認めるものと考え、修正案に反対をいたします。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 次に、賛成討論を許します。 
 野澤今朝幸君。 

〇３番議員（野澤今朝幸君） 
 市民派クラブの野澤今朝幸です。 
 それでは議案第１１７号 「平成２３年度一般会計補正予算に対する修正案」に対し、賛成

の立場から討論を行います。 
 この修正案は、八千蔵・高家地区の元ごみ処分場となされた果樹地帯、これを災害時のガレ

キ等の置き場、つまりストックヤードにということで、そのための調査・研究費委託料として

５２５万円、補正予算に盛られたものでありますけれど、この補正予算５２５万円は削除すべ

きであるという立場で討論します。 
 私は極めて簡単な理由で、いったんこの買収の話をもち掛けられたとはいえ、わざわざ、こ

の良好な果樹地帯を消滅させるようなことはすべきではないという立場から、この修正案に賛

成しています。ましてや笛吹市はご存じのように、桃・ぶどう日本一と市の特徴をキャッチコ

ピーとしているほどであります。桃・ぶどう日本一のキャッチコピーを泣かせてしまうんでは

ないかというふうに寂しく思っています。 
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 ストックヤードとなれば、間違いなくこの５．５ヘクタールの果樹地帯は消滅します。いざ

というときガレキを持ち込むわけですから、果樹などがあったらその役を果たさないわけです。

委託料には、その平常時の利用をどのように、活用をどのようにするかということも含まれて

いるそうでありますが、少なくとも果樹世帯が消滅することは間違いないわけであります。 
 果たして、買収しかないのでありましょうか。地権者には行政の不手際によって、多年にわ

たって迷惑を掛けてきています。だからといって、ごみ処分場なきあとは、もう買収しか手は

ないのでしょうか。良好な果樹地帯を保全していくような方向での解決策は、本当にないでしょ

うか。そういう観点から、現時点ではまだ十分、そのレベルでの検討が必要であるのではない

でしょうか。迷惑をかけたわけですから、迷惑にかなう補償料を各地権者に支払って、これか

らも果樹地帯として保全していくという方向も考えられます。また農道、水路等、農業の基盤

整備、あるいはフルーツ公園的なものを構想する、こういうことも無理ではありません。 
 こういう中で、すでに方向を決めてしまう、十分ないろんな入り口があるのに１つの入り口

に限ってしまう。アリーナ建設もまったく同じ手法かと思います。こういう立場からもっともっ

と方向を決めた委託料、そういう形で進めていくのではなく、いったん委託料はここで削除し

て、もっと間口の広い議論、そういうものをすべきであろう。少なくとも今回の提案が桃・ぶ

どう日本一というこのキャッチコピー、これと安易な形で矛盾を来たす、そのように考えてい

ます。非常に単純な理由から私は今回の方向を決めた、果樹地帯を消滅させるという方向を決

めた委託料には反対します。 
 以上で、修正案への賛成の立場からの討論といたします。 

〇議長（小林始君） 
 反対討論を許します。 
 （ な し ） 
 賛成討論を許します。 
 渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 この八千蔵地域等整備事業、すなわち災害時の仮置きストックヤードポストをどうしてもや

めさせなくてはならないという立場から、それに関わる調査委託費５２５万円を削除する減額

修正案に賛成討論を行います。先ほど、説明資料をしっかりつくっていくのは当然だという話

がございました。いつもコンサルタントに十分な調査も検討もなしに頼むから、結局どこにで

も通用するようなコンサルタントの報告文書。そして実際にはその現場に合わない、いい加減

なものが出てくるというのがよく起こります。現在、これを進めたらまったくそういうことに

なってしまう。まだ、この説明資料をつくって、外部に委託してつくってもらうような段階で

はないということを最初に指摘しておきたいと思います。 
 さてストックヤード構想、一体どんな災害を考えているんでしょうか。巨大津波でしょうか、

大水害でしょうか、大地震でしょうか。想定内の災害であれば、各地にガレキ置き場は確保で

きます。ただ、甲府市のガレキを八千蔵に集められたら、これは大変なことになります。想定

外の激甚災害、そのときは各市の何カ所か、ガレキ置き場を確保しなければ困るでしょう。八

千蔵には４市のガレキの、激甚災害では数％も持ち込むだけの余裕はないでしょう。こんな事

業に北嶋議員の発言を借りれば、１０数億円も２０億円もかけることになるのでございます。

災害に備えることにはなりません。災害に備えなければならないことは別にいっぱいあるんで
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す。市長は一体、何を考えているんですか。災害対策を口実に使ってはいけません。これはた

だ、八千蔵の当該地を買ってやるというものでございます。 
 次に八千蔵の当該地は、ストックヤードとして適地かという問題です。この点は北嶋議員か

ら丁寧な説明がありました。高低差３０メートル以上、２本の川に挟まれ、下流には農業用水

路取入口が何カ所もある。環境対策にも莫大な費用がかかる。それでも八千蔵地区、北区への

影響は免れず、住民の理解は得られないでしょう。ストックヤードの場所としては最悪の条件

です。 
 次に地権者、八千蔵区周辺行政区への意見要望を把握しているかという問題です。 
 川下の北区はすでに反対の動き、大きくなっております。それだけではありません。地元八

千蔵区、さらには地権者の中からもストックヤード絶対反対の声が出ているのであります。市

は関係者の意見をちゃんと聞いていない。意見をつかもうともしていないのであります。八千

蔵区の当該地は三度、市政、県政の無責任な対応に翻弄されてきました。土地買収の契約には

至っていなかったものの、市は八千蔵区との、あるいは地権者に対しての誠実な対応、そして

政治責任を果たすことは、これは私も必要だと考えております。その際、八千蔵区と地権者の

要望、意見をしっかり聞くところから始めるべきではないでしょうか。 
 先ほど申しましたように、災害対策として必要なことか、効果があることなのか。その検討

がされていない。当該地が適地であるかどうか。市でやれるはずの検討がされていない。そし

て住民の声、要望を聞いていない。これでなぜ調査委託費、５２５万円を今の段階で予算化で

きるんですか。この構想が破綻することは、目に見えております。５２５万円が無駄金になる

ことははっきりしております。そして地権者にとってはどうか。この構想をやる、やらないで

すぐ数年間を費やすことになります。いたずらに解決を四度、引き伸ばすことになるのは目に

見えております。それとも、この調査委託費５２５万円をもし議会が認めれば、市は八千蔵地

区ストックヤード建設は議会でも承認されていると、そのように言うつもりでしょうか。多機

能アリーナと同じように調査費を承認したら、みんなこの多機能アリーナ建設に賛成、議会で

もいただいているといった、同じことをまた言うつもりでしょうか。 
 いくら周辺行政区で、あるいは地元区民、あるいは地権者が反対しても二元代表制のもと決

めたことだから、建設を強行するというのでしょうか。このような乱暴な市政を私、許すわけ

にはまいらないと思います。 
 もし、このあと原案の調査委託費５２５万円に賛成の討論があれば、抽象的なストックヤー

ドがあればいいなという話ではなくて、かみ合った討論を期待したいと思います。 
 以上で原案に反対し、それから修正案に賛成の私の討論を終わりたいと思います。 

〇議長（小林始君） 
 ほかに討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 八千蔵地域等整備事業に関わる修正案について、討論を終結いたします。 
 次に、原案についての討論を行います。 
 まず、反対討論を許します。 
 （ な し ） 
 次に、賛成討論を許します。 
 （ な し ） 
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 原案に対する討論を終結いたします。 
 ここで、先ほどの北嶋議員の発言の中で特定の職員に対しての定年退職等の発言がありまし

けども、極めて好ましくない発言として注意をいたします。 
 これより議案第１１７号 「平成２３年度笛吹市一般会計補正予算（第５号）についてに対

する多機能アリーナ建設事業に関わる修正案」を採決いたします。 
 本案について、賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 少 数 ） 
 起立少数です。 
 よって、議案第１１７号 「平成２３年度笛吹市一般会計補正予算（第５号）についてに対

する多機能アリーナ建設事業に関わる修正案」は否決されました。 
 続いて議案第１１７号 「平成２３年度笛吹市一般会計補正予算（第５号）についてに対す

る八千蔵地域等整備事業に関わる修正案」を採決いたします。 
 本案についての賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 少 数 ） 
 起立少数です。 
 よって議案第１１７号 「平成２３年度笛吹市一般会計補正予算（第５号）についてに対す

る八千蔵地域等整備事業に関わる修正案」は否決されました。 
 次に、原案について採決いたします。 
 原案について、賛成の方の起立を求めます。 
 数を確認いたしますので、そのままお待ちください 
 （ 起 立 多 数 ） 
 起立多数です。 
 よって、議案第１１７号 「平成２３年度笛吹市一般会計補正予算（第５号）」については、

原案のとおり可決されました。 
 ここで、暫時休憩いたします。 
 再開は６時といたします。 

休憩  午後 ５時４５分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ６時００分 
〇議長（小林始君） 

 再開いたします。 
 ただいま、市長より契約案件３件および人事案件２件が提出されました。 
 お諮りします。 
 これを日程に追加し、直ちに議題にしたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、お手元に配布の議事日程のとおり日程を追加いたします。 
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  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小林始君） 
   これより日程第３４ 議案第１４２号から日程第３８ 同意第９号までを一括議題とし、提出議

案に対する要旨説明を求めます。 
 市長、荻野正直君。 

〇市長（荻野正直君） 
 本日、追加提案させていただきます議案および同意案件につきまして、概略をご説明申し上

げます。 
 議案第１４２号 「契約の締結について」であります。 
 笛吹市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得、または処分の範囲を定める条例第２条の

規定により、議決を求めるものであります。 
 契約する内容は、砂原橋橋梁上部製作工事で工事請負金額は３億４，１７７万５千円。 
 契約の相手方は神奈川県横浜市鶴見区末広町２丁目１番地、ＪＦＥエンジニアリング株式会

社であります。 
 議案第１４３号 「契約の締結について」であります。 
 笛吹市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得、または処分の範囲を定める条例第２条の

規定により、議決を求めるものであります。 
 契約する内容は、石和第五保育所建築主体工事で工事請負金額は２億６８５万円。 
 契約の相手方は笛吹市御坂町井上１５１１番地、株式会社飯塚工業であります。 
 議案第１４４号 「工事請負契約の変更契約の締結について」であります。 
 笛吹市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得、または処分の範囲を定める条例第２条の

規定により、議決を求めるものであります。 
 内容は、一宮中学校改築耐震補強改修工事請負契約の変更に関わるものであります。 
 本工事につきましては平成２３年３月１７日にご議決いただき、平成２２年度から繰越事業

として進めているところでありますが、一部設計に変更が生じましたので、契約の変更をお願

いするものであります。 
 次に同意第８号 「教育委員会委員の任命について」であります。 
 任期満了に伴う元教育委員長 水上昭夫委員の後任として早川公仁氏を任命いたしたく、地

方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項の規定により、議会の同意をお願いする

ものであります。 
 住所は笛吹市御坂町八千蔵２６２番地。生年月日は昭和２６年２月１２日、満６０歳であり

ます。 
 早川氏は日本体育大学を卒業し、峡東教育事務所長、御坂西小学校校長等を歴任し、御坂中

学校校長を最後に本年退職され、現在は笛吹市教育委員会ひまわり教育相談室室長であります。 
 任期は平成２７年１２月３１日までの４年間であります。 
 次に同意第９号 「公平委員会委員の選任について」であります。 
 任期満了に伴う神宮司勉委員の後任として荻野禎三氏を選任いたしたく、地方公務員法第９条

の２第２項の規定により、議会の同意をお願いするものであります。 
 住所は笛吹市石和町東高橋８３６番地１４。生年月日は昭和１２年１月１１日。満７４歳。

任期は平成２７年１２月２０日までの４年間であります。 
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 よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 
〇議長（小林始君） 

 市長の説明が終わりました。 
 これより議案第１４２号を議題とし、質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑を終結いたします。 
 お諮りします。 
 ただいま、議題となっております議案第１４２号は会議規則第３６条第３項の規定により、

委員会付託を省略したいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第１４２号は委員会への付託を省略することに決定いたしました。 
 議案第１４２号の討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結いたします。 
 議案第１４２号の採決を行います。 
 本案は、原案のとおり可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１４２号は原案のとおり可決されました。 
 次に議案第１４３号を議題とし、質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑を終結します。 
 お諮りします。 
 ただいま、議題となっております議案第１４３号は会議規則第３６条第３項の規定により、

委員会付託を省略したいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第１４３号は委員会への付託を省略することに決定いたしました。 
 議案第１４３号の討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結します。 
 議案第１４３号の採決を行います。 
 本案は、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 
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 （ 起 立 全 員 ） 
 起立全員です。 
 よって、議案第１４３号は原案のとおり可決されました。 
 次に議案第１４４号を議題とし、質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑を終結します。 
 お諮りします。 
 ただいま、議題となっております議案第１４４号は会議規則第３６条第３項の規定により、

委員会付託を省略したいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第１４４号は委員会への付託を省略することに決定いたしました。 
 議案第１４４号の討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結いたします。 
 議案第１４４号の採決を行います。 
 本案は、原案のとおり可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１４４号は原案のとおり可決されました。 
 続いて同意第８号を議題とし、質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑を終結いたします。 
 お諮りします。 
 ただいま、議題となっております同意第８号は会議規則第３６条第３項の規定により、委員

会付託を省略したいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、同意第８号は委員会への付託を省略することに決定いたしました。 
 同意第８号の討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結いたします。 
 同意第８号の採決を行います。 
 本案は、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。 
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 （ 起 立 全 員 ） 
 起立全員です。 
 よって、同意第８号は原案のとおり同意することに決しました。 
 なお、ただいま同意されました件について、早川新教育委員から議場での発言の申し出があ

りますので、これを許可したいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 早川君の入場を許します。 
 （ 入 場 ） 
 早川君の発言を許します。 

〇教育委員（早川公仁君） 
 ただいま、教育委員として議員各位の同意をいただき、心より感謝を申し上げます。 
 これからは教育委員として、笛吹市学校教育をはじめ教育行政全体の充実・発展に誠心誠意、

頑張っていきたいと思います。 
 皆さま方のご指導・ご鞭撻をお願い申し上げまして、あいさつとさせていただきます。あり

がとうございました。 
〇議長（小林始君） 

 早川君の退場を求めます。 
 （ 退 場 ） 
 続いて同意第９号を議題とし、質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑を終結します。 
 お諮りします。 
 ただいま、議題となっております同意第９号は会議規則第３６条第３項の規定により、委員

会付託を省略したいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、同意第９号は委員会への付託を省略することに決定いたしました。 
 同意第９号の討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結いたします。 
 同意第９号の採決を行います。 
 本案は、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 全 員 ） 
 起立全員です。 
 よって、同意第９号は原案のとおり同意することに決しました。 
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 なお、ただいま同意されました件について、荻野新公平委員から議場での発言の申し出があ

りますので、これを許可したいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 荻野君の入場を許します。 
 （ 入 場 ） 
 荻野君の発言を許します。 

〇公平委員（荻野禎三君） 
 公平委員に選任していただきました、荻野禎三です。よろしくお願いをしたいと思います。 
 先に事務局の方のお話や資料を見させていただきました。公平委員の役割の大きさに身の引

き締まる思いをしているところです。 
 中でも公平委員には、１つには職員の不利益を被らないように保護すること。もう１つは公

正な人事権の行使を補償するという、こういう２つの大きな基本的なものがあるように理解し

ております。この２つを基本にして、未熟ではありますけども、職務に精励してまいる所存で

あります。 
 何とぞご指導・ご鞭撻のほどをお願い申し上げまして、あいさつにいたします。ありがとう

ございました。 
〇議長（小林始君） 

 荻野君の退場を求めます。 
 （ 退 場 ） 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小林始君） 
   日程第３９ 「閉会中の継続審査について」を議題といたします。 

 各常任委員長、議会運営委員長、リニア対策特別委員長より閉会中の継続審査の件が提出さ

れております。 
 お諮りします。 
 本件については、お手元に配布のとおり閉会中の継続審査とすることにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、本件については各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査と決しました。 
 以上で、本定例会に付議された案件はすべて終了いたしました。 
 市長より閉会に際し、あいさつの申し出がありますので、これを許します。 
 市長、荻野正直君。 

〇市長（荻野正直君） 
 閉会にあたりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 
 本定例市議会は、１１月３０日から本日まで１４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

心なご審議に努めていただき、誠にありがとうございました。 
 また、本会議に上程いたしました提出案件のすべてにつきまして、原案のとおりご議決・ご
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同意を賜りましたことに対しまして、心より厚く御礼を申し上げます。 
 特に多くの市民の方々に関心をお持ちいただいております多機能アリーナ建設事業に関しま

しては、実施設計の補正予算をご議決いただきましたので、ご心配いただいている皆さまに分

かりやすく詳細な説明ができ納得していただけますよう、現在、着手しております管理運営計

画の策定をはじめとして各種調査も着実に進め、多くのご意見をいただきながら、この事業へ

のご理解を深めていただきますよう、取り組んでまいります。 
 さて第１７９回臨時国会は、市川防衛相と山岡少子化担当相の問責決議案が可決されるなど

与野党の対決姿勢が迫る中、閉会をいたしましたが、国政の最優先課題である東日本大震災の

本格復興を盛り込んだ２０１１年度第３次補正予算や復興債の２５年償還のため、所得税など

を引き上げる復興財源確保法が成立。９日には、復興庁設置法案が成立いたしました。 
 第３次補正予算の速やかな執行により、東日本大震災からの復旧・復興、原発事故の収束に

向けた動きが大きく加速されることを期待するものであります。 
 本市におきましても現在、行政評価システムをベースとした施策別枠配分方針により施策の

優先度に即した重点的、効率的な新年度予算編成を進めており、市民第一主義の行政経営方針

のもと、第１次笛吹市総合計画に掲げる２８施策の着実な推進に努めてまいります。 
 次に本市の友好都市でありますフランスのニュイ・サン・ジョルジュ市より、１２月９日に

東日本大震災に関わる見舞金として、約３０万円の送金がありました。今後、義援金として被

災地へ送らせていただく予定でありますので、ご報告を申し上げます。 
 新年に入り、各種行事が予定されております。まず１月４日には、連合区長会長さんをはじ

めとする発起人の皆さまの呼びかけにより、平成２４年新春交歓会、ならびに受賞者祝賀会が

ホテル石庭において開催されます。市議会議員をはじめ各種行政委員、連合区長会、区長、消

防団、幹部役員のほか各種委員および団体の代表各位のご出席により叙勲、褒章および大臣表

彰の受賞者、ならびに県政功績者の祝賀会を行うとともに、平成２４年の新春をお祝いしたい

と思います。 
 次に１月８日には、一宮桃の里スポーツ公園グラウンドにおいて、芝垣直秀団長以下９００名

の団員が参加して、笛吹市消防団出初め式が挙行されます。市内７分団による盛大かつ厳粛な

式典が行われることと思います。 
 また同じく１月８日には市内７つの会場で成人式が開催され、約６７０名の若者が大人の仲

間入りをいたします。新成人の皆さまには社会の一員であることを自覚されるとともに、命の

尊さや絆の大切さを改めて認識され、みんなが連帯して日本の復興を成し遂げるという志を持っ

ていただきたいことを希望いたします。 
 さて、来年は十二支の中で５番目に当たる辰年であります。十二支に動物をあてると辰は龍

であり、十二支の中で唯一想像上の動物であります。また登竜門という言葉のもととなった急

流をのぼることができた鯉は龍になるという中国の故事にあるように、龍は将来の飛躍を表し

ます。 
 東日本大震災に翻弄された平成２３年も残りわずかとなりましたが、来年は震災からの本格

的な復興を目指し、国民が連帯し協力することで昇り龍のごとく震災から復興へ飛び立つ飛躍

の年となるよう切に願うところであります。 
 師走も半ばを迎え寒気いよいよ厳しく、また何かと慌ただしい時期を迎えることになります。

議員各位におかれましてはくれぐれもご自愛をいただき、ご家族ともども平成２４年の新春を
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ご健勝のうちに迎えられますようご祈念申し上げ、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４回定例会を閉会いたします。 
 大変ご苦労さまでございました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
閉会  午後 ６時２５分 
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会議の経過を記載して、その内容が相違ないことを証するためにここに署名する。 
 
 
 
 
 
        笛吹市議会議長 
 
 
 
 
 
 
        会議録署名議員 
 
 
 
 
 
 
        会議録署名議員 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本会議録の作成にあたった者の氏名は次のとおりである。 
 
 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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