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開会  午後 １時２８分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（上野稔君） 

 ただいまの出席議員は２４名であります。 
 定足数に達しておりますので、ただいまから平成２２年笛吹市議会第１回定例会を開会いた

します。 
 開会にあたり、一言ごあいさつを申し上げます。 
 暖かい日が続きます。確実に春がそこまで近づいていることを感じさせますが、まだまだ寒

い日があるでしょう。気温の寒暖の差が激しい季節なので、健康管理には十分気をつけていた

だきたいと思います。 
 このところ連日、バンクーバーから冬季オリンピックの報道がテレビ、新聞に大きく取り上

げられております。昨日のフィギュアスケート女子では、浅田選手は素晴らしい演技を見せて

くれました。明日のフリーに期待をしたいと思っております。 
 さて本日より３月１８日まで、平成２２年第１回定例会が開会されますが、今、地域主権の

推進が話題になっております。われわれ議会にも、さまざまな変革・改革が求められていると

いうふうに思います。今定例会を市民の目線で、市民の負託に応えるべき、活発な議論・審査

を期待しております。 
 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。 
 なお、議長の命令に従わないときは、地方自治法の規定により退場を命じますので、念のた

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

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（上野稔君） 
   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 
 ２番 志村直毅君 
 ３番 野澤今朝幸君 
の両名を会議録署名議員に指名いたします。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（上野稔君） 
   日程第２ 「会期の決定」を議題とします。 

 お諮りします。 
 今定例会の会期は、本日から３月１８日までの２２日間としたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 

 ９ 



 したがって、本定例会の会期は、本日から３月１８日までの２２日間と決定いたしました。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（上野稔君） 
   日程第３ 「議会関係諸般の報告」を行います。 

 監査委員から、平成２１年１１月分から平成２２年１月分の例月出納検査の結果について、

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

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

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（上野稔君） 
   日程第４ 市長より施政方針ならびに日程第５ 議案第３号から日程第５２ 議案第５０号まで

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

〇市長（荻野正直君） 
 ご苦労さまでございます。 
 本日ここに平成２２年笛吹市議会第１回定例会の開会にあたりまして、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、併せて私の所信の一端を申し述べ、議員各位な

らびに市民の皆さまのご理解を賜りたいと存じます。 
 本市におきましては、合併から５年を経過する中で、平成２０年３月に第１次笛吹市総合計

画、ふえふき協奏曲第１番を策定し、昨年３月には笛吹市都市計画マスタープランを策定した

ところであります。また平成２０年９月には笛吹市学校教育ビジョンを策定し、本市のまちづ

くりおよび人づくりにおける基本方針となるプランを明確にしながら、目指すべき将来像実現

に向けて、市民の皆さまとともに一歩一歩、着実に歩みを進めてまいりました。 
 この間、地方分権改革推進法の施行により、平成２０年５月の第１次勧告から、昨年１１月

の 終第４次まで４回にわたる勧告が行われ、分権型社会にふさわしい地方政府の実現に向け

て、住民に も身近な基礎自治体である市町村には、地域の必要性に応じて政策の優先順位を

決定する選択と集中の経営能力が、強く求められるようになってまいりました。 
 特に今後、鳩山内閣が掲げる地域主権の推進について、地方自治体の自由度は大きく広がる

反面、自治体間競争の激化により、生活する住民が受けるサービスと満足度の格差も顕著に表

れてくることが予想されます。住民と行政がみずからが生活するまちの将来像を共有し、共に

未来をつくり上げていく、協働のまちづくりの必要性をより強く感じている次第であります。 
 さて、平成２２年度施政経営方針につきましては、今年度に引き続き笛吹らしさを追求し、

定着させ、さらに発展させることで経営の安定化を図ることを目的に、みんなで奏でる“にぎ

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

ただきました。オンリーワン都市の実現に向けて、誰のための仕事かという原点を忘れずに、

市民第一主義で生活者起点の行政推進により、市民との協働のまちづくりを進めてまいります。 
 また平成２２年度は総合計画、前期基本計画の中間年に当たることから、実施計画の各事業

と併せて、施策の全体計画の進捗状況についても検証と評価を行ってまいります。さらに、引
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き続き笛吹ＤＮＡ戦略を設定し、すべての施策の役割をのばすことと併せ、他の施策とつなぐ、

あるいは支えるという相乗効果により、部局間の計画や施策の総合力を高めてまいります。 
 また、本市は桃・ブドウ日本一と温泉の郷および甲斐国千年の都・笛吹市をキャッチフレー

ズに掲げ、笛吹ブランドとして国内外に向けて発信をいたします。このブランドを、さらに全

国に浸透させ確固たるものとするため、トップセールスをはじめ、あらゆる機会を通じてＰＲ

を行い、笛吹ブランドのバリューアップを図ってまいります。 
 次に地域主権の確立に向けての取り組みですが、地方自治体がみずからの責任において、ま

ちづくりを行う自治体経営の必要性を再認識し、住民主体による自己決定と自己責任の大原則

のもと、自主・自立の笛吹市を目指します。 
 また、経営の基本であるマネジメントサイクルを常に意識して行動し、１年、半年、四半期、

毎月、場合によっては１週間ごとに行動計画や予算の執行・検証を行い、次につなげるという

システムを確立してまいります。さらに、健全な行財政基盤の確立に向けて、第２次行財政改

革大綱に基づき、引き続き行政の質の向上と財政の健全化を維持するため、行政経営システム

と併せ、月次目標管理と選択と集中による計画的な事業執行により、行政の内部効率性を一層

高めるとともに、未来への投資の可能性も探ってまいります。 
 目まぐるしく変わる社会情勢に的確に対応し、住民と行政が一体となって地域をつくり上げ

ていく協働の時代、自治体には時流適応が求められています。それと併せ、私はこれからの行

政経営の中で、市民が行政に求める大きなポイントの１つは市役所の品格であったり、職員の

人格であると感じております。 
 日本人が先人から受け継いだ謙虚とか善意といった、いわゆる道徳から導かれる心の豊かさ、

品格ということを強く意識しながら、職員一人ひとりの意識改革を進め、市民のために何をす

べきかといった使命と責任感を常に追及することで、より市民から信頼される品格のある市役

所を構築し、未来に夢を描けるオンリーワン都市の実現を図ってまいります。 
 続きまして、第１次笛吹市総合計画の施策体系に沿った、主要事業をご説明申し上げます。 
 初に実り多い産業と人々の集う、まちづくりについてであります。 
 はじめに、農業振興につきましては、農業従事者の高齢化や後継者対策として、笛吹市農業

振興行動計画に基づき、新規就農者の育成や農業技術の向上を目的に、今年度、援農支援セン

ターを設立し、援農システムの構築を図ってまいりました。 
 平成２２年度からは、農業で自立を目指す農業後継者を支援するため、新たに笛吹市新規就

農農業後継者支援事業をスタートさせ、農業後継者の育成・定着を図ってまいります。鳥獣被

害の対策につきましては、笛吹市鳥獣被害防止対策協議会を核に、地域の皆さまと連携を図り

ながら、積極的に対策を講じてまいりたいと考えております。 
 消費宣伝・販路の拡大につきましては、市長トップセールスとして、国内はもとより、これ

まで以上に、香港・台湾など海外へも積極的に販路の拡大を図ってまいります。また、全国的

に食の安全に対する関心の高まりに伴い、地産地消が重要な課題となっております。 
 笛吹市地産地消推進計画により生産者、消費者、事業者、学校および市が一体となった地産

地消を推進してまいります。特に２２年度は、市内４カ所目の直売所となる芦川農産物直売所

がオープンいたしますので、これらの施設を核に、なお一層、地域の活性化と地産地消が図ら

れるものと期待するところであります。 
 さらに、農業と地域が共存する地域循環型のまちづくりに向けたバイオマスセンター建設事
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業につきましては、笛吹市バイオマスタウン事業化計画に基づき、利用バイオマスや施設規模

などを検討し、施設整備予定地の選定を進めてまいります。 
 続いて、土地改良事業についてであります。 
 農業の生産、流通、農地農村環境の向上等につながる農道、水路等の改修などの農業基盤整

備については、県営事業として畑地帯総合整備事業を含め、市内９カ所で実施をいたします。

また引き続き、地域ぐるみで農地や水を守る効果の高い共同活動や資源保全に向けた営農活動

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

画的に進めてまいります。 
 次に、商工業の振興についてであります。 
 世界的な経済危機の影響により、依然として厳しい雇用情勢が続いておりますが、緊急経済

対策として中小企業者に対し、借入金に対する利子補給を行うとともに、企業と就職希望者を

対象に市内就職ガイダンスを開催し、地域経済の活性化と雇用の安定に努めてまいります。ま

た、一店逸品創出事業に３１店の応募をいただいておりますので、商工会と連携し、積極的に

ＰＲを行い、競争力のある商店・商業のなお一層の活性化を図ってまいります。 
 次に、観光事業についてであります。 
 多くの皆さまのご意見を伺いながら、策定を進めてまいりました笛吹市観光振興ビジョンに

つきましては、温泉・果物・歴史の再確認とシナリオづくりを基本的視点に、７つの方針から

構成されたビジョンが、この３月には策定される予定であります。また、甲斐国千年の都・笛

吹市を象徴する豊かな歴史、優れた文化財、地理的特性を生かし、県内観光地と広域連携した

観光振興を図ってまいります。インバウンド観光の推進につきましては、海外からの観光客を

広く受け入れる取り組みが、国を挙げて進められております。 
 本市におきましても、東アジアを中心に特産品のＰＲ活動と連携しながら、誘客活動を積極

的に推進してまいりたいと考えております。 
 温泉・果物・歴史をかけ合わせた地域イメージを市民全員で共有するとともに、市内外に積

極的に発信することで笛吹ブランドのバリューアップを図り、暮らしたくなる旅の地・笛吹市

を目指してまいります。 
 次に、ブランド力がある産地形成についてであります。 
 本市特有の資源であります農住の調和がとれた美しい定住環境は、恵まれた気候や風土、交

通条件と相まって、果実生産の適地であると同時に、観光や産業の立地にも有利な環境であり

ます。この自然環境を生かし、おもてなしの心を持って都市住民との交流を進め、地域住民と

の共生を図りながら、地域経済の活性化を図るための施策を展開し、果樹日本一と温泉の郷づ

くりを目指し、ブランド力がある産地形成を実現してまいります。 
 次に、道整備交付金事業についてであります。 
 安全・安心の地域づくりの観点から通行上危険な個所を解消し、利用者が安全に安心して通

行ができるように、市道石和８号線、市道石和１３号線、市道御坂９５０号線の幹線道路網の

整備を進めてまいります。 
 なお、砂原橋の架け替えにつきましては、道路整備も含めて詳細設計を実施する予定であり、

また現在、行っております道路予備設計が済み次第、石和および八代地区の地域住民説明会を

開催する予定であります。 
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 次に市営バス運行事業でありますが、昨年６月、バス事業者や住民の代表者などで構成する

笛吹市地域公共交通会議を法律に基づいた法定協議会に移行し、市民アンケートや現況交通実

態調査等を実施する中で、住民ニーズの把握に努めてまいりました。 
 現在、その結果をもとに、地域公共交通の活性化および再生を総合的かつ一体的に推進する

ことを目的とした、笛吹市地域公共交通総合連携計画の策定を進めております。計画策定後は

この計画をもとに、既存路線の再編や新たな方式による公共交通の運行も視野に入れながら、

各地域の実態に即した運行方法を研究し、市内全域での効率のよい公共交通の再編・整備に取

り組んでまいりたいと思います。 
 次に、リニア対策事業についてであります。 
 山梨リニア実験線建設事業につきましては、すでに市内全線で工事が行われておりますが、

工事が進む過程で、既存水源の枯渇問題、日影対策等の課題も発生しております。市といたし

ましては、引き続き地元住民の立場に立った事業展開が図られますよう、事業主体および山梨

県等と協議を行い、実験線工事の円滑な完成に努めてまいりたいと考えております。 
 また、ＪＲ東海が平成３７年に開業予定のリニア中央新幹線について、神奈川県相模原市付

近から本市付近にかけての約６０キロ区間を、５年ほど前倒しして開業させる方針を固めたこ

とにより、中間駅設置の具体的議論が活発化されることが予想されますので、峡東圏域リニア

中央新幹線駅誘致推進協議会と連携を図りながら、活発なリニア停車駅の誘致活動を進めてま

いります。 
 次に、石和温泉駅周辺整備事業についてであります。 
 平成２２年度新規事業として、国のまちづくり交付金事業の採択を受け、石和第五保育所の

移転補償、北口駅前広場および国道１４０号からのアクセス道路の詳細設計、さらにはＪＲ東

日本へ駅舎改築等のための基本設計を委託する予定であります。 
 次に、石和駅前土地区画整理事業についてであります。 
 平成４年度から進めている土地区画整理事業は 終段階に入り、２２年度には都市計画道路

八田線および区画道路２号線整備工事などの完成により、地区内の公共施設整備がすべて終了

する見込みであります。同時に街区画地確認測量など、換地処分に向けての準備作業に入り、

２４年度末までの清算・登記の完了を目指して、事業を進めてまいります。 
 続きまして、環境にやさしく、安心してすこやかに暮らせるまちづくりについてであります。 
 はじめに安心・安全のための備えづくりについてですが、消防業務につきましては、あらゆ

る災害や救急搬送業務などに対し、常に万全の備えを堅持しているところでありますが、何よ

りも有効な対策は、市民みずからの危機管理意識の高揚であり、自助・共助の活動であると考

えております。 
 これら市民の活動を支援すべく、救命救護の普及・促進を継続的に行うとともに、住宅用火

災警報器の設置推進をはじめとする予防活動を強力に実施してまいります。救急業務につきま

しては、本年度、市内全域に高規格救急車ならびに救急救命士の配置が完了したところであり、

今後、さらなる救急技術の向上を図るとともに、地域医療機関との連絡調整を密にして、救急

患者の受け入れが滞ることのないよう努めてまいります。 
 なお、常備消防の広域化につきましては、平成２１年１０月に山梨県消防広域化推進協議会

が設立され、２２年度は多角的かつ具体的な研究・検討がされるものと思われます。これらの

協議に参画しながら、市民の安心・安全を 優先に、本市にとって 良の消防体制を選択して
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いきたいと考えております。 
 次に、境川町大坪地内冠水対策事業についてであります。 
 国の地域活力基盤整備創造交付金事業の採択を受け、調整池および大坪尻川河川改修などの

用地測量等を実施し、地域説明会において事業への理解を求める中で、一部用地買収に着手す

る予定であります。 
 次に、防災無線デジタル統合事業についてであります。 
 平成２１年度から３年間をかけて整備を進めておりますが、本年度は工事契約の締結および

南館への親局整備と、春日山に設置する中継局建設用林道の設計を行いました。平成２２年度

は春日山に中継局を設置するとともに、一宮地域、境川地域、芦川地域の野外拡声子局の整備

を進めてまいります。 
 次に、住宅マスタープラン策定事業についてであります。 
 住宅施策を取り巻く社会経済情勢の変化、国・県の住宅政策との整合、市内における住宅供

給の動向、市民ニーズ、行財政状況などを勘案し、便利で暮らしやすい生活環境づくりを目指

して、住宅政策および施策展開などの計画策定に取り組むものであります。 
 また、公営住宅等長寿命化計画策定事業につきましては、公営住宅の需要に的確に対応する

ため、住宅マスタープランをふまえ、老朽化した公営住宅ストックの効率的かつ円滑な更新に

必要な長寿命化と、ライフサイクルコストの縮減を目指した計画を策定してまいります。 
 次に、ごみ減量推進事業についてであります。 
 平成２２年度は、「やってみるじゃん５３％減量」をスローガンとした生活系可燃ごみ５３％

減量の 終目標年度であります。現状においては、基準年に対し約３０％の減量がなされてお

りますが、目標達成に向けて、可燃ごみへの混入割合の高いミックスペーパー、その他プラの

排出場所をおおむね１００世帯に１カ所に増設し、分別排出しやすい環境整備をいたします。

また、バイオマスタウン構想との連携を図る中で、生ごみ処理機等の購入補助制度と併せ、生

ごみリサイクル計画の推進を図り、さらなる減量に努めてまいります。さらに公民館等での分

別説明会や、市内スーパー等の店頭での分別推進キャンペーンなどを実施するとともに、広

報・ホームページ等を活用しながら、住民の減量意識改革への啓発に努めてまいります。 
 次に、ふるさと公園整備事業についてであります。 
 拡張予定である１．３ヘクタールの用地測量等を実施し、地域の皆さまに土地の利活用を含

めた事業に対するご理解をいただく中で、一部用地買収に着手してまいりたいと考えておりま

す。 
 次に、特定健診・特定保健指導事業についてであります。 
 国が目標と定める平成２４年度特定健診受診率６５％、特定保健指導率４５％の達成に向け

て、市民へのＰＲと併せ、来年度から新たに市内医療機関などでの個別検診を導入することに

より、受診率の向上と保健指導による生活習慣病の減少に努めてまいります。 
 次に、健康づくりについてであります。 
 平成１８年度に策定いたしました健康増進計画により、各世代の健康増進に取り組んでおり

ますが、平成２２年度はこの計画の中間年にあたることから、市民の皆さまのご意見を伺う中

で、計画の見直しを行ってまいります。 
 母子保健では、出産・育児に関する正しい知識の普及を図り、夫婦そろって協力して子育て

を行っていただくことを目的にパパママスクール事業を実施し、安心して産み育てられる環境
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づくりを推進してまいります。 
 成人保健では健康診査や健康教育など、生活習慣病等の早期発見、早期予防に取り組むとと

もに、温泉活用健康づくり事業もさらに内容を充実させ、またシルバー体操指導員養成事業で

は指導員の養成と地域活動の支援を引き続き、実施してまいります。 
 次に、子育て支援についてであります。 
 核家族化の進行や共働き世帯の増加に伴い、少子化対策・子育て支援の充実が求められてお

り、平成２１年度に策定いたしました次世代育成支援後期行動計画に基づき、子育て支援事業

や保育サービスの充実に努めてまいります。 
 昨年の政権交代により、マニフェストの目玉とされました子ども手当につきましては、制度

の周知をはじめ対象者の把握、手当の支給が円滑に行えるよう準備を進めてまいります。また、

ひとり親家庭への支援につきましては、特に父子家庭に対する支援策として、昨年４月から市

単独事業で父子家庭児童育成手当の支給を行っておりますが、本年８月より国の制度として父

子家庭に児童扶養手当が支給されることになりますので、子ども手当と同様に円滑な支給が行

えるよう準備を進めてまいります。 
 次に子育て支援センターにつきましては、つどいの広場を含めて４カ所で開設しております。

さらに、地域ぐるみで子育て家庭の育児不安を軽減するため、子育ての相談・支援の充実を図

るとともに、地域の中で新たな利用者の拡大に努めてまいります。 
 学童保育事業につきましては、本年４月から国のガイドラインに沿った運営を行うため、保

育室の増設などの整備を進めてきたところであり、学童保育の質の向上と適正規模での運営に

努めてまいります。 
 保育所関係では、特別保育事業であります延長保育サービスを保護者のニーズを把握しなが

ら、公立・私立合わせて１９カ所の保育所で実施できる体制を整えるとともに、一時預かり保

育サービスについては、実施保育所の市内への適切な配置を図り、さらなる保育サービスの充

実に努めてまいります。 
 なお、保育所への指定管理者制度導入につきましては、本年４月から新たにかすがい東保育

所への導入が決まり、石和第三保育所と合わせ、２カ所となります。 
 今後も指定管理者導入については、保護者のニーズを的確に把握し十分な話し合いを行い、

ご理解をいただきながら進めてまいります。また、保育所の施設整備を行う市内民間保育事業

者に対し、国の子育て支援対策臨時特例交付金により県が設置した安心子ども基金を活用して、

その費用の一部を助成するなど、子どもを安心して育てることができる環境整備を図ってまい

ります。 
 次に、高齢者福祉についてであります。 
 本格的な長寿社会の到来により高齢化はますます進み、ここ数年のうちに高齢化率は２５％

を超え、市民の４人に１人が６５歳以上の高齢者となる状況であります。高度化・多様化する

福祉・介護へのニーズに対応するため、高齢者福祉計画に掲げる高齢者が元気に活躍するまち、

高齢者が安心して生活できるまち、高齢者が互いに支え合うまちの実現に向けた取り組みを積

極的に進めてまいります。 
 本市の高齢者の約８割は、介護を必要としない比較的元気な高齢者であることから、地域活

動・社会活動への取り組みをさらに進めていくために、学習講座・研修の機会を設け、高齢者

ボランティアの育成に努めてまいります。 
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 また市内医療機関と連携して、要介護状態に陥りやすい虚弱な高齢者、いわゆる特定高齢者

の把握にも取り組み、介護予防の運動機能向上や栄養改善、口腔機能向上など、通所事業を充

実してまいります。さらに、認知症に対する正しい理解と予防のための普及啓発や認知症の方

や家族を応援する認知症サポーターの養成などに取り組んでまいります。 
 次に、障がい福祉についてであります。 
 障がい者の自立を支援する環境づくりの実現に向けて、第２期障害福祉計画に基づき、障が

い児や障がい者が社会の一員として社会活動に参加し、地域で自立した生活が送れるよう適切

な支援を行ってまいります。 
 地域活動支援センター事業では、障がい児とその保護者の地域における社会活動を支援する

ため、障がい児の支援を専門とした地域活動支援センターを新規に増設して、専門的な相談支

援や社会参加支援を行ってまいります。 
 また、地域自立支援協議会では、地域連絡部会や教育支援部会など７部会により、困難事例

への対応と地域の課題について協議や研修、学習会を開催し、対応してまいります。さらに施

設入所や入院から地域生活への移行と一般就労への移行を推進し、在宅福祉サービスの充実や

居住の場の確保と雇用、就労支援の充実に努め、地域における障がい者の自立と社会参加の促

進に取り組んでまいります。 
 次に、国民健康保険事業についてであります。 
 医療費の増嵩による医療給付費の増加や収納率の低迷による財源への圧迫など、事業運営は

極めて厳しい状況であります。状況の改善に向けて、医療費の抑制や収納率の向上など、健全

化対策に取り組んでいるところでありますが、今後さらに収納対策の強化をはじめ、特定健診

と特定保健指導を中心とする疾病予防対策を実施してまいります。また、広報や国保だよりを

活用し、被保険者へ国保の厳しい実情をつぶさにお知らせし、医療費削減への協力と健康保持

についてのご理解を積極的に呼びかけてまいります。 
 長寿医療制度につきましては、後期高齢者医療制度を廃止し、平成２５年４月の新制度によ

る高齢者の医療保険施行に向けて、すでに国において検討が進められているところであります

が、住民生活への影響を 小限に抑えるよう、制度の円滑な移行について、国・県に要望して

まいりたいと考えております。 
 また、平成２２年度に保険料の見直しが予定されており、県広域連合において、現在見直し

作業を進められておりますが、基金の取り崩し等により、現状どおりの保険料額で推移できる

ものと伺っております。 
 次に、介護保険事業についてであります。 
 高齢者が可能な限り健康で自立した生活を送ることができるように、介護予防の推進や地域

の実情に応じた介護サービスの充実に努めるとともに、安定的な制度運営を維持するための介

護給付費の適正化に取り組んでまいります。介護保険施設の整備につきましては、高齢者が住

み慣れた地域で安心して暮らせるよう、平成２２年度は、地域密着型の認知症対応型共同生活

介護施設グループホームについて、国の支援を活用しながら事業者が整備できるよう、指導し

てまいります。 
 次に、生活保護についてであります。 
 申請時の相談から保護の決定まで確実な対応を図り、保護の適正な実施に努めるとともに、

就労支援員による保護受給者への就労指導・支援を行い、保護受給者の自立生活の確保に向け
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た取り組みを進めてまいります。 
 続きまして、個性輝く人々が育ち、活躍するまちづくりについてであります。 
 はじめに、教育施設環境の充実につきましては、平成２２年度は、子どもたちが安全・安心

に、また、よりよい環境で学べるよう、積極的に学校施設の整備を行ってまいります。特に地

球温暖化対策や自然エネルギー利用による太陽光発電整備事業は、環境・エネルギー教育を進

める上で大きな効果が期待されており、これからも環境に配慮したやさしい学校施設を目指し

た教育環境の充実を図ってまいります。また、子どもたちや地域の皆さまが安全・安心に施設

の利用ができるように教育委員会所管の社会教育施設、体育施設の修繕および整備も進めてま

いります。 
 次に、学校教育ビジョンの具現化についてであります。 
 平成２２年度も笛吹教育のさらなる充実を目指し、引き続き学校教育ビジョンの具現化に取

り組んでまいります。具体的な事業といたしましては、児童生徒のたしかな学力の定着を図る

ために学力向上研究委員会を継続設置し、笛吹市の子どもたちの学力実態の分析・研究を行っ

てまいります。また、教員の授業力の向上を目指して指定校に実践家を派遣するとともに、教

職員の幅広い指導力育成のために、教育講演会も開催する計画であります。さらに、子どもた

ち一人ひとりにきめ細かな対応ができるように、引き続き学習支援講師の配置を行い、教育環

境の充実に努めてまいります。 
 次に、生涯学習の充実についてであります。 
 市民講座 スコレー大学事業につきましては、市民ニーズに加え、特定分野に偏らないバラ

ンスが取れた講座内容に配慮し、２２年度も年間１７０講座、３千名の参加者を見込んで、事

業の提供を行ってまいります。特に行政区が企画する地域講座 スコニティ講座につきまして

はさらなる充実を図り、地区公民館活動の活性化につながるよう努めてまいります。加えて芸

術性の高い事業の提供に関しましては、事業経験の豊かなふえふき文化・スポーツ振興財団と

綿密な連携を図るとともに、山梨学院大学等の外部機関との連携講座を積極的に開催し、先進

的で特色のある文化事業の展開を図ってまいります。 
 次に、図書館の充実についてであります。 
 市内６カ所の図書館は相互連携を図る中で、いつでも、どこでも、誰でも学べる環境づくり

を目指しております。平成２２年度は通常の貸し出し業務のほか、子育て支援として、お話し

会を年間４００回以上、大人を対象とした教室、講座２４回以上の開催を計画いたしておりま

す。また、本年は国民読書年でありますが、本市では、読書推進施策として笛吹市子ども読書

活動推進計画を策定し、子どもたちの読書に対する意識の高揚を図ってまいりたいと考えてお

ります。さらに新刊の購入と併せ、地域資料などの充実を図りながら、市民１人当たり８冊以

上の利用を目標に管理運営を行うなど、さらなるサービスの向上に努めてまいります。 
 次に、社会体育の充実についてであります。 
 高齢化の急速な進展や国民の健康志向の高まりなどにより、生涯にわたりスポーツに親しむ

ことができる、豊かなスポーツライフを送ることが望まれています。平成２２年度も引き続き

各地域に出向き、公民館等を活用する中で、軽スポーツ、健康づくり教室など、手軽に誰にも

できる運動教室を開催し、体力の向上はもとより、地域での人間関係および世代を超えた交流

の機会を提供しながら、スポーツを楽しめる環境づくりを進めてまいります。 
 次に、史跡甲斐国分寺跡整備事業についてであります。 
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 平成２２年度は、金堂の北側に位置する講堂跡の調査を行う計画であり、調査が終了すると

七重の塔、金堂、講堂という奈良時代の古代寺院の中心的な建物が解明されることになります。

発掘調査で解明される事実は、甲斐国千年の都・笛吹市を裏づける重要な資料として、今後、

整備計画の策定に活用してまいります。また、発掘調査の成果は、笛吹市の古代の歴史を一層

豊かにしてくれるものと期待されておりますので、展示や広報などを通じて広く市内外に公表

してまいりたいと考えております。 
 次に、多目的施設建設検討事業についてであります。 
 多目的施設整備につきましては、市議会や各地域審議会、また市民ミーティングにおいて構

想をお示しし、さまざまなご意見をいただいているところであります。今後の事業取り組みに

ついては、行政主導ではなく、市民中心による検討組織を設置し、建設の可否も含め、十分な

検討を行う必要があるとの見地から、去る１月、連合区長会をはじめ関係諸団体の代表者、学

識経験者など４４名の委員の皆さまを委嘱する中で、笛吹市多目的施設建設検討委員会を設置

し、検討に入ったところであります。 
 今後、検討委員会で出された課題等に基づいて作業を進めてまいりますが、慎重なるご協議

をいただき、市といたしましては、できましたら６月から９月ごろを目途に委員会での検討結

果をふまえ、建設についての方向を探っていきたいと考えております。 
 続きまして、将来像実現に向けた取り組みについてであります。 
 まず、市民と行政との協働の取り組みにつきましては、市民の社会貢献活動支援を継続する

中で、地域振興基金運用益を活用した地域振興促進助成事業、市民ボランティア・ＮＰＯ助成

事業の活用と併せ、地域づくりポータルサイト、よっちゃばるネット笛吹による情報発信や情

報の共有化により、市民活動の活性化を図るとともに、市民ワークショップ開催や市民活動支

援講座などの取り組みを進めてまいります。また、市民と行政の役割、市民活動支援施策の検

討などを行う市民協働検討会議を設置し、新しい公共を目指した市民と行政との協働の実現に

取り組んでまいります。 
 次に、情報セキュリティ対策についてであります。 
 市民の個人情報をはじめとする情報資産の機密性・完全性・可用性を維持するため、笛吹市

情報セキュリティポリシー基本方針などに基づく、物理的・人的・技術的セキュリティ対策を

実施し、さらなる情報セキュリティの向上を図ります。また、情報通信技術を駆使した機能的

な電子市役所の実現を目指して、サービス内容を工夫していくとともに、個人情報の保護を徹

底し、信頼できる情報システムを構築することで、より利用者の利便性を図ってまいります。 
 次に、市税の各種申告等の電子化についてであります。 
 本市ではインターネットを利用して、地方税における手続きを電子的に行うシステム、ｅＬ

ＴＡＸを導入し、平成２１年３月より公的年金からの特別徴収事務のほか、法人市民税の申

告・届け出などの各種申告についても運用を行っております。 
 また、平成２３年１月からは、国税のｅ－Ｔａｘと地方税のｅＬＴＡＸの連携も予定されて

おりますので、納税者の申告等、業務における利便性の向上とコスト削減および事務の合理化

に向けて、電子申告等の推進を図ってまいりたいと考えております。 
 次に、市税等の収納率向上対策についてであります。 
 本市の地方税の収納率は、依然として県下で も低い状況にありますが、税負担の公平性の

観点から悪質な滞納者に対しまして毅然とした対応を行い、積極的に差し押さえ等を実施して
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おります。差し押さえの対象としましては、不動産、預貯金等でありますが、動産、とりわけ

自動車や家具等につきましても積極的に差し押さえを行い、公売などにより換価しているとこ

ろであります。また、今年度から導入いたしました市税のコンビニ収納も利用率が３割となり、

初年度としては予想を上回る状況でありました。 
 今後も納税環境の改善も含め、可能な限り多彩な手段を利用して、収納率向上と自主財源確

保に努めてまいります。 
 次に、住基カードの普及促進への取り組みについてであります。 
 １月末現在の総交付枚数は１万５７９枚で、交付率は１４．８％であります。証明書自動交

付機の利用につきましては、住基カードの交付枚数に比例して利用者数も増加し、住民票、印

鑑証明書の総交付枚数の約３割に達しているところであります。引き続き、住基カードの利便

性の啓発と取得しやすい環境づくりを中心に普及活動を展開し、交付率２０％を目標に普及促

進に努めてまいります。 
 また、新たなサービスといたしまして、身分証明書としてご利用いただける写真付きの住基

カードの取得促進に向けて、添付用写真の無料撮影を行っております。さらに、住民票や印鑑

証明書を取得しやすい環境をつくるため、コンビニエンスストアでの交付につきましても検討

を進めてまいりたいと考えております。 
 次に、上下水道使用料金の収納向上対策についてであります。 
 公共サービスの対価に対する負担の公平性および財源の確保を図るため、臨戸訪問などによ

り徴収体制を強化しながら、収納率の向上を図っております。また、未納者に対しましては給

水停止を実施するとともに、新たな未収金を発生させないように努めるほか、過年度未収金に

ついては、実態調査を進めるとともに、できる限り時効が成立しないように対策を講じてまい

ります。 
 なお、納入できない事情があるケースに対しましては納入相談を行い、分割納付等の指導も

行ってまいります。 
 次に、選挙事務についてであります。 
 選挙の正確な執行と併せ、市民サービスの向上や経費削減等の観点から、選挙事務の効率化

に、さらに進めてまいります。その結果、昨年の衆議院議員総選挙では、開票事務効率で県内

第１位となり、また市民の皆さまのご理解のもと、投票区を４０カ所から２９カ所に削減した

ことにより、投票所経費の大幅な削減を図ることができました。 
 平成２２年度は、参議院議員通常選挙および山梨県知事選挙が実施されますが、開票事務の

迅速化のみならず、事務従事者数の適正化、投票区の再編、委託方法の検討など、あらゆる角

度から改革に取り組んでまいりたいと考えております。 
 次に、市役所の事務組織体制についてであります。 
 多様化する市民ニーズに的確に対応するため、より効率的な組織体制の構築を目指して、平

成２２年度は、建設部および教育委員会事務局のいくつかの課を統廃合するとともに、支所の

一部で地域住民課への再編を行います。また、職員数につきましては、平成２１年度中の退職

予定者は、定年退職２４名を含め３０名であり、これに対し１３名の新規採用を予定いたして

おります。職員の適正化計画の実施により、正規職員を１７名削減する中で、より効率的・効

果的な行政経営を進めてまいります。 
 続きまして、本日、提出させていただきました案件につきまして、ご説明を申し上げます。 
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 提出させていただいた案件は条例案１１件、補正予算案９件、平成２２年度当初予算案

２０件など、合わせて４８案件でありますが、その主なものにつきまして概略をご説明申し上

げます。 
 まず条例案について、ご説明を申し上げます。 
 はじめに、笛吹市芦川地域活性化交流施設条例の制定についてであります。 
 本施設につきましては、山梨県が地域の活性化と都市住民との交流を図る拠点施設として、

芦川農産物直売所に隣接して建設するもので、竣工後の管理運営については、本市に移管され

ていることから、指定管理者の指定手続き、業務の範囲、利用料金等、指定管理者に関する事

項を含めまして、規定を整備するものであります。 
 次に、笛吹市芦川地区景観条例の制定についてであります。 
 本年３月に予定されております若彦トンネルの開通に伴い、芦川地域の乱開発が懸念される

ことから、笛吹市、笛吹市民および事業者の責務を定め、芦川地域の全域を対象として、緑豊

かな自然景観の保全と景観と調和した開発行為への誘導を図ることを目的に、必要な条例を定

めるものであります。 
 次に、笛吹市芦川やすらぎの里条例の制定についてであります。 
 本年４月から笛吹市芦川高齢者共同住宅を生涯学習施設として活用することに伴い、指定管

理に関する事項を含め、その管理運営に関して規定を整備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。 
 合併特例の不均一課税の特例期限が終了したことに伴い、課税対象区域が本市都市計画区域

内となることから、課税の特例等について所要の改正を行うものであります。 
 続きまして、補正予算案につきまして、概略をご説明いたします。 
 平成２１年度笛吹市一般会計補正予算（第７号）でありますが、主に平成２１年度事業確定

などに伴う予算であり、既定の予算額から歳入歳出それぞれ１５億２千万円を減額し、総額を

３０９億２千万円とするものであります。さらに継続費、繰越明許費、債務負担行為および地

方債の補正を行うものであります。 
 歳入の主なものにつきましては、地方税のうち、たばこ税現年分および入湯税現年分更正に

伴い、４００万円増額する一方、事務事業の確定に伴い、国庫および県支出金を３億７千万円、

基金繰入金を９億３千万円、市債を２億１千万円、それぞれ減額するものであります。 
 次に歳出の主なものでありますが、国の補正予算に対応した地域活性化・経済危機対策臨時

交付金および、地域活性化・公共投資臨時交付金の各種事務事業費の減額を行うものでありま

す。 
 総務費では、それぞれの事業確定により２億２千万円。国保、介護保険、老人保健、後期高

齢者医療特別会計繰出金の減額などに伴い、民生費を２億８千万円。農道および排水路等基盤

整備事業費確定などに伴い、農林水産業費を２億７千万円。道路改良工事の事業費確定などに

伴い、土木費を１億６千万円。それぞれ減額させていただくものであります。 
 なお、今回の補正予算は、年度末の予算調整を行う中で、財政調整基金からの繰入金を９億

４千万円減額しております。 
 次に特別会計の補正予算案でありますが、国民健康保険特別会計では７，７００万円を追加

し、その総額を８１億５千万円に。老人保健特別会計では１，５００万円を減額し、その総額

を２，７００万円に。介護保険特別会計では２千万円を減額し、総額を４５億１，７００万円
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に。介護サービス特別会計では７０万円を追加し、総額を１，８００万円に。後期高齢者医療

特別会計では７，３００万円を減額し、総額を１０億８，８００万円に。公共下水道特別会計

では１，９００万円を減額し、総額を３９億４，７００万円にするほか、下水道整備事業費の

繰越明許費および地方債の補正をお願いするものであります。簡易水道特別会計では４，

８００万円を減額し、総額を７億８，３００万円とするものであります。 
 さらに平成２１年度笛吹市水道事業会計につきましては、収益的収入および支出において

９００万円を減額し、総額を１１億１，６００万円に。資本的収入において４，１００万円を

減額し、１１億４，６００万円に。資本的支出において５，４００万円を減額し、１５億４，

８００万円とさせていただくほか、地方債の補正をお願いするものであります。 
 次に平成２２年度当初予算案につきまして、概略をご説明申し上げます。 
 平成２２年度の本市の財政につきましては、世界的な金融危機以降、懸命な景気回復対策が

実施されるなど、一部に持ち直しの動きが見られるものの雇用情勢は相変わらず厳しく、本年

度の企業収益は全産業において減収見込みとなるなど、依然として厳しい経済情勢が続いてお

り、市税収入も減少が予測される状況であります。 
 また、与党民主党は、地方の財源確保の方針を打ち出しておりますが、当初予算において地

方交付税や地方譲与税も大幅な増額を見込むことは困難であるとの見方から、引き続き厳しい

財政経営が続くものと思われます。 
 このことから、平成２２年度当初予算につきましては、本年度に引き続き、すべての事務事

業について、コストと成果の検証による自己評価の実施および自主的な見直しを行い、事業の

成果や施策の優先度を精査する中で、 小の経費で 大の効果を挙げるという財政経営の基本

原則を守りながら、限られた財源の中で効果的な予算とするため、各部局へ自主財源の枠配分

方式により予算編成を行ったところであります。 
 また、平成２２年度における事務事業につきましては、常に市役所の品格を意識しながら業

務を遂行することを確認したところでもあります。 
 平成２２年度笛吹市一般会計予算でありますが、総額を２８８億円と定めるものであります。

前年度当初予算と比較しますと４．５％、１２億５千万円の増額となっておりますが、これは

一宮学校給食共同調理場建設事業をはじめ、防災行政無線デジタル統合事業および石和温泉駅

周辺整備事業など、普通建設事業を積極的に取り入れたためであります。 
 歳入では、市税を前年度比４．６％減の８５億９千万円、地方交付税を７９億３千万円、国・

県支出金を４４億１千万円、地方債４９億７千万円などを見込む中で、財政調整基金、減債基

金などからの繰入金を４億４，９００万円としております。 
 また、歳出では人件費、扶助費、公債費などの義務的経費を１２４億円とし、投資的経費は

４２億４千万円としております。このうち主な事業予算といたしまして、総務費の３４億４千

万円は全般的な管理事務費、庁舎管理費、電算システムの維持管理費などのほか、参議院議員

選挙、山梨県知事選挙および県議会議員選挙経費として、７千万円を予定いたしております。 
 次に民生費の８２億７千万円は社会福祉費、児童福祉費、生活保護費などでありますが、こ

のうち各種の医療扶助、子ども手当、生活保護費などの扶助費は総額で４０億６千万円、また

保育所施設整備および市内私立保育所建設補助として、２億７千万円を予定いたしております。 
 次に衛生費の２３億６千万円は保健衛生費、環境衛生費、清掃費などであり、このうち上水

道事業会計および簡易水道特別会計への出資、繰出金等、７億２千万円を予定しております。 
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 次に農林水産業費１４億７千万円は、樹園地内の農道、水路改修など農業施設整備事業に

４億７千万円、畑地総合整備事業ほか県営事業関係費として２億５千万円、新規農業者支援事

業３６０万円を含む、各種農業振興事業に８，４００万円などを予定いたしております。 
 次に商工費の３億８千万円は、商工関係団体への補助事業に４，１００万円、観光宣伝なら

びに観光イベント事業などに１億５千万円を予定いたしております。 
 次に土木費の４０億４千万円は、道路河川の維持管理および新設改良費、都市計画費などで

ありますが、このうち市道石和１３号線砂原橋改修事業、ならびに境川大坪地内浸水対策を含

む道路維持・新設改良事業などに１１億８千万円、石和駅周辺整備事業に３億５千万円のほか、

公共下水道特別会計への繰出金１７億９千万円を予定いたしております。 
 次に消防費の１５億１千万円は、常備消防費６億８千万円、消防施設費１億６千万円、継続

事業であります防災行政無線デジタル統合事業として、４億８千万円などを予定いたしており

ます。 
 次に教育費の３１億６千万円は小学校費に４億５千万円、一宮中学校校舎耐震改修事業を含

め中学校費に３億９千万円、一宮学校給食共同調理場建設事業に８億２００万円、文化財保護

事業に１億８千万円、用途変更に伴う芦川やすらぎの里施設管理費に３５０万円などを予定い

たしております。 
 なお、公債費につきましては、今までに借入を行いました地方債の元金および利子の償還金

など、３７億１千万円を予定いたしております。そのほか、御坂中学校入り口用地借地料ほか

３件について債務負担行為を、地方債については臨時財政対策債２０億円、合併特例債２９億

２千万円、地方債の借入限度額を４９億７千万円に定めるものであります。 
 次に、笛吹市国民健康保険ほか７特別会計の平成２２年度予算でありますが、国民健康保険

特別会計は総額を８０億５千万円に、老人保健特別会計は総額を２００万円に、介護保険特別

会計は総額を４４億７千万円に、介護サービス特別会計は総額を１，５００万円に、後期高齢

者医療特別会計は総額を１１億８千万円に、公共下水道特別会計は総額を２９億６００万円に、

農業集落排水特別会計は総額を６，１００万円に、簡易水道特別会計は総額を７億３千万円と

するものであります。 
 黒駒山ほか８件の財産区特別会計につきましては、総額を４，５００万円とするものであり

ます。 
 平成２２年度笛吹市水道事業会計につきましては、収益的収入および支出を１０億９千万円

に、資本的収入を１０億３千万円、同支出を１４億２千万円とするものであります。 
 また、平成２２年度笛吹市営春日居地区温泉給湯事業会計につきましては、収益的収入およ

び支出をそれぞれ６，４００万円に、資本的支出を１，７００万円とするものであります。 
 以上、当初予算案につきまして、その概略のご説明を申し上げました。 
 その他の案件につきましては、その末尾に提案理由を付記しておりますので、それによりま

して、ご了承をお願いいたします。 
 以上、今定例会に上程いたしました案件につきまして、提案理由のご説明を申し上げました。

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（上野稔君） 

 市長の説明が終わりました。 
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 これより議案第３号から議案第４９号までを一括議題とし、質疑を行います。 
 この際、申し上げます。 
 議案第３号から議案第４９号までは、所管の常任委員会に付託することになっておりますの

で、大綱的な質疑に留めたいと思います。 
 それでは、ただいまから大綱質疑の発言を許します。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑を終結します。 
 ただいま、議題になっております議案第３号から議案第４９号までの４７案件につきまして

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。 
 次に議案第５０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５０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５０号は委員会付託を省略することに決定いたしました。 
 議案第５０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５０号の採決を行います。 
 本案は、原案のとおり承認することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 全 員 ） 
 起立全員です。 
 よって、議案第５０号は原案のとおり承認することに決定しました。 
 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２６日および３月１日は議案調査のため、休会といたしたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、明日２６日および３月１日は休会とすることに決定いたしました。 
 次の本会議は３月２日、午前１０時から再開いたします。 
 本日は、これにて散会いたします。 
 

 ２３ 



 ご苦労さまでした。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

散会  午後 ２時４５分 
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再開  午前１０時００分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（上野稔君） 

 おはようございます。 
 ただいまの出席議員は２４名であります。 
 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 
 本日、傍聴の申請があり、これを許可しましたので報告いたします。 
 傍聴人に申し上げます。 
 傍聴人は議事について可否を表明し、または騒ぎ立てることは禁止されておりますので、静

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

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

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（上野稔君） 
   日程第１ 「代表質問」を行います。 

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

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

〇２３番議員（前島敏彦君） 
 議長の許可をいただきましたので、笛政クラブを代表しまして、代表質問をさせていただき

ます。 
 代表質問の前に２月２７日に、南米、チリ中部で発生したマグニチュード８．８の巨大地震

で死者が７００人を超え、いまだ余震が続いている。この影響から北海道から沖縄の太平洋側

各地に津波が到達し、大津波警報が１７年振りに発令され、岩手大槌港で１．４５メートルの

津波があったと報道され、１０都道府県の約５２万人に避難指示が出され、ＪＲなど交通機関

の運行にも影響が出、漁業にも被害が発生いたしました。また、今年の１月１２日に発生した

ハイチの大地震では、死者が３０万人に達する可能性が報じられ、改めて地震の恐ろしさを痛

感したところでございます。 
 亡くなられた方、被害を受けられた方にご冥福をお祈りするとともに、お見舞いを申し上げ

たいと思います。被害者復興支援のため、国連平和維持活動 ＰＫＯに携わる陸上自衛隊の大

規模な復興支援活動が展開されております。 
 一方で、私ども国民、市民を取り巻く生活環境は、いろんな経済指標では、一部に明るい兆

しが見えてきたと評論しておりますが、地方においては大変、厳しい状況が続いておりますし、

市税の減収、企業の活動の低迷等、年度末を控え、また新年度予算での歳入の確保が危惧され

る要素も山積しているのも事実であります。 
 こうした社会経済情勢の中で、昨日、閉会しましたカナダのバンクーバーで開催された冬季

 ２８ 



五輪で、フィギュアスケート女子で銀メダル、フィギュアスケート男子では史上初めての銅メ

ダル、スピードスケート男子５００メートルでは銀・銅メダル、スピードスケート女子団体追

い抜きで銀メダルを獲得。さらに多くの競技で入賞するなど、日本勢の活躍は大きな感動と挑

戦する勇気を与えてくれました。 
 さて、市の平成２２年度当初予算は、新政権下での事業仕分けによって、市で執行してきた

事業は継続されるのか。または縮小・廃止されるのか。見極めながらの編成となったことであ

ろうと思います。 
 市としても市税や国、県などの交付金をはじめとする歳入減による厳しい状況において、行

政改革が求められる中で、総合計画に基づいた安全・安心なまちづくりに向けて、新年度どの

ように取り組んでいくのか、多くの市民が注視するところでありますし、議会としましても

チェックする議会、提言する議会としての大きな機能の重要性を認識しつつ、以下、順を追っ

て質問させていただきます。 
 初に、平成２２年度当初予算案の編成における基本方針について質問いたします。 
 景気低迷により市税等の減少が予想される中ではありますが、本市産業の活性化策、市民サー

ビスの質の向上も切望されます。来年度予算編成における基本方針および特徴は、どのような

ものなのか。 
 ２点目としまして、政権交代によって事業仕分け、補助金から交付金への振り替え等による

本市の各種継続事業への影響が懸念されている。国・県の予算をどのように分析したのか。ま

た、予算編成において大きな影響を受ける部分があるのか。 
 次に行財政改革の具体策について、質問いたします。 
 新年度から５カ年の第２次行政改革がスタートするが、行財政改革大綱の具体的な特徴と第

１次改革期間で達成できなかった事項における分析は、どのようになっているのか。 
 ２点目としまして、本市における財政４指標の動向、基金取り崩しの見込み額、人件費の推

移、合併特例債の活用計画について、それぞれ具体的に今後５年間の数値をどのように見込ん

でいるのか。 
 次に、観光への取り組みについて質問いたします。 
 本市は、国内でも 大規模の温泉郷と豊富な果樹地帯を有しており、さらに多数の歴史的な

文化資源や森林に育まれた自然環境といった地域資源にも恵まれ、これらを観光資源として存

分に生かしていくことは、本市の未来にとって大きな希望と可能性を展望できるものと考えら

れます。こうした状況の中で、本市観光行政の基本構想となる笛吹市観光振興ビジョンの策定

が進められて、パブリックコメントによる市民意見の募集も行われたと伺っております。 
 まず観光振興ビジョンについて、お尋ねします。 
 観光振興ビジョンの素案を見てみますと、これまでに笛政クラブとして代表質問の場でも提

言してきました、地域資源の掘り起こし、関連付けのある活用、地域資源を生かした笛吹市エ

リア全体の観光ルートの構築、観光産業と農業、商業、サービス業などの連携をとった趣旨も

盛り込まれており、一定の評価もしているところでありますが、本市の観光振興を推進してい

くためには、笛吹市民はもとより観光関連の事業者が連携し、観光のまち笛吹市を形成してい

くことが大変、重要であると思います。 
 観光振興ビジョンに基づいた、本市の観光振興の取り組みには、そのために具体的な方針や

施策が十分、盛り込まれているのか、考えているのか。また、市民によるおもてなしを創出し
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ていくための具体的な方策があるのか、お伺いいたします。 
 ２点目に、笛吹市誕生５周年を記念して甲斐の国千年の都笛吹市を発刊し、市制祭で甲斐の

国千年の都笛吹市の宣言がなされました。笛吹市は古墳時代の後半から約１千年の間、甲斐の

国の政治、文化の中心として発展をしてきました。こうした歴史背景の中、市には貴重な史跡・

遺跡など多くの文化財があります。冊子には笛吹市の古代、中世の様子、史跡・遺跡文化財、

寺院、神社など多岐にわたり網羅されております。 
 冊子やパンフレットは作った、配っただけではなく、多くの方々に笛吹市の史跡・遺跡、神

社仏閣を訪れていただく方策を講じていくことが必要であり、笛吹市観光振興ビジョン案、基

本視点のメインイメージ、温泉、果物、歴史、甲斐国千年の都と直結することとなると思いま

す。 
 こうしたことから、市の取り組みとして通年を通して月に１回、文化財めぐりの地区、旧町

村を決め、甲斐の国千年の都笛吹市散策を応募し、訪れた方々に対し、バス等を用意し、四季

折々に醸し出す自然の美しさに触れながら、地区の史跡や文化財めぐりをする。参加者への説

明は、地区のボランティアガイドさんや学識経験者の皆さま方のご協力をいただき、地区を周

遊する方策を構築していくことにより、市の活性化および観光振興が図られると思いますが、

市としてのお考えを伺います。 
 ３点目として、観光の取り組みの手法として発地型観光から着地型観光へとシフトしてきま

したが、観光地側の企画や体験メニューなども単純に着地型であればよいというわけではなく、

観光客のニーズを取り入れ、ニーズに応えたメニューづくりを実施したりといったことも必要

になってきます。余暇の過ごし方の多様化や経済情勢の影響も念頭に置きながら、年代や趣向

別にターゲットを絞った観光メニューを創出し、本市観光行政の目玉として、部局横断的にプ

ロジェクトを組んで、笛吹市の魅力１００倍増を目指して取り組む考えがあるのか伺います。 
 次に笛吹市の農業振興の取り組みについて、質問いたします。 
 本市産業は、生産量日本一の桃とブドウをはじめとした果樹農業を中心に野菜、ワイン醸造、

農産物の確保など、本県農業の基幹産業であることから、本市の重要な取り組みの柱に位置づ

けられておるものと理解しております。そこで、本市の農業振興の取り組みにおける指針であ

る笛吹市農業振興行動計画について、平成１９年度からの計画期間、３年間が経過しようとし

ておりますが、計画に掲げた事業の達成状況および評価の状況について、お伺いいたします。

また現行計画の改定作業を行い、総合計画に基づいた、さらなる本市農業の振興に取り組む必

要があると考えますが、市としてのお考えをお伺いいたします。 
 次に社会教育の推進について、質問いたします。 
 財団法人 ふえふき文化・スポーツ振興財団の活動について、合併してからも財団法人 い

さわ文化・スポーツ振興財団として、市民を対象にした文化や芸術などの事業の開催や各種の

体育行事を展開されてきましたが、山梨県教育委員会より許可を受け、合併５年を経過した今

年の１月３０日に、財団法人 ふえふき文化・スポーツ振興財団となる名称変更が市教育委員

会に提出されました。目的は地域住民の参加と活力の導入をもとに、地域の芸術文化・スポー

ツの向上、地域住民の福祉の向上および地域の活性化を図るための諸事業を行い、活力ある地

域づくりに寄与することであり、事業は芸術文化振興に関する事業、健康づくり、スポーツ振

興に関することなど、さまざまな事業を行うこととしております。 
 名実ともに財団法人 ふえふき文化スポーツ振興財団は、市全域を網羅した中で市民の文化、
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スポーツ活動に対応していくことが重要であり、多様化していく文化・スポーツのニーズに対

し、世代や世代を超えたさまざまな事業の展開が期待されます。芸術文化・スポーツに親しむ

ことは、それぞれが切磋琢磨しながら、多くの人々の触れ合いが生まれることであります。こ

うしたことが、市が推し進めている心身ともに健全で、地域で暮らしていける生涯教育に通じ

るものであろうと思います。 
 市として財団法人 ふえふき文化・スポーツ振興財団に対し、どのような関わりをもって文

化・スポーツの普及と振興を図るのか、お伺いいたします。 
 ２点目に、国民文化祭への対応についてであります。 
 平成２５年に山梨県で、文化・芸術活動を全国的な規模で発表・競演し、世代・地域を超え

た交流と新しい芸術文化の創造を促し、地域文化の振興を狙いとして、第２８回国民文化祭・

やまなし２０１３が開催されます。聞くところによりますと、山梨県で開催される国民文化祭

は、県の自然や文化に親しんでいくために、通年を通しての開催を目指しているとのことであ

りますが、開催地にとっては県内外の方々に文化の魅力だけでなく、四季折々の産業、観光、

イベントを発信できる、よい機会であります。 
 平成２０年の９月議会で、俳句を主体とした事業の開催と関係団体への支援について一般質

問いたしましたが、俳句の開催地にふさわしく、関係期間、団体への意見を聞きながら対応し

ていく。文化協会などに必要な支援を行っていくとの答弁をいただき、市として国民文化祭へ

向けて官民一体となって、俳句の会場地となるべく取り組んでいくとの姿勢が示されました。 
 昨年の１０月から１１月の２カ月にわたり、静岡県で第２４回の国民文化祭が開催され、島

田市で開催された俳句大会を関係者と視察してまいりました。文化の漂いを感じ、俳句にゆか

りのある笛吹市として、俳句の会場地を強く望むところであります。 
 第２８回国民文化祭・やまなし２０１３の開催まで残り３年となりましたが、山梨県では市

町村に対し、開催意向調査をされたようでありますが、実施事業は競合することもあると思わ

れますが、市として俳句の開催を希望したのか。また、事業開催地となるための体制づくりや

開催まで今後どのような取り組みをしていくのか、お伺いいたします。 
 後に地域の振興と活性化策について、質問をいたします。 
 長い間の懸案であった甲府市と富士河口湖や富士吉田を結ぶ県道富士河口湖・芦川線、通称

若彦路が若彦トンネルの開通によって 短距離で結ばれ、３月２７日に若彦トンネルの開通式

が行われ、県内外から多くの通行が見込まれます。芦川地区の農業環境は急傾斜地であり、か

つ耕地面積が狭く、農業の機械化が困難であり、後継者不足と高齢化の状況に置かれておりま

す。芦川地区は若彦トンネルの開通により、多くの入り込み客が見込まれることから、農産物

の直売・加工施設が８００万円ほどの経費をかけて建設をされ、３月２５日に竣工式が行われ

ます。 
 広報ふえふき３月号によりますと、３月２７日の若彦トンネルの開通式に合わせ、３月２７日、

２８日にプレオープンのイベントを開催。４月から本格的にオープンすると掲載されておりま

すが、農産物の直売・加工施設を核として、農産物・地域特産品の販売と販路拡大、生産所得

の向上、都市住民との交流などによって、地域の振興と活性化が図られなければなりません。

このためには、芦川地区を通行する車や人々が農産物の直売・加工施設に気軽に立ち寄れる場、

特色のある施設としていくのが肝要であります。そこで、次の３点について伺います。 
 施設の名称は。農産物の直売・加工施設とするのか。親しみやすく、立ち寄ってみたい愛称
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を持つ施設名とするのか。 
 施設運営について。市の関わり、事業主体と運営体制。 
 施設に立ち寄る人に野菜や地域特産品を販売するが、通年販売できる野菜や地域特産品の確

保は確立されているのか、お伺いいたします。 
 以上で、笛政クラブの代表質問を終了とさせていただきます。ご清聴、誠にありがとうござ

いました。 
〇議長（上野稔君） 

 当局の答弁を求めます。 
 市長、荻野正直君。 

〇市長（荻野正直君） 
 笛政クラブ、前島敏彦議員の代表質問にお答えをいたします。 
 平成２２年度の当初予算編成に当たっては、世界的金融危機以降の景気低迷により、市税等

の減少が大きく見込まれ、引き続き厳しい財政状況下である中で、国の動向も注視しながら予

算編成作業を行ったところであります。 
 前年度以上に各部局の裁量を強化した上で、事業の成果や施策の優先度を十分に精査し、主

体的な施策・事業の再構築を図りつつ、財源の重点的・効率的配分を行うなど、創意と工夫を

重ねた予算編成を行ったところであります。 
 また、政権交代による事業仕分けや補助金から交付金への振り替えなど、制度改正が論じら

れておりますが、国の動向が依然として不透明でありますので、平成２２年度当初予算編成に

つきましては、従来型の制度を踏襲した形で行っております。 
 今後、国の予算の動向に合わせまして、随時対応してまいりたいと考えております。 
 平成２２年度当初予算の特徴でありますが、前年度当初予算との比較では、伸び率にして４．

５％、総額にして１２億５千万円の増額となっており、積極的な予算編成を行ったところであ

ります。 
 歳出面では、特に合併特例債を活用する一宮学校給食共同調理場建設事業および防災行政無

線デジタル統合事業など、普通建設事業に重点を置いております。 
 続きまして、行財政改革の具体策についてでありますが、第２次行財政改革大綱は、庁内の

行政改革推進本部で協議し、市民１４人からなる行政改革推進委員会において、活発かつ精力

的な議論と審議を重ね、素案の策定に至りました。現在、パブリックコメント手続きに入って

おります。 
 第２次行財政改革大綱の特長といたしまして、計画期間を、私の任期であります４年間とし

たところと、策定の過程で、行財政の現状を徹底的に分析し、課題を抽出したこと。第１次改

革を検証し、その結果を反映したこと。特別会計にまで踏み込んだこと。公共施設のマネジメ

ントについて、言及していること。地方交付税の合併算定替えの特例措置が、段階的に縮小す

る、平成３１年度までの財政シミュレーションを行ったことなどが挙げられます。 
 また、第１次改革で成果を得られなかった収納率向上の改革につきましては、滞納処分や捜

索の強化を図るほか、新たに改革の範囲を使用料や保険料等まで広げること。滞納額の小額分

納を制限すること。滞納者の行政サービスを制限すること。滞納者の氏名の公表を検討するこ

と等を追加いたしました。こうした改革により、第２次行財政改革大綱の目標である、ヒト、

モノ、カネ、情報を効果的にマネジメントし、簡素で魅力的な市政を実現していきたいと考え
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ています。 
 なお、大綱の中でも述べていますが、地方交付税の合併算定替えの特例措置が終了する平成

３２年度以降には、さらに厳しい財政状況が予想されるため、歳入・歳出ともに一層大胆な改

革に取り組む必要があると考えております。 
 次に財政４指標の動向など、５年後の数値の見込みについてでありますが、現在策定中の第

２次行財政改革大綱の素案にある、行財政改革実施後の財政シミュレーションをもとにご説明

申し上げます。 
 まず、財政４指標のうち実質赤字比率および連結実質赤字比率につきましては、財政調整基

金等の蓄えがありますので、今後、赤字比率は発生しないと見込んでおります。実質公債費比

率および将来負担比率につきましては、臨時財政対策債および合併特例債が増加傾向にあるた

め、緩やかに上昇していき、平成２６年度には実質公債比率１５．６％、将来負担比率は１８０％

を見込んでおりますが、依然として健全な指数を保てると推計いたしております。 
 年度ごとの基金取り崩し見込額については、各年度の特定目的の繰り入れおよび財源不足を

補うための繰り入れと合わせた額を想定して、５年間で８億３千万円の基金取り崩しを見込ん

でおります。 
 人件費につきましては、行財政改革大綱素案、職員定数の適正化により、平成２２年度４６億

４千万円から平成２６年度４４億１千万円を見込み、５年間で２億３千万円の削減を見込んで

おります。合併特例債の活用計画でありますが、継続事業、新規事業、大型施設整備事業、ご

み処理組合施設整備等にかかる出資債を含めて、平成２２年度から５年間で総額２００億円を

見込んでおります。 
 次に、観光への取り組みについてでございます。 
 観光振興ビジョン案につきましては、本年３月の策定に向けて、現在準備を進めているとこ

ろであります。ビジョンは笛吹市の温泉、果物、歴史の再確認とシナリオづくりを基本的視点

とし、７つの方針から構成され、今後、暮らしたくなる旅の地・笛吹桃源郷を目指します。 
 地域資源の発掘と保全として、まず潜在的な資源の掘り起こしと、それをつなぎ合わせるこ

とによる笛吹市の風景づくりを目指し、市民自らの資源発掘を推進してまいります。 
 また、観光教育の推進につきまして、体験型・学習型の観光においては、それぞれを伝える

ガイドの存在は不可欠であります。ガイドによる案内があることで、より深い知識や感動を得

ることができると考えますので、市民の誰でもガイドができるよう、研修やフィールドワーク

などの人材育成を推進し、おもてなしの心の醸成につなげてまいります。 
 これ以外にも、百人百葉の笛吹体験づくり、歴史・地理を生かした広域観光ルート整備、あ

らゆる人に応える情報提供整備、リサーチ・プロモーションの推進、観光効果を 大化する異

業種連携、地産地消などの方針が盛り込まれております。 
 観光振興ビジョンは、笛吹市の観光行政の基本構想を示したものであり、今後の観光行政の

基本的な姿勢を市民全員で共有することにより、市民一丸となった観光推進を目的として策定

されているものであります。 
 したがいまして、具体的な観光振興計画やアクションプランについては、今後、市民の皆さ

まや、あらゆる関係者との協議により策定していくこととしております。 
 次にボランティアガイドの活用についてでございますが、スコレー大学講座、甲斐国千年の

都の受講生が中心となり、平成１８年度にボランティアガイド笛吹が結成され、現在２３名の
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会員が登録されております。月に一度の定例会開催、ガイド研修、また、ほぼ月に一度の現場

での史跡ガイドにご活躍をいただいております。 
 桃の花の時期には、甲斐国分寺跡地おいて、観光客へのガイド、２月２７日には文化財課主

催の文化財巡り、岡・銚子塚古墳周辺を歩こうにおいて、ボランティアガイド笛吹の案内によ

る６キロの散策が実施したところでもあります。 
 また、笛吹市を訪れる宿泊客の要望には、石和温泉旅館協同組合と協力し、きめ細かな対応

を行っております。市内に点在する豊富な文化財や文化資源を活用し、より深い知識、感動を

得るために、ガイドの存在は不可欠であります。今後も連携を密にし、ボランティアガイド笛

吹が、さらに活躍できるように取り組んでまいります。 
 次に笛吹市の魅力１００倍増につきましては、前述の観光振興ビジョンの方針の１つに百人

百葉の笛吹体験づくりがあります。観光客も団体から個人へと変化し、個人はそれぞれの趣味・

趣向にあったテーマを求めて、本市を訪れます。旅行の個人化・小グループ化が進む中で、求

めるものは多様化しております。笛吹市の豊富な地域資源を生かし、さまざまなターゲットに

それぞれの観光テーマを併せ、体験・体感していただくためのメニューを提案する必要がある

と思います。そのためには、部局横断的なプロジェクトの立ち上げも必要ではないかと考え、

それぞれの情報提供・情報共有に努め、協力体制を確立していきたいと思います。 
 次に、笛吹市の農業振興の取り組みについて、お答えをいたします。 
 笛吹市農業振興行動計画の策定の趣旨ですが、旧町村が独自に進めてきた農政の経緯を踏ま

え、新市としての農業政策の指針を示すために、平成１８年１２月に策定したものであります。

目指す将来像は豊かな自然と交流が育む、桃・ブドウ日本一の郷・笛吹として、豊かな自然を

生かし、都市住民との交流を進め、地域住民との共生を図りながら、桃・ブドウ日本一の生産

量を維持し、果樹の故郷としてのブランド形成の実現を図るものでございます。 
 続きまして、それぞれの施策の展開と達成状況について、お答えをいたします。 
 優良農地の確保と農地保全制度の確立につきましては、農業振興地域関連制度の適正な管理

を図るとともに、農地流動化奨励金制度の支援、笛吹市地域耕作放棄地対策協議会を設立して

の遊休農地対策、農地・水・環境対策事業に対応した集落保全事業の促進を図ってまいりまし

た。 
 援農支援制度および法人化支援制度の確立につきましては、昨年７月に笛吹市援農支援セン

ターを設立し、新規就農者の技術の向上と援農支援システムの構築を図りました。また、平成

２２年度からは、農業で自立を目指す農業後継者を支援するため、新たに笛吹市新規就農農業

後継者支援交付制度をスタートさせます。この制度は、市内に就農しようとする３０歳未満の

農業後継者に対しまして、新規就農の営農を支援することを目的に対象１世帯当たり、毎月３万

年を交付するものであり、新規学卒者、Ｕターン者、また他産業に従事していた市内居住者が

親族などの経営に参入し、就農する場合が対象となります。 
 農業従事者の高齢化、後継者不足が進む中、農業後継者の育成・定着化を進め、本市農業の

活性化を図ってまいりたいと考えております。 
 新規法人化の支援につきましては、５０万円の設立補助を行っておりますが、今年も３法人

が設立され、現在１４法人が設立されております。 
 統一基準の導入と販売促進による笛吹ブランドの確立につきましては、ＪＡ笛吹での統一出

荷箱での出荷体制が図られ、光センサーにつきましては、平成２０年に八代統合共選場へ導入
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され、平準化が図られてきました。販売促進につきましては、市長トップセールスとして国内

はもとより、台湾、香港での消費宣伝を行い、輸出の道筋ができてきたものと考えております。 
 観光・体験・食育を機軸とした交流事業推進策の確立につきましては、本年度末までに農・

観・商の連携を図る中で、笛吹市地産地消推進計画が策定されますので、今後この推進計画に

より地産地消を図ってまいります。また、芦川地域において、都市農村交流事業を推進してお

ります。 
 営農支援機能の集約と地域連携による推進体制の整備につきましては、市、農業委員会、Ｊ

Ａ、観光協会などと連携を図りながら共通認識を持ち、農業の振興を図ってまいりました。 
 以上、施策の展開と達成状況についてお答えいたしましたが、依然として農業を取り巻く環

境は厳しいものがあります。今まで以上に施策の展開を図り、農業振興を図ってまいりたいと

考えております。 
 なお、農業振興行動計画は、おおむね３年を目安に策定したものであります。今後、農業環

境の状況の変化に合わせ、見直しを検討していきたいと考えております。 
 次に、地域振興と活性化策についてのご質問でございます。 
 芦川地区におきましては、３月の若彦トンネルの開通に合わせ、農産物等の直売・加工・交

流施設の建設を進めてまいりましたが、地域の期待の中、３月に竣工する運びとなりました。 
 直売・加工施設の名称につきましては農産物直売所といたしますが、現在、地域においてこ

の施設の愛称を検討中であります。自然に満ちた芦川らしく、親しみやすい愛称をつけ、地域

からはもちろんのこと、県内外から訪れるお客さまに長く愛される農産物直売所にしたいもの

と考えております。 
 施設運営の事業主体と体制でございますが、１２月定例議会においてご承認いただいた指定

管理者として、地元の方々で構成する芦川農産物直売所運営委員会が施設の運営にあたり、農

産物等の出荷体制も確立をいたしております。 
 また、通年販売ができる農産物および特産品の確保につきましては、こんにゃくやホウレン

草、ワサビなど、今までの特産品とともに高冷地を利用した夏採りイチゴ、ブルーベリー等の

新規農産物も導入し、市内の直売所との連携を図る中、通年販売できる味噌や漬物、まんじゅ

うなど、芦川の農産物を取り入れた加工品開発をさらに進め、地域の特産品の品揃えの充実を

図っていきたいと考えております。 
 今後はこの直売所を核として、兜づくりの古民家群、石積み、スズラン、農山村の原風景等

の恵まれた自然環境を生かした多彩な体験交流プログラムを展開し、都市住民との交流や他地

域との文化的・経済的な交流を推進しながら、地域振興を図ってまいりたいと考えております。 
 なお、社会教育の振興につきましては、山田教育長よりお答えをさせていただきます。 

〇議長（上野稔君） 
 続いて、教育長より答弁を求めます。 
 教育長、山田武人君。 

〇教育長（山田武人君） 
 前島敏彦議員の代表質問にお答えをいたします。 
 社会教育振興についてのご質問でございますけれども、 初にふえふき文化・スポーツ振興

財団と市との関わりつきまして、お答えいたします。 
 関係各位のご理解・ご協力をいただく中、去る１月２６日付けで、懸案でありました財団法
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人 ふえふき文化・スポーツ振興財団への名称の変更・登記が完了いたしました。これにより、

名実ともに本市の芸術・文化・スポーツの振興に寄与する、新たな第一歩を踏み出したところ

であります。 
 全市民を対象とした芸術性の高い事業や市民と協働した特色ある事業の実施および体育協

会等、体育諸団体と協力した中での各種大会開催など、財団のあり方につきましては、これま

でも多くの市民の皆さまのご支援をいただいてきたところであります。また、ご案内のように

指定管理者として、社会教育・社会体育施設の適正な管理運営につきましても、高い評価を受

けております。 
 芸術・文化・スポーツを通じ、心の豊かさを求める意識が市民の中から年々高まりつつある

現在、豊かな社会の実現には、これらの振興が欠くことができない要素となっており、そのよ

うな意味からも、さらなる財団のあり方への期待も大きなものであると認識しております。 
 これまで財団が培ってきました経験やノウハウを十分活かしながら、市の社会教育施策と関

連を密にし、よきパートナーとして、ともに事業の実施を図っていくことが重要であり、相乗

効果を発揮するものであると考えております。 
 財団にはこれから経営基盤の確立を手始めに、乗り越えていかなければならない多くの課題

もあることも、また事実であります。市では財団の自助努力に加え、さらなる自立・飛躍に応

えるべく、２２年度には派遣職員の増員を行う予定でございます。 
 今後、ますます市民の皆さまのご期待に添える組織づくりを目指し、市としても支援・協力

をしてまいる所存でありますので、ぜひご理解・ご協力のほどをお願いいたします。 
 次に、国民文化祭への対応についてでございます。 
 ご承知のとおり国民文化祭は、文化活動を全国規模で発表する機会を提供するとともに、国

民の文化活動への参加意欲を喚起し、また各地の文化の発信を行う 大級の文化イベントでご

ざいます。 
 さて、本県で開催予定の平成２５年、第２８回国民文化祭につきましては、平成１９年度に

国から内定され、平成２０年、２１年度に基本構想が検討されました。この過程で、市町村実

施事業開催意向調査が行われ、第１回が８月に実施され、文化協会などに意見を伺いながら、

笛吹市の主催事業は文芸部門の俳句を開催したい旨を回答しました。 
 第１回の意向調査では、俳句については笛吹市を含め３市町が手を挙げ、これを受け２回目

の調査が１２月に実施され、再度、俳句を実施したいと回答したところでございます。また

１１月には第２４回しずおか２００９で、島田市において実施された文芸祭・俳句大会を関係

者で視察いたしました。この２月９日には、第２８回国民文化祭・やまなし２０１３の基本構

想が県知事に報告されました。今後、文化庁に提出され、６月末ごろ基本構想が決まる予定と

なっています。 
 構想案によりますと、「文化の風とあそぶ～みつめる・こえる・つなげる」というテーマの

もと、実施期間を平成２５年１月１日から１１月３０日の１１カ月間とすることとなっており

ます。四季を通じて、山梨の自然や伝統・文化行事を楽しんでもらい、山梨をもう一度見つめ

直す機会とするため、通年型という国民文化祭で初めての試みが提案されております。 
 今後は昨年１２月、県に提出された市町村の開催希望意向調査の結果を受け、市町村や関係

する文化・芸術団体との調整を経て、市町村長が参加する県実行委員会により、実施計画大綱

が策定され、開催市町村、会場、開催日などが決定される予定となっております。 
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 なお、市では県の対応に呼応しながら、２３年度には笛吹市実行委員会を立ち上げ、独自事

業も含めて、市民や関係団体等の皆さま方および庁内関係部局との調整、加えて開催要項や募

集要項等を具体的に検討していく予定です。 
 国民文化祭は、文化の発信を行う日本 大級のイベントですが、同時に笛吹市を全国に発信

する大きな機会でもあります。このような機会を活用するため、市民の皆さまと一緒になり、

本市の特色を生かしたイベント開催に向け、鋭意努力させていただく所存であります。ぜひ、

ご理解・ご協力のほど、よろしくお願いいたします。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（上野稔君） 
 再質問を許します。 
 前島敏彦君。 

〇２３番議員（前島敏彦君） 
 あとが詰まっておりますので、簡単に行いたいと思いますけども、観光への取り組みについ

ての質問をさせていただきます。 
 観光振興ビジョンは策定中のことでありますが、その中におきまして、フィルムコミッショ

ンについての記述はあるのか。また、あるとすれば、位置づけ等はどのようになっているのか、

お伺いしたいと思います。 
 またボランティアガイドの件が、先ほど市長のほうから答弁の中でございましたけども、こ

のボランティアガイドさんも２３名という、本当に敬意を表するとともに、そういった方々に

もぜひ、先ほども演壇のほうでも質問させていただきました。このボランティアガイドさんに

協力を願いながら、月に一度ぐらい、そういったよその町村でも、なんか調査をしたら、やは

り足の確保というのが、一番の観光客の皆さんもネックのようでございます。ぜひ、そんな方

向も考えていただけたらと思います。 
 それと農業振興についてでありますけども、先ほど答弁の中にございました。ＪＡさんも今

後は合併という問題があろうかと思います。そういう中で、今後やっぱり、どのような方向に

なっていくのか。分かりましたら、ご答弁をお願いしたいと思います。 
 また農産物の直売所、芦川の農産物の加工施設でございますけども、先ほども公募しながら、

館の名称等も募集を行う予定のようでございますけど、芦川にはスズランということで、簡単

に、また印象があるような名称を、ぜひつくっていっていただけたらと思いますけども、その

へんもご答弁をお願いしたいと思います。 
 また、国民文化祭の質問でございますけども、県からの意向調査には俳句を希望したとの答

弁でありますが、国民文化祭も県によりますと、１１カ月間という長期の開催ということでご

ざいまして、早い時点に実行委員会を立ち上げていただいて、ぜひ長い期間、２５年の１月か

らということでございますので、早い時点で委員会を立ち上げていただいて、ぜひ積極的にし

ていただきたいと思いますけども、そのへんのお考えをちょっとお伺いしたいと思います。 
〇議長（上野稔君） 

 当局の答弁を求めます。 
 初の質問を、保坂産業観光部長。 

〇産業観光部長（保坂利定君） 
 笛政クラブの前島議員の再質問にお答えいたします。 
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 まず、観光振興ビジョンの中でのフィルムコミッションの位置づけということでありますけ

ども、具体的には平成２０年には２９件の問い合わせがありまして、５件、市内での撮影があ

りました。平成２１年度は５件、問い合わせがありまして、３件の撮影がありました。２０年

度には渡哲也さんの「告知せず」という、それから２１年度につきましては、高島礼子さんの、

題名は忘れたんですけれども、これはスコレーセンターで、そのような関係の撮影を行いまし

た。 
 状況的にはこんな状況ですけれども、観光振興ビジョンの中では、温泉と歴史と果実を中心

とした７つの方針が示されておりますけれども、その方針の４番目に、あらゆる人に応える情

報提供整備ということで、市民生活の中での小さな情報を集め、発信する仕組みづくりを進め

るということで、現在、作業を進めているところであります。 
 それからボランティアガイドの月一度の研修等でありますけれども、先ほど市長の答弁にあ

りましたとおり、月に一度の定例会の開催、あるいは研修、月一度の現場での史跡ガイドの活

躍をいただいているところで、特に花まつりの期間中には、ガイドさん方にだいぶご活躍をい

ただかなければならないと思っておりますので、この月一度の研修会を通しながら、２３名、

あるいはもっと増えるよう、あるいは内容の充実の研修を観光物産推進連盟とともに進めてい

きたいと考えております。 
 それから農業振興の関係で、ＪＡの合併問題ですけども、ＪＡの合併問題では市としては直

接、関与はしておりません。しかし、農業振興でＪＡとの連携は、非常に密にしなければいけ

ないということで、年に１回、各種団体、建設経済常任委員会を含めまして、旅館組合等も含

めまして、官公・農・商工の連携と活性化を図っていくということでありますので、事務的に

も併せて、頻繁に農業振興についてＪＡとの連携を、打ち合わせを密にしているところであり

ます。 
 それから芦川の農産物の直売所の名称でありますけども、１２月の建設経済常任委員会の中

でも議論がありました。できるだけ早くというご指摘もいただいておりますので、市の花と鳥

と木ですか、この設定も子どもたちに決めていただいたという、子ども議会ということがあり

ますので、広く意見を聞きながら、芦川のスズラン等々、お祭り等もありますので、このへん

も含めまして、できるだけ早い機会に、選考をどうするかということも含めて考えていきたい

と、このように思っております。 
 以上です。 

〇議長（上野稔君） 
 ２問目の答弁を、早川教育次長。 

〇教育次長（早川哲夫君） 
 前島議員の再質問にお答えをいたします。 
 おっしゃるとおり、２５年１月から１１月までという長期間でございますけども、メインは

おそらく１１月の秋が時期だろうというふうなことでございます。例年見てみますと、全２年

の予定で、どこも、その準備期間で十分間に合うというような状況もあるわけですから、その

他、独自の事業を含める中で、なるべく早く、できるだけ早く、部署の設置ということも、ま

た状況により考えていきたいと思っております。 
 以上でございます。 
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〇議長（上野稔君） 
 再々質問はありますか。 
 （ な し ） 
 以上で、笛政クラブの代表質問を終わります。 
 次に、正鵠会の代表質問を行います。 
 中村正彦君。 

〇５番議員（中村正彦君） 
 議長の許可をいただきましたので、正鵠会を代表いたしまして、質問をさせていただきます。 
 ３月に入り暖かくなり、まわりの草木の芽も動き出し、もう少し経つと桃の花も咲き乱れ、

この笛吹にも春が訪れ、活気あふれる時期を迎えようとしております。 
 国政でも昨年の８月に政権が交代し、国民も新しい政権を選択し、期待と希望を抱きました。

そうはいっても１２月の事業仕分け等、国民、地方行政にはまだまだ先の見えない、不透明な

部分もあります。 
 そんな中、本市におきましても、新年度の予算も積極性の予算編成を組み、市民・行政が協

力し合い、一丸となってオンリーワン都市を目指し、この景気低迷を乗り越えていかなければ

ならないと思っております。そんなことを思いながら、質問に入らせていただきます。 
 はじめに２２年度予算編成について、お尋ねいたします。 
 ２０１０年度、本市の予算額は一般会計で２８８億円、前年比４．５４％増し。特別会計、

その他の予算については、若干のマイナスであると認識しております。 
 来年度より固定資産税、都市計画税の減、経過の悪化による企業の業績の落ち込みによる法

人税、市民税の減収、社会保障費の自然増など、マイナス要因が多々ある中、２０１０年度予

算についてお聞きいたします。 
 国では、行政刷新会議のもと事業仕分けを行い、自民党政権下においてはできなかったであ

ろう分野に少なからずメスを入れ、事業の無駄について検証する場としての成果は十分あった

ものと思われます。本市におかれましても、財政の厳しい折、それぞれの分野に対し十分精査

し、２０１０年度の予算編成にあたり、ご苦労いただいたものと推測いたします。 
 そこで２０１０年度予算につきまして、財源の内訳、また教育、福祉、環境、土木等の各分

野においての重点施策について、ご質問いたします。 
 次に、大型プロジェクト構想の進捗状況についてです。 
 先般、多目的施設建設検討委員会が開催され、活発な議論がなされたものとお聞きしており

ます。検討委員会で行われました会議の具体的な内容について、お尋ねいたします。 
 また、今回の大型プロジェクト構想の中で、私として特に関心がありますバイオマス構想に

つきまして、併せてご質問させていただきます。 
 市の主要事業でもあります環境にやさしく、安心してすこやかに暮らせるまちづくりを目指

し、市当局におかれましても、日々まい進努力されているものと推測いたします。しかし、市

民の皆さまにはまだまだ認知度が少なく、ご理解いただいておる皆さまにおかれましても、バ

イオマスセンターにおいて、木質系バイオマスのチップ化、生ごみの堆肥減量化、廃食油のＢ

ＤＦ化等を行う環境にやさしい施設であるということは、ご理解いただけているようですが、

将来のバイオマスタウンの姿といいますか、ビジョンとして描ききれていないようであります。

数年後には、笛吹市は環境循環型都市として、どのような都市になっているというような、市

 ３９ 



民の皆さまにより分かりやすい、具体的なビジョンをお聞かせ願います。 
 関連して大型施設、公共施設などにおいての太陽光の活用、市独自の太陽光発電等に対する

各家庭、企業等への補助金の検討など、併せてご質問させていただきます。 
 後に私見ではありますが、バイオマス施設を数カ所施設し、環境にやさしい大変よい施設

であるものと実感しております。農と食と微生物を生かした地域ぐるみで取り組むバイオマス

の郷づくりを目指し、早々の実現に向け期待するところであります。 
 以上、大型プロジェクト構想およびバイオマスタウンの将来像につきまして、お尋ねいたし

ます。 
 次に、観光客増への取り組みについてであります。 
 昨今の景気低迷のあおりを受け、石和温泉をはじめ観光施設におきましても観光客が減少し

ており、観光業者にとりましては、その経営に相当、打撃を受けておるものと思われます。こ

のような現状を打破するため、観光客を待っているだけではなく、荻野市長をはじめ公的機関、

観光協会が一丸となり、より一層、メディア、観光業者に売り込みを行い、笛吹ブランドをア

ピールしていかなければならない時代に入ってきているものではないでしょうか。 
 少し前の資料になりますが、これは日経リサーチの２００８、地域ブランド名、産品ブラン

ド力、ブランドイメージランキングという資料になります。調査方法につきましてもさまざま

な視点からの判断があり、見解も違うものと思われますが、この資料によれば、果物部門を抜

粋しますと、１位に山形のサクランボ。２位に紀州の梅。３位が夕張メロンと有名どころが上

位を占めております。笛吹市に関係深い果物と見ていきますと、私も意外でありましたが、８位

に岡山、白桃。１１位に甲州ブドウ。１７位に岡山、ピオーネ。１９位に福島の桃と続き、山

梨の桃、ブドウについては５０位内に甲州ブドウがランキングしておるのみとなっております。

この残念な結果の資料を見るたびに、桃・ブドウ日本一の収穫量を誇りながら、ブランド力と

しての評価は低いと思わざるを得ません。 
 本市としましても、ＪＲとのタイアップ、西武球場での売り込み、海外では景気のよい中国

の集客力を見込み、観光ＰＲも積極的に行っておりますが、国内の観光客を一層、取り込むた

め、テレビ、新聞、ラジオ等のマスメディア等を通じたＰＲ、観光業者への売り込み等を行い、

笛吹の桃、笛吹のブドウという笛吹ブランドの確立を目指し、ますますＰＲを行う必要がある

ものと実感いたしました。さらには笛吹ブランドのイメージアップに従い、石和温泉郷のイ

メージも上昇し、相乗効果も期待されるものではないでしょうか。 
 そこで、本市の観光増への取り組みにつきまして、お聞かせをお願いします。 
 続いて、少子高齢化に対する取り組みについて、お伺いいたします。 
 本市の人口は合併以来、減少が続き、２月時点で７万２，２００人。うち６５歳以上は１万

６千人と、６５歳以上の人口の占める割合は２２％余りとなっております。総務省の試算した

データによりますと、３０年後には人口が８千人減少し、６５歳以上の人口割合も３０数％に

なるとの予測もあります。 
 このテーマにつきましては、過去にも会派代表質問にも取り上げられたものと存じておりま

すが、早急に対応しなければならない問題の１つでもあり、今回、再度、取り上げさせていた

だきました。 
 本市におきましても、高齢人口の増加による社会保障費の増大等により、財政再建団体に陥

る可能性も他人事ではなく、１０年スパンぐらいの長期的な取り組みにより、少子高齢化につ
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いて対応を望むところでもあります。 
 東京の２３区では中学生までの医療費無料化、公共施設の充実等、若年層および子育て世代

を定住させる取り組みをわれ先にと条例化し、争奪合戦さながらの事態になっているという番

組を見ました。当然、財政的にも負担が大きく、地方においては難しいこともしれません。 
 しかし一方では、このような取り組みもあります。大分県の豊後高田市では、教員を退職さ

れた方々が無償で小中学生に勉強を教え、学力の向上にもつながっているというものでもあり

ます。平均年収も伸び悩む、この時代において、このような取り組みにより家計の負担も減少

し、他地域からの転居も増えているとの内容でした。 
 県内におきましても、小学生の医療費無料化、第３子にはお祝い金を出すなど、独自の施策

を行っている市町村もあるようですが、なかなか少子高齢化には歯止めがきかない現状であり

ます。昨年の出生率も１．３７人ということであります。民主党の子育て手当、高校授業料無

料化等の施策も先行き不透明であり、今後、急激に出生率が上昇する見込みもない現状であり

ます。 
 本市におきましても、少子高齢化を別の視点から捉え、子育て世代をターゲットにした市営

住宅の建設、豊後高田市のような、まさに費用対効果の代表ともいえる事例など、県内の市町

村にはない思い切った施策を展開し、若者世代の定着により少子高齢化に歯止めをかけるべく

期待するものであります。 
 以上、少子高齢化対策について、お尋ねをいたします。 
 続いて、企業誘致への取り組みについてであります。 
 景気低迷のあおりを受け、法人税、個人住民税の減収が見込まれる中、優良企業誘致に向け、

笛吹市独自の施策、また今後の誘致の取り組みについて、お聞きいたします。 
 先の質問でも取り上げさせていただきましたが、今後、少子高齢化が進み、社会保障費の自

然増も見込まれる中、交付税に頼る行政ではなく、交付税不交付税団体を目標に、数年先を見

据えた企業誘致をすべきではないかと考えるところであります。 
 全国的に見ましても、固定資産税の減額、補助金による優遇措置など、企業が入り込みやす

い環境を整えている市町村も多く見られます。補助金等による一時的な歳出はありますが、雇

用の確保、子育て世代の定着等が期待され、税収増も見込まれます。ただ、口で言うのは簡単

ですが、この時代に企業の新規誘致はなかなか難しい話でもありますが、しかし、少なからず、

よい条件を求めている企業もあるものと思われます。 
 本市におきましても、新規企業立地に対する補助金もあるわけですから、今後リニアの開通

に伴い、都市部との距離が近くなる中、ここ数年は本市にとっては逆にチャンスと前向きに考

え、ほかの市町村にはない、何より思い切った誘致施策を早急に打ち出し、ほかの市町村に先

駆け、企業誘致に向けたＰＲを展開すべきと考えるところであります。 
 以上、本市の企業誘致の取り組みについて、お伺いをいたします。 
 後に支所機能の縮小に伴う住民サービスへの影響について、お尋ねいたします。 
 笛吹市として合併し、５年が経過したところでありますが、以来、職員の人数も減少する中、

これに比例し、支所においても課の統合、人員の統合により、対応すべき人員が減少している

ところであります。 
 今後、本庁との統合により、さらに削減が予想され、住民サービスの低下につながることに

ならないか、懸念されるところでもあります。 
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 例を挙げますと、各行政区との細かな連携、災害時における初動体制の遅れ等も懸念される

ところであります。また、今、確定申告の時期でもありますが、私も申告を終えたところであ

りますが、御坂町では以前は各公民館に出向いて、申告の相談も受けておりました。集約され、

今では支所のみとなっております。 
 住民アンケートを見ましても、サービスがよくなったという意見は少なく、今後もさらに住

民のサービス向上に向け、ご尽力をお願いするところであります。 
 そこで今後の方針としまして、支所の機能については、どのへんまでの対応をお考えか。ま

た縮小に従い、住民サービスの低下につながらないか、お聞かせをお願いいたします。 
 以上で、正鵠会の代表質問を終わらせていただきます。 

〇議長（上野稔君） 
 当局の答弁を求めます。 
 市長、荻野正直君。 

〇市長（荻野正直君） 
 正鵠会、中村正彦議員の代表質問にお答えいたします。 
 はじめに平成２２年度予算編成についてでありますが、平成２２年度の本市の財政について

見通しますと、世界的な金融危機以降、懸命な景気回復対策が実施される中で、一部に持ち直

しの動きが見られるものの、雇用情勢は相変わらず厳しく、本年度の企業収益は全産業におい

て減収見込みとなるなど、依然として厳しい経済情勢が続いており、市税収入も減少が予測さ

れる状況であります。また、与党民主党は、地方の財源確保の方針を打ち出しておりますが、

市税等歳入減に対して、歳出にあっては扶助費等の増加なども想定しているところであります。 
 このことから、平成２２年度当初予算につきましては、本年度に引き続き、すべての事務事

業について、コストと成果の検証による自己評価の実施および自主的な見直しを行い、事業の

成果や施策の優先度を精査する中で、 小の経費で 大の効果をあげるという財政経営の基本

原則を守りながら、財源の重点的かつ効率的な配分を行うなど、創意と工夫を重ねた予算編成

を行いました。平成２１年度当初予算との比較では、伸び率にして４．５％、１２億５千万円

の増額とし、積極的予算となっております。 
 各分野における重点施策といたしましては、まず保健福祉関係では、少子高齢化対策や介護

予防、障がい者施策など幅広い事業を展開してまいります。特に子育て支援、市内保育環境充

実のための市立保育所の施設整備や私立保育園の建設補助などを行ってまいります。 
 教育分野では、一宮学校給食共同調理場の建設や一宮中学校の耐震化改修事業をはじめ、笛

吹市学校教育ビジョンの具現化に向けた施策や子どもたちが安全安心に、よりよい環境で学べ

るよう、各小中学校の施設整備を重点的に行ってまいります。 
 環境分野では、循環型社会の実現に向け、平成１８年度から取り組んでおります生活系可燃

ごみ５３％減量を目標とした 終年度となりますが、さらなる減量を行うため、ごみ減量アク

ションプランの策定を基本とし、さまざまな取り組みを行ってまいります。また、生ごみ等の

堆肥化に向けた、バイオマスセンターの事業化に向けた取り組みも行ってまいります。 
 産業分野では、新規就農者支援事業や農業基盤整備事業、また国内外への販路拡大に結びつ

けるトップセールス事業、観光振興ビジョンの具現化に向けた取り組みなどであります。 
 土木分野では、石和温泉駅および周辺整備事業、砂原橋改修事業、境川大坪地内浸水対策、

八代ふるさと公園整備事業等、大型事業への取り組みなどであります。 
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 次に減収が予想される中、財源は大丈夫かとのことでございますが、平成２２年度歳入総額

は２８８億円としております。歳入の根幹をなす市税収入のうち、市民税につきましては、世

界金融危機に端を発する景気の落ち込みにより、法人市民税は、今年度をさらに下回り１億円

の減を、１人当たりの個人市民税も５千万円の減を見込んでおります。また、都市計画税につ

きましては、今まで石和地区だけを対象に課税させていただいておりましたが、今回、条例改

正のお願いをすることで、平成２２年、２３年度は課税しないこととし、現年度分、２億５千

万円の歳入減となります。 
 以上のことから住民税、法人税、都市計画税、合わせて前年比約４億１千万円の減収となり

ます。しかしながら、国においては、地方経済を支えるための財源確保として、地方交付税を

増額する措置が講じられるため、本市では地方交付税を前年度よりも５億８千万円の増額を見

込んでおります。また、積極的に行う普通建設事業も、多くは国や県の補助事業を活用すると

ともに、有利な合併特例債を利用するため、一般財源の支出を極力抑えており、健全財政確保

に努めた当初予算構成を行っております。 
 続きまして、大型プロジェクト構想の進捗状況についてのご質問にお答えいたします。 
 まず、バイオマス構想およびエコロジー都市への取り組みでございますが、平成１９年

１１月に笛吹市バイオマスタウン構想を策定し、目指す将来像を農と食と微生物を活用した地

域ぐるみで取り組むバイオマスの郷づくりとして、有用微生物の活用による土づくりを中心と

した循環型・環境保全型農業の推進を図ってまいります。 
 具体的には、チッパー共同購入補助事業などによる果樹剪定枝のチップ化、また実証実験と

して市内３カ所のモデル地区の生ごみや学校給食の残渣などを微生物を使い堆肥化し、市民に

無償提供することで、バイオマスの出し手、受け手の双方に新たな参加者を取り込んでおりま

す。 
 現在、これらの取り組みを踏まえ、生ごみの堆肥化などを集中的に行うバイオマスセンター

の建設に向けて、笛吹市バイオマスタウン事業化計画検討委員会を立ち上げ、笛吹市バイオマ

スタウン事業化計画の策定を、３月末を目途に進めているところでございます。 
 また、エコロジー都市は、環境破壊や公害問題が表面化するにつれて、それを解決する生態

学が注目を受けるようになり、これら問題に対して必要と考えられる対策や方法論の変更、見

直し等を行う運動を総称して、エコロジーという言葉で使われるようになりました。その後、

自然環境に配慮し資源を大切にし、地球環境にやさしいまちづくりを進めるエコロジー都市と

いう考え方が派生してまいりました。 
 本市でも、都市計画マスタープランの中で、環境に配慮したまちづくりの方針を定め、これ

までの大量生産・大量消費・大量廃棄に支えられた経済システムやライフスタイルを見直し、

限りある資源を大切にする循環型社会の構築を目指し、環境に配慮したまち・郷づくりを進め

ることとしています。 
 今後、バイオマスタウン構想やごみ減量推進事業など、環境対策施策における各事業の連携

を図りながら、市民との協働による森林資源や水環境の保全、環境保全型農業の促進、ごみ減

量とリサイクルの推進、温室効果ガスの削減が期待できる太陽光発電、バイオディーゼル燃料

などのクリーンエネルギーの活用など、快適で潤いのある生活環境の維持・向上を目指して、

努力してまいります。 
 また大型施設整備構想の進捗状況についてでありますが、まず石和温泉駅および周辺整備事
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業につきましては、北口広場と国道１４０号からのアクセス道路の規模や道路構造および、石

和第五保育所の移転候補地についての地区住民説明会を、平成２２年１月２５日および２６日

に松本地区で、２８日に山岸地区において行ったところであり、来年度以降、詳細設計を実施

し、具体的に用地取得や補償内容について、地権者に対し直接交渉の推進を図っていきたい旨

をお願い申し上げたところであります。 
 また、平成２２年度新規事業として、国のまちづくり交付金事業を活用し、石和第五保育所

の移転補償および北口駅前広場および国道１４０号からのアクセス道路の詳細設計、さらには

ＪＲ東日本旅客鉄道株式会社へ、駅舎改築等のための基本設計を委託する予定であります。 
 次に、砂原橋架け替えおよび道路整備事業につきましては、現在、橋梁および道路の予備設

計を実施しているところであり、国土交通省との砂原橋架け替えに伴う河川協議を進めている

ところであります。また平成２２年度新規事業として、国の道整備交付金事業を活用し、砂原

橋の架け替えに伴う、詳細設計および道路の詳細設計を実施する予定であります。 
 なお、現在実施中であります道路予備設計が済み次第、石和および八代地区の地域住民説明

会を開催する予定であります。 
 次に、八代ふるさと公園整備事業につきましては、現在、詳細設計を実施しているところで

あり、平成２２年度新規事業として、国の地域活力基盤整備創造交付金事業を活用し、拡張予

定である１．３ヘクタールの用地測量等を実施し、土地の利活用を含めた地域住民説明会を行

い、事業に対する理解を求める中で、一部用地買収に着手する予定であります。 
 次にバイオマスセンターの建設につきましては、現在、笛吹市バイオマスタウン事業化計画

の策定を、３月末を目途に進めております。この計画の中では、バイオマス利用可能量や変換

技術、施設規模等の検討を行い、２２年度に用地の選定作業を進める予定であります。 
 次に、サッカー場建設事業につきましては、実現に向けての課題があり、現時点では進捗し

ていないのが状況であります。 
 なお、候補地として想定していた境川町大坪地内の冠水対策事業につきましては、現在、概

略設計を実施しているところであり、国、県および甲府市との計画協議を進め、詳細設計を実

施する予定であります。 
 また、平成２２年度新規事業として、国の地域活力基盤整備創造交付金事業を活用し、調整

池および大坪尻川河川改修等に必要な土地、１．６ヘクタールの用地測量等を実施し、地域住

民説明会において事業に対する理解を求める中で、一部用地買収に着手する予定であります。 
 次に、多目的施設建設検討委員会の内容についてでございます。 
 現在までに２回の検討委員会が開催されました。１月２５日の第１回検討委員会では、委員

４４名に多目的施設建設についての検討をお願いし、市内および県内の文化、体育施設の状況、

多目的施設に関する市民アンケート結果および市民ミーティングの状況等、資料をお示しし、

ご質問や追加資料のご請求をいただきました。 
 ２月１７日には第２回検討委員会が開催され、第１回委員会での仮に建設された場合の考え

られるイベントや県内施設のランニングコストや稼働率などが求められ、追加資料の説明なら

びに長期財政推計をお示ししての協議が行われました。 
 今後も検討委員会で求められる資料をお示しし、活発なご議論をお願いしたいと考えており

ます。 
 なお、広く市民の皆さまに検討経緯を知っていただくため、検討委員会の会議録および会議
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資料につきましては、市のホームページ等で随時、公開しております。 
 続きまして、観光客増への取り組みについてのご質問にお答えいたします。 
 昨年４月に一般社団法人 笛吹市観光物産連盟を設立する中、観光振興の中心的役割を担っ

ております。連盟は各地観光団体と連携し、よりきめ細かな情報の収集および着地型観光を目

指し、事業を展開しております。その中でも地域資源を利用し、観光の情報発信が重要である

と考え、昨年秋には大手旅行エージェントへのパンフレット掲載や中京地域へ新聞情報掲載な

どを行い、県と連携し、山梨県と笛吹市を一般のお客さまへ直接宣伝ＰＲ活動を行いました。

旅行業界に対しては年２回のトップセールスを行い、観光情報の提供を行っているところであ

ります。トップセールスの成果としては、観光業界の提案を受け、今年の春には熱気球の搭乗

体験を行うこととなり、本市の資源を生かした着地型旅行の新たな観光のスタイルが生まれつ

つあります。 
 昨今の経済状況などを見ても、旅行業界では低迷が続いております。そんな中、インバウン

ドでの中国客の伸び率が注目されており、本市では２年前より、大原旅遊学院の学生を受け入

れ、いち早く中国インバウンドに対応してきております。市内においては地方から誕生する、

ようこそジャパンの観光ふるさと大使も生まれ、今後の誘客も期待されるところであります。 
 現在、行っております新聞、雑誌、ホームページのより有効な活用やトップセールス、観光

説明会でのＰＲ活動などを徹底し、地域ブランドのバリューアップを図るとともに、観光客の

増加に向けて取り組んでまいります。 
 次に、少子高齢化に対する取り組みについてのご質問であります。 
 まず少子化対策、子育て支援につきましては、国をはじめ本市にとりましても、重要な課題

と受け止めて、さまざまな施策に取り組んでいるところであります。国においては、次世代を

担う子どもの育ちを支援するため、４月から子ども手当を創設し、中学校修了までの子どもを

対象に平成２２年度は月額１万３千円が支給されることになります。また、高校生のいる家庭

の経済的負担を軽減するため、高校授業料の無償化も実施されるところであります。 
 本市におきましても子育てを地域で支援するため、子育て支援センターやつどいの広場の開

設、保護者の子育てと仕事の両立を支援するためのファミリーサポートセンター事業、保育所

の延長保育、児童館や学校での学童保育を行っております。 
 乳幼児医療費助成につきましては、２０年度から県下一斉に窓口無料化となり、２１年度か

らは市単独事業として通院の助成対象年齢を、入院と同じ小学校就学前まで拡大してきたとこ

ろであります。助成対象年齢のさらなる拡充につきましては、今後の医療費の推移や財政状況

を勘案しながら、２３年度を目途に検討してまいりたいと考えております。 
 次に高齢化対策につきましては、昨年４月１日現在の本市の高齢者人口は１万６，６４２人

で、高齢化率は２３％となっております。本市の高齢者福祉計画、第４期介護保険事業計画で

推計しております高齢者人口は、平成２６年に１万８，５１９人となり、高齢化率は２５％を

超え、市民の４人に１人が高齢者ということになります。高齢化がもたらすさまざまな影響は、

社会全体の問題ではありますが、今後も介護、医療などの社会保障費が増大していくことが予

想されます。 
 この社会保障費を抑制していくためには、高齢者が要介護状態にならずに、いつまでも元気

に住み慣れた地域で暮らすことが も重要であり、そのための介護予防への取り組みを進めて

いるところであります。 
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 その１つとして、介護を必要としない元気な一般高齢者向けのやってみるじゃん介護予防事

業、住民健診の結果、介護予防に取り組むようにと判定された特定高齢者向けの筋力向上のた

めの貯筋塾、口腔機能向上のためのかむかむ塾、栄養改善のためのかまど塾などの実施や

２２年度から元気高齢者の社会参加活動のためのボランティアの育成や、ボランティア活動を

推進してまいりたいと考えております。 
 また、高齢者の生涯学習や余暇活動は、就労等による時間的制約も少なく、高齢者が蓄えた

経験や知識を生かす機会でもあります。生きがいづくりや健康づくりともなりますので、これ

らについても取り組みをさらに推進してまいります。 
 なお、若者世代を対象とした市営住宅の建設につきましては、市では現在、芦川町上芦川地

区に若者定住促進住宅８戸を管理しており、現在８戸すべて入居済みであります。この住宅の

趣旨は、若者定住希望者の居住の用に供する、住居環境が良好な賃貸住宅の供給を図ることを

目的としております。 
 今後、このような住宅の建設について、平成２２年度に予定しております住宅マスタープラ

ン、および公営住宅等長寿命化計画の策定の中で検討するとともに、八代町にあります雇用促

進住宅の買い取り後の活用についても、併せて検討してまいりたいと考えております。 
 次に、企業誘致への取り組みについてのご質問にお答えいたします。 
 第１次笛吹市総合計画の活力ある地域経済づくりの施策のもと、企業誘致については、農用

地と調整を図りながら、農村地域工業等導入促進法による農村工業団地を活用した企業用地を

確保し、県の企業誘致優遇制度、山梨県産業集積促進助成金交付要綱と連動した本市の優遇制

度、笛吹市企業立地促進事業助成金交付要綱および笛吹市工場誘致奨励制度を 大限に活用し

た企業誘致に努めてまいりました。 
 これまでに、４企業が立地しております。また現在、境川の団地に１企業が立地を希望し、

地元および地権者と調整を図っているところであります。さらに、企業を誘致する上で重要と

なる交通の利便性について、リニアモーターカーの開通や中央自動車道との接続のよさ、新山

梨環状道路東側区間の計画などを積極的に情報発信し、県産業立地推進課と情報交換、連携す

る中で企業誘致に向け、取り組んでまいります。 
 いずれにいたしましても優良企業の立地を推進し、雇用機会の拡大を図り、本市経済の活性

化を図ることは、笛吹市の経済の発展、財源の確保という観点からも重要な課題であり、優良

企業の立地、また既存企業の発展なくして経済と雇用の回復はなく、ピンチをチャンスと捉え、

企業との意見交換、情報発信する中で積極的に推進してまいります。 
 次に、支所機能の縮小に伴う住民サービスへの影響についてのご質問でございます。 
 芦川との合併時に 大７２１人、在職していた職員は、平成２２年４月時点では６７人減の

６５４人になる見込みであります。今後も、職員の定員適正化計画に基づき、職員の削減を進

めていかなければなりません。このような厳しい状況の中で、市民サービスを維持していくこ

とは、支所のみならず本庁においても大きな課題となっております。 
 行政と地域とのつながりを保つため、支所の持つ役割は大変、重要なことであることは十分

に認識し、現状の市民サービスは可能な限り維持していかなければならないものと考えており

ます。職員の削減や厳しい財政状況に鑑み、本庁・支所ともに部・課の再編は避けられないも

のであります。 
 こうした状況の中で、市民サービスを維持していくために総合窓口体制の構築、アウトソー
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シングの導入など、支所の方向性だけでなく、組織機構の方向性についても総合的に検討して

いる状況であります。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（上野稔君） 
 再質問を許します。 
 中村正彦君。 

〇５番議員（中村正彦君） 
 ただいま、ご丁寧な回答をありがとうございました。 
 ただいまの企業誘致への質問をさせていただいたわけですが、優良企業への誘致は、ぜひ積

極的に取り組んでいただきたいと思います。しかし、先日来、新聞等で報道されていますオプ

ト、また関連会社笛吹の法人税法違反容疑で捜査が進行中という記事が載りましたが、もちろ

ん優良企業ということで誘致し、雇用・税収面でも大いに期待していたわけですが、大変、残

念な状況であります。 
 また、捜査の段階でなんとも言えないところはあるわけですが、企業立地促進助成交付事業

として多額な助成をし、また新たに助成も検討していたわけですが、今後、市としてはどのよ

うな対応を考えているのか。また本庁舎、南館に設置した太陽光発電機装置に５千万円の寄附

をもらった中の一部は使ったと思いますが、このへんの対応はどのように考えているのか。ま

た今後、この会社、オプト、笛吹に対して、市としてはどのようなスタンスをとっていくのか、

お尋ねしたいと思います。 
〇議長（上野稔君） 

 当局の答弁を、保坂産業観光部長。 
〇産業観光部長（保坂利定君） 

 正鵠会、中村正彦議員の再質問、法人税法違反容疑で逮捕されました株式会社オプト、㈱笛

吹に対しての助成金、給付金の今後の対応についての質問にお答えをいたします。 
 平成２０年の工業統計調査によりますと、笛吹市の製造品出荷額は約１，３００億円強であ

りまして、株式会社オプトおよび笛吹両社で、その約１５％を占めております。両社は地元の

雇用の創出、あるいは地域活性化に大きな貢献をいただき、また固定資産税および法人市民税

も納めていただいております。しかし、今回の法人税法違反容疑の報道につきましては、市と

いたしましては、非常に残念に思っております。 
 まず、企業立地促進事業の助成金交付状況でありますけども、企業立地促進事業助成制度は、

創業時の土地の取得費を除く投下固定資産額が５億円以上の企業に対して、県がその額の

１０％および市が２％を助成するものであります。この制度によりまして、株式会社オプトに

平成１９年の御坂町下黒駒笛吹工場創業時に４，６６８万円の助成を行いました。これに伴い

まして、県のほうは２億３，３４０万１千円。また平成２１年度、今年度に御坂町金川原の御

坂工場に、８，７８８万７千円の助成を予定しております。県につきましては２億３，９４３万

９千円。また、（株）笛吹につきましても、２１年度に境川町石橋工業団地の入居にあたり、

８，３３３万７千円の助成。これに伴いまして、県は４億１，６６８万９千円を予算計上して

おります。 
 それから寄附金の関係ですけども、１９年度に株式会社オプトより受領いたしました寄附金

でありますけども、平成２０年３月１２月に株式会社オプトより循環型社会構築のため、環境
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関係施設整備を寄附の目的といたしまして、５千万円の入金をいただきました。この寄附金に

つきましては、年度末でもありましたので、公共施設整備基金に積み立て、翌平成２０年度に

その一部を南館の太陽光発電施設の設置に、また独立行政法人 ＮＥＤＯの補助金も利用する

中で、寄附者の意向に沿い、活用をいたしたところであります。 
 現在、このような状況でございますので、今回の法人税法違反の捜査状況を注視し、事実が

解明されるまで、平成２１年度の企業立地促進事業助成金につきましては、交付をいたしませ

ん。また、過去の助成金および寄附金につきましても、捜査対象期間に含まれておりますもの

は、捜査の状況により県と同一歩調、あるいは議会の意見をお聞きしながら、検討してまいり

たいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（上野稔君） 
 再々質問はありますか。 

〇５番議員（中村正彦君） 
 ありがとうございました。 

〇議長（上野稔君） 
 以上で、正鵠会の代表質問を終わります。 
 ここで、暫時休憩といたします。 
 再開は１時３０分といたします。 

休憩  午前１１時４０分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 １時２８分 
〇議長（上野稔君） 

 再開いたします。 
 公明党の代表質問を行います。 
 川村惠子君。 

〇２１番議員（川村惠子君） 
 通告に基づきまして、公明党を代表して質問させていただきます。 
 まずはじめに、介護問題についてお伺いします。 
 日本は今、人類が経験したことがない超少子高齢社会へ突き進んでいます。人口に占める

６５歳以上の割合は２２％を超え、２０２５年には高齢化率が３０％に達すると予測されてい

ます。しかも、要介護者は現在の約２倍の７８４万人にあがると推計されております。 
 介護保険制度は、社会全体で高齢者介護を支える仕組みとして２０００年４月に創設され、

１０年の節目を迎えます。公明党は今、介護の充実こそが 重要課題と位置づけ、全国３千人

の議員が一丸となって、昨年１１月から１２月にかけて全国４７都道府県で、介護総点検運動

を一斉に実施しました。 
 誰もが一生のうちで避けて通ることのできない介護、介護現場では深刻な問題が山積してい

ます。常に数百人待ちで、いつまで待っても入居できない特養ホームの待機者問題や７０代の

高齢者を介護する家族の半分以上が７０代以上という、老老介護の実態。自宅で介護する家族

の４分の１にうつ状態が疑われている、介護うつの問題も深刻です。またシングル介護など、

家族の介護のために転職・離職を繰り返し、収入面の不安を抱え、行き先の見えないまま介護
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に踏ん張っている実態もあります。一方で核家族化が進み、独居高齢者も増えております。１人

で暮らす高齢者の介護を社会でどう支えるのかなど、課題は目白押しです。 
 こうした、介護の現場の貴重な声を聞き取ることができました。そこで以下の４点について、

質問します。 
 まず１点目として、地域包括支援センターの拡充についてですが、本市においては平成

１８年４月から、市直営で１カ所設置されておりますが、今後も高齢化・核家族化などから地

域包括支援センターでの取り扱う業務も、困難な事例が数多く発生することが考えられると思

います。専門分野の人的充実とともに、高齢者の生活を支える役割を果たすための総合的な機

能を備えた機関として、地域包括支援センターを拡充する計画があるのか、お尋ねします。 
 ２点目として、街角調査では、一般に介護を受けたい場所は圧倒的に自宅が多いと思われて

きましたが、意外と入所系施設のニーズが高く、高齢者にも入所施設への期待が高く、抵抗感

なく受け入れられているという意識の表われだと思います。 
 本市では、特別養護老人ホームなどの介護施設の待機者の実数把握はされているでしょうか。

また、その待機者解消策に向けて、実効性ある実施計画が策定されているのか、お伺いします。 
 ３点目としまして、在宅介護の支援強化についてですが、やはりアンケート調査では、自宅

の介護で困っていることは、介護する家族の身体的・精神的・経済的な負担が大きいが、５３％

と も多かったことからも、家族介護者の休暇・休職を補償するレスパイトケア事業の拡充な

ど、家族にリフレッシュしてもらうための事業の充実が必要と思います。介護疲れや介護うつ

という現象もあり、介護に携わる家族の負担も限界にきていることがうかがわれます。高齢者

が安心して、自宅でいつでも介護サービスが受けられるような在宅介護の支援強化として、本

市の取り組みをお伺いいたします。 
 また４点目として、認知症予防対策と共助によるボランティア活動についてですが、このと

ころクローズアップされてきました認知症についても、ケアのあり方に留まらず、予防につい

ても対策を講じる必要があると思います。 
 認知症には、アルツハイマー型認知症と脳血管性認知症のものがありますが、日本では脳血

管性認知症が多く、脳血管性認知症の発症年齢はアルツハイマー型認知症よりも高齢のため、

わが国では高齢者の認知症が も多くなっているのが、現状でございます。 
 一方で、脳血管性認知症は健診や生活習慣指導によって予防することが可能であることも知

られています。予防対策と共助によるボランティア活動についての、本市の力強い取り組みの

件をお伺いします。 
 また、次に女性特有ガン対策について質問いたします。 
 まずはじめに乳ガン、子宮頸ガン検診の無料クーポンの拡充についてですが、ガンは診断と

治療の進歩により、早期発見・治療が可能となりました。しかし、女性特有のガンはいまだ検

診受診率が極めて低い現状にあります。このため、公明党が主導した２１年度第１次補正予算

で、一定年齢の方を対象に乳ガン、子宮頸ガン検診の無料クーポンと検診手帳の配布が実現し

ました。笛吹市においても昨年９月末には対象者に届き、大変、喜ばれております。 
 この無料クーポン券は５歳刻みで、５年経たないと、すべての人に行き渡らないことから、

低でも同じ条件で、５年間の事業継続が不可欠です。ところが２２年度予算案では、女性特

有ガン検診の国負担分を半分に減らし、残り半分を地方負担分として、地方交付税で措置する

こととなっており、大変、今後が心配されるわけでありますが、女性の命がかかっている、こ
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の事業の継続を強く望むものです。本市の来年度の検診体制をお伺いいたします。 
 次に子宮頸ガン予防ワクチンの公費助成について、質問します。 
 近年、子宮頸ガンは２０歳代前半から３０歳代の若い女性に急増しており、発症のピークは

３０歳代に移ってきますが、自覚症状があまりないため発見が遅れ、年間が１万５千人の方が

発症して、亡くなるのは毎年２，５００人にものぼっております。このガンは、ウイルスが原

因で、ほとんどの女性が一生に一度はヒトパピロマウイルスに感染するといわれております。

このウイルスの大半は感染しても自然に消えるのですが、一部感染した状態が続き、細胞が異

常を起こすとガンになってしまいます。そのために、検診による早期発見・早期治療と予防ワ

クチンの接種によって、ほぼ１００％予防できる唯一のガンです。このことは、画期的なこと

でもあります。 
 海外では１００カ国以上で予防ワクチンが承認され、大きな効果を挙げています。日本では

昨年、やっと販売が開始され、１０歳以上の女性に予防接種が可能になりました。このワクチ

ンは１０年間、効果があるとされておりますが、現在、３回の接種で約４万５千円前後と高額

になります。 
 私たち公明党は、子宮頸ガンの予防ワクチンの早期承認を強力に推進してきました。これま

でも政府に対し、収入の多少によらず希望者全員が受けられるよう、公的助成制度を速やかに

創設するよう主張し、国会での議論や申し入れを重ねてきました。また昨年１０月から、お知

らせ運動を全国で実施し、予防ワクチンの公費助成などを呼びかけて、大きな反響を得てきま

した。一方で、子宮頸ガンに罹患した場合の医療費や労働損失は、ワクチン接種にかかる費用

の約２倍であるという研究報告も紹介され、費用対効果にも言及されています。 
 女性の誰もが平等に予防ワクチンが受けられるよう、公費助成を強く望みますが、本市のお

考えをお聞かせください。 
 次に違法薬物から市民を守るための対策について、お伺いします。 
 麻薬、覚せい剤、シンナー等の薬物乱用は依然としてあとを絶たず、 近では乱用される薬

物も多様化するとともに、芸能界やスポーツ界などをはじめとして、多方面にわたり常用者が

増加し、大きな社会問題となっております。これらの乱用報道が次を担う青少年や女性等の一

般層へ与える影響も憂慮すべき事態であります。さらに近年においては、急増している合成麻

薬、ＭＤＭＡでは検挙された人のうち少年および２０歳代の若年層が約５割も占め、若年層世

代への違法薬物汚染が浮き彫りになっています。 
 違法薬物を撲滅するには密輸防止の水際対策、暴力団等の密売組織の取り締まり強化、また

薬物依存者の社会復帰をするための支援体制を整備して、再犯防止策を強化するなどが急務と

なっておりますと同時に、子どもたちや市民に対して啓発を繰り返すことが重要だと考え、お

聞きいたします。 
 １として、小中学生、高校生を対象とする薬物乱用防止の教育の取り組みと今後の計画をお

聞かせください。 
 ２としまして、市民への意識啓発と相談体制はどのようになっているのか、お伺いいたしま

す。 
 以上で、質問を終わります。 

〇議長（上野稔君） 
 当局の答弁を求めます。 
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 市長、荻野正直君。 
〇市長（荻野正直君） 

 公明党、川村惠子議員の代表質問にお答えをいたします。 
 はじめに介護問題についてのご質問のうち、地域包括支援センターを拡充する計画について

でございますが、介護保険制度は平成１２年にスタートし、ちょうど１０年が経過いたしまし

た。この間、地域包括支援センターの創設や介護予防サービスが始まるなど、介護制度の充実

が図られてきました。地域包括支援センターは、地域で暮らす高齢者の皆さんを介護・福祉・

健康・医療など、さまざまな面から総合的に支えるための地域の中核的機関として、本市では

平成１８年４月から市直営で、１カ所を設置し運営しております。 
 地域包括支援センターの主な業務は、高齢者の包括的支援事業として要介護状態にならない

よう、介護予防のケアマネジメント業務や総合相談・支援業務、成年後見や虐待防止における

権利擁護、さらに要支援１および２のケアマネジメント業務を行う介護予防支援事業所として

の機能など、幅広い役割を担っております。職員体制につきましては、厚生労働省の配置基準

に沿って、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員等の専門職を配置しており、現在１０名

体制で対応しております。 
 設置当初の段階では、市内を３圏域に分け、それぞれの圏域に地域包括支援センターの設置

も考えましたが、新しい制度の中での運営ということもあり、当面１カ所を直営で運営してい

くことといたしました。 
 介護保険事業の中では、３年ごとに計画の見直しを行いますが、その中で地域包括支援セン

ターの設置・運営につきましても、検討していくこととしております。２１年度から２３年度

までは、市内１カ所を市直営で運営していくこととなっております。 
 県内の状況でございますが、甲府市はすべて委託により１０カ所の運営を行っており、他の

市町村はすべて直営で、１カ所の運営を行っております。 
 なお、全国的にも複数で設置運営や委託を行っているところも多くありますので、それらも

参考にしながら、２４年度以降の本市の地域包括支援センターのあり方について、検討してま

いります。 
 次に、特別養護老人ホームなどの待機者数と待機者解消策についてのご質問でございますが、

特別養護老人ホームなどの介護施設の待機者につきましては、平成２１年４月１日現在、在宅

での待機者が２３０名、介護老人保健施設などの入所者が２３６名の合計４６６名であります。 
 実際の待機者といえるのは在宅の２３０名でありますが、この内訳は要介護１が３１名、要

介護２が４７名、要介護３が５９名、要介護４が４６名、要介護５が３０名、そのほか１７名

となっております。 
 このような状況を少しでも改善すべく、２１年度にスタートいたしました第４期介護保険事

業計画におきまして、地域密着型サービスのうち、グループホーム１８床を２２年度に、小規

模特別養護老人ホーム２９床を２３年度に整備することが位置づけられております。このグ

ループホームと小規模特養が整備されますと、２施設で合計４７床の増床となり、在宅の待機

者の２割の方が対象となり、待機者の解消に寄与するものと思われます。 
 なお、地域密着型施設の入所につきましては、１人当たり年間、約２６０万円の給付費が必

要となり、これは直接、介護保険料の増額につながりますので、一気に待機者の解消は困難な

状況でありますが、次の介護保険事業計画におきましても、整備計画を検討してまいりたいと
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考えております。 
 次に在宅介護の支援強化と身体的・精神的負担の軽減についてのご質問でございます。 
 高齢者が要介護状態となっても、できる限り在宅で自立した日常生活を送れるように、必要

なサービスを総合的・一体的に提供し、社会全体で支える仕組みとして、介護保険制度はなく

てはならない制度となっております。 
 その中で、住み慣れた在宅での生活環境を整えるサービスとして、福祉用具のレンタル・福

祉用具の購入、手すりの取り付けや洋式便器への取り替えなど、小規模な住宅改修、在宅介護

者への介護方法等を学ぶ家族介護教室の開催や、紙おむつを利用している人の負担軽減のため

に寝たきり高齢者等、紙おむつ助成事業などを行っております。 
 市の単独事業として、在宅で介護をされている介護者への苦労に報いるための介護慰労金の

支給事業、寝たきり等で外出困難な方への訪問理美容サービス事業、寝具を日に干すことが困

難な方への寝具洗濯乾燥サービス事業等の利用助成を行っております。 
 また、地域包括支援センターでは要介護者や家族からの相談、虐待等の防止・改善等、身近

な相談業務を行い、介護をする人、される人の支援に努めております。さらに、旧町村単位に

高齢者虐待防止や認知症高齢者への見守り等への理解を深めていただく、講演会を開催したと

ころであります。 
 今後も、在宅介護の支援と身体的・精神的負担の軽減の取り組みを進めてまいります。 
 次に認知症予防対策とボランティア活動の取り組みについてのご質問でございますが、認知

症とは、一般的に脳に起きたなんらかの障害によって、いったん獲得された記憶や計算などの

知的機能が低下し、日常生活を送ることが困難な病気であります。認知症の原因にはさまざま

なものがありますが、代表的なものとしてはアルツハイマー型認知症と脳血管性認知症で、高

齢者のほとんどは、このどちらかによるものとされております。 
 認知症は、高齢になるにつれて発症率が高くなってまいりますので、誰もが直面する可能性

のある病気であります。現在、日本国内では１７０万人程度と推計され、平成２７年には

２００万人を超え、さらに増加していくと推計されております。本市における認知症の高齢者

は１，５００人近くにのぼり、６５歳以上の高齢者の８．８％を占めております。 
 近、認知症の発症と運動や栄養、生活習慣の改善が認知症予防につながることが明らかに

なってきました。また、高齢者の家庭や地域における役割や参加の機会が少なくなってきてい

るとも聞いております。 
 こうした中、市では家に閉じこもりがちな高齢者等をはじめ、一般高齢者を対象とした、やっ

てみるじゃん介護予防事業をはじめとして、住民健診時の生活機能チェックと機能検査で特定

高齢者となった方を対象に貯筋塾、かむかむ塾、かまど塾などの事業に取り組んでおります。 
 ２１年度からは認知症を正しく理解し、認知症の人や家族を見守る認知症サポーター養成事

業を進めているところであります。１月末現在で養成講座を１８回開催し、民生児童委員をは

じめとして、市民３７８人に受講していただき、認知症サポーターとなっていただいておりま

す。サポーターの皆さまには、認知症の方や家族の応援者となって、地域でご活躍していただ

けるものと期待しているところであります。 
 去る２月９日には、認知症への理解を深めていただく講演会と寸劇をいちのみや桃の里ふれ

あい文化館で開催し、３００名を超えるおおぜいの市民の皆さまにお集まりいただき、大好評

をいただいたところであります。さらに、２２年度当初予算では、元気な高齢者が介護を必要
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とする人や自宅に閉じこもりがちな高齢者の話し相手になったり、施設等で介護のお手伝いを

していただける、ボランティアの育成に関わる予算も計上させていただきました。 
 これからも高齢者の皆さまが地域の中で役割と生きがいを持って、いきいきと過ごすことが

できるよう、認知症予防やボランティア活動の推進と、ボランティア育成に取り組んでまいり

ます。 
 次に、女性特有のガン対策についてのご質問にお答えいたします。 
 無料クーポン券による意識啓発と来年度の検診体制についてでございますが、２１年度に国

の経済対策関係の補正予算として、一定の年齢の女性に対し、子宮頸ガン、乳ガンの検診無料

クーポン券を配布する事業が盛り込まれました。女性特有のガン検診の受診を促進し、ガンの

早期発見を図るものであります。 
 本市では昨年の９月議会で、この事業にかかる補正予算のご議決をいただき、直ちに該当者

に健診手帳および無料クーポン券を発送し、受診勧奨を行いました。対象者は年齢５歳刻みで、

子宮頸ガンが２０歳から４０歳までの約２，２５０人、乳ガンは４０歳から６０歳までの約２，

３６０人であります。 
 本年２月末現在、クーポン券を利用した方は子宮頸ガンが３１０人で、受診率は１４％。乳

ガンは６２２人で、２６％となっております。 
 なお、昨年４月から対象となりますので、無料クーポン券発送以前に受診された方に対しま

しては、検診費用の一部を市が助成しており、個人負担金の部分に対して償還払いでの対応を

しております。無料クーポン券につきましては、本年３月末日まで利用できますので、未利用

者に対しまして、個人通知により受診の勧奨を行っているところであります。 
 来年度につきましては、従来どおり１９歳以上の市民を対象に、女性特有のガン検診を含む

７種類のガン検診を実施するとともに、さらに引き続き無料クーポン券の配布事業も行うよう、

２２年度当初予算に計上したところであります。 
 次に子宮頸ガン予防ワクチンの公費助成についてのご質問でございますが、子宮頸ガンを予

防するワクチンは、２００７年に海外で初めて承認され、現在９８カ国で使われております。

日本では、昨年９月に厚生労働省の薬事・食品衛生審議会薬事分科会で承認され、販売が認め

られるようになりました。 
 子宮頸ガンで亡くなる女性は、全国で年間、約２，５００人といわれ、近年は２０代、３０代

の若年層が増加しております。予防ワクチンについては、思春期である１１歳から１４歳の女

子に接種することによって、子宮頸ガンの７０％が予防可能のようであります。接種方法は、

半年間に３回接種が必要で、費用は約３万円から６万円かかるとのことであります。 
 厚生労働省でも、子宮頸ガンの予防ワクチンの効果は確認しているところでありますが、費

用負担は他の予防ワクチンとの兼ね合いや、財政上の制約などを調整しながら検討していくよ

うであります。 
 本市では、予防接種法に定められた定期予防接種については、その費用の全部、または一部

を市で負担しておりますが、ご提案いただきました予防ワクチン接種費用の助成につきまして

は、現在、県内の市町村でも助成しているところはございません。定期の予防接種として認め

られるなど、今後の国の動向や医療現場の状況を見ながら検討していきたいと考えております。 
 次に、違法薬物から市民を守るための対策についてにお答えいたします。 
 小・中学生、高校生に対する薬物乱用防止教育につきましては、全国の青少年による薬物乱
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用の現状は、薬物事犯の８割が覚せい剤で検挙という実態がありますが、若者を中心とした大

麻事犯については、検挙人員が過去 高を記録し、ＭＤＭＡ等の合成麻薬については依然とし

て高水準で推移しております。深刻な状況にあるとされています。 
 こうした現状を踏まえ、市内全校で日本学校保健会が編集し、 新の情報をまとめた薬物乱

用防止教室マニュアルの改訂版等を活用しながら、厚生労働省が策定した「薬物乱用はダメ、

ゼッタイ」というパンフレットを中学生と小学校６年生の保護者に配布するとともに、中学校

の生徒には「かけがえのない自分、かけがえのない健康」を示した冊子を配布し、正しい知識

の習得に努めているところであります。 
 また、学校では新学習指導要領の保健体育や体育の保健分野での健康な生活と疾病の予防に

ついての中において、学習していくよう例示されております。小学校高学年および中学校の体

育や総合的な学習の時間、生徒集会等の授業の中において、教師のみならず笛吹警察署やボラ

ンティア団体等から講師を招き、生徒への指導に取り組んでおります。 
 そのほか、相談の窓口として、中学校全校に配置されていますスクールカウンセラーや生活

指導担当教師による相談業務、また市教育委員会内に設置されております、ひまわり教育相談

室においての教育相談窓口の活用、さらに笛吹警察署のスクールサポーターとの連携を図りな

がらの相談業務などが行われております。 
 今後も薬物についての正しい知識を持つことが、その乱用防止の第一歩であることを指導し

つつ、学校のみならず家庭、地域社会が一体となり、警察等関係機関と十分に連携を図りなが

ら取り組んでいく所存であります。 
 次に市民への意識啓発と相談体制についてでありますが、覚せい剤等の薬物の恐ろしさを、

市民一人ひとりに訴え、自覚を促し、薬物乱用を許さない社会環境づくりを進めるため、本市

では県から委嘱を受けた、１２名の山梨県薬物乱用防止指導員が活動しております。 
 「ダメ、ゼッタイ」普及運動をはじめ、学校、事業所等を対象に薬物乱用防止教室を開催し、

また石和温泉駅前等での街頭キャンペーンを実施するなど、薬物乱用撲滅のための啓発運動に

中心となって、ご協力をいただいております。 
 違法薬物防止の相談体制につきましては、市の健康づくり課の保健師が中心となり、個々の

相談対応を行い、指導員、警察等の関係機関との連携を図り、相談体制を整えております。 
 市民、特に次世代を担う子どもたちを守るため、指導員との連絡情報交換を密にするととも

に、広報およびホームページ等により、意識啓発を行ってまいりたいと考えております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（上野稔君） 
 再質問を許します。 
 川村惠子君。 

〇２１番議員（川村惠子君） 
 詳細にわたっての答弁をいただきまして、ありがとうございました。 
 介護について何点かお伺いいたしますけども、２００７年度の国民生活基礎調査によります

と、夫や息子が家族の介護をするという男性介護が３割で増加傾向にあるといわれております。

本市においても数多くの方が、男性介護をされている方がいらっしゃると思いますが、その

方々に対してのサポートはどのようになっているのか、お伺いします。 
 また地域には、私も地域をまわらせていただいて、行政区に入っていない、またあまり近所
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付き合いもない、また情報源にも乏しい方、高齢者の方を訪問することがありましたけども、

本当にそういう方がたくさん、まだ笛吹市にはいらっしゃると思いますので、今後、そのよう

な方をどのような方法で行政に結び付けていくのか、お伺いします。 
 それから在宅介護の支援強化についてですが、本当に地域をまわらせてもらって、皆さん、

ご苦労されていると、本当に大変な思いをされているという方が多く見受けられますけども、

小規模型、多機能型居宅事業ということで、通い、宿泊、訪問といったサービス体系を提供し

ているところがありますけども、今後としましては、本当に２４時間、３６５日、使用できる

ような体制が、拡充が求められていますけども、本市としてのお考えをお聞きいたします。 
 それから地域包括支援センターなんですが、国の基準では第１号被保険者の数がおおむね

３千人から６千人未満ごとに、専門の方を従事して、配置して、センターを１カ所というふう

に、国で基準としてなっております。そうしますと、笛吹市においては、１万６千人以上の方

がいるということは、単純計算しても２カ所か３カ所が妥当ではないかなというふうに思いま

すので、今後、計画されるときには、ぜひ拡充をするように、前向きに検討していただきたい

と思っております。 
 それから子宮頸ガンの予防啓発として、なかなかクーポン券が手元に届いたけれども、２月

現在では、本当に１４％と２６％と、すごい悲しい数字になっておりますけども、本当にあと

１カ月しかない中で、どれだけの人が検診できるのか。もっと早めに措置を、広報とかには載っ

ていましたけども、個人に通知を出していただければよかったかなというふうに思います。 
 いろんな先進事例がありまして、１つありましたのが、成人式等を利用して、積極的に啓発

活動をやったということで、本当に成人式のときに市の職員の方が配布した資料のもと、子宮

頸ガンについて説明し、早期発見・早期治療がいかに重要であるかということを新成人の方に

説明したところ、本当にほとんどの方が初めて知ること、情報だったと。また熱心に聞いてく

れたということもありますので、ぜひそういった形の啓発も行っていただきたいと思いますし、

また本市はどのような考えでいらっしゃるか、お伺いします。 
 それから予防ワクチンなんですが、本当にこの間、県のアピオのほうでセミナーがありまし

たけども、若いお母さん、また児童、子どもたちにもすごい関心のある、今、この子宮頸ガン

ですし、また公費助成を行っているところによりますと、中学進学お祝いワクチンとして、中

学に進学する、対象者の女子生徒に実施している自治体もかなり増えておりますし、なんと

いっても子宮頸ガンは少子高齢化にもつながりますし、ワクチン接種と早期発見で、検診で予

防があるというのは、ほかのガンにないワクチンだと思いますので、本当に強く望みます。 
 それから、もう１点。国が検診受診率の５０％に対して、無料クーポン券、本当に２２年度

も配布してくださるという答弁をいただきました。今回、この無料クーポン券の配布と受診率

５０％の関連をどのように考えているのか、質問したいと思います。 
 薬物依存に関しては、何度か中川議員も質問させていただきました。そういった中で、スクー

ルカウンセラーとか、ひまわり相談室に、実際にそういうところに薬物に関する相談件数があ

るのか。また、そのときに提案しました薬物乱用防止キャラバンカーの体験とかも国でやって

おりますので、また違った形の啓発などもする考えがあるのかどうか、伺います。 
 先日、薬物依存症セミナーということで、そこで初めて、私も山梨ダルクという存在を知り

ました。当事者の２名の方がなぜ、その薬物に依存していったか。また、立ち直ったか。立ち

直る状態にあるかということを、まざまざとした当事者の体験を聞いて、ちょっとショックも
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大きかったんですが、そういう薬物に染まる前の青少年の方に啓発することが も大事だとい

うふうに感じております。 
 その点について、何点か再質問させていただきましたが、よろしくお願いします。 

〇議長（上野稔君） 
 暑い方は、背広を脱いで結構です。 
 では答弁を、中川保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（中川啓次君） 
 川村惠子議員の再質問にお答えをさせていただきます。 
 いくつか質問をいただいたんですが、まず 初の男性の介護でございますが、特別、市のほ

うでは介護教室的なことは、年３回程度やっているわけですが、男性向けの特別な介護教室は

ございませんが、昨年３回やらせていただいた中で、延べで４８名の介護教室に参加をいただ

いております。その中で、男性については、残念ながら２名だけだったというふうな状況でご

ざいますが、介護教室、特に女性に限定はしておりませんので、このへんは男性にもたくさん

受けていただけるように、ＰＲを進めていきたいというふうに思っております。 
 あとは、行政区に入っていない高齢者の対応ということがございましたが、それにつきまし

ては、できるだけ市のほうでも、行政区に入っていない高齢者を把握するような努力はさせて

いただいておりますが、特に入っていない方に対しては、市内の市の広報とか支所等にチラシ

等の配布をさせていただく中で、石和町内におきましては、金融機関等へも困ったときは相談

窓口がここにありますよというふうなＰＲを進めさせていただいておりますので、今後、必要

に応じて実態把握等もやっていかなければいけないということで、そのへんについては、また

検討させていただきたいというふうに思っております。 
 それから在宅介護の２４時間体制の対応についてはというご質問ですが、現在、専門的な夜

間対応型の訪問介護というのは、都市部にはございますが、市内あるいは県内では特にそれを

専門にやっているところはございません。ただ、市内の事業所でも必要に応じて、夜間の訪問

も実施するというような事業所も１カ所は、確認をさせていただいております。そのほか、まっ

たくの夜、深夜という時間帯ではなくて、夜８時ぐらいまでとか、朝７時からというふうな訪

問をやっている事業所は、市内にも数カ所ございます。 
 そんなことで、これから都市化が進んでいけば、また必要性も出てくるかと思いますが、現

状ではそういったニーズのほうも、今のところはほとんどないようでございます。 
 次に包括支援センターを３カ所ぐらいにしてはということでございますが、これにつきまし

ては、当然、当初の計画の中でもそういったことを念頭に置きながら、事業をさせていただい

ておりますが、今回、平成２１年度から２３年度までの介護保険の第４次の事業計画の中にお

きまして、検討をさせていただいた経過がございますが、その中では包括支援センター運営協

議会というのがございますし、介護保険の運営協議会等もございます。そういった中で、相談

をさせていただく中で、包括支援センターの体制の、今は充実を図っている時期ということも

ございまして、２３年度までは現状のまま、いかしてもらうというふうなことで、当然、身近

に相談窓口がないということは不便に思われるかもしれないですけども、そのへんにつきまし

ては、石和につきましては、包括支援センターの拠点がございますので、福祉センターのほう

でいいわけですが、ほかの地区につきましては、芦川が支所ということになろうかと思います

が、ほかの地区につきましては、それぞれの社会福祉協議会の支所の窓口で高齢者の相談を

 ５６ 



承って、センターのほうへつなぐということをさせてもらっておりますので、２３年度までは

そういった形でいきたいと思っております。 
 ただ、その２３年度以降、２４年からの次の計画に向けましては、これから特に新年度中く

らいには、ある程度、包括支援センターの今後の方向性を出していきたいというふうに考えて

おります。 
 次に子宮頸ガンのＰＲにつきましては、川村議員のおっしゃっていた成人式等の話もござい

ますが、それに限らず、これまでも広報やホームページで出させていただいておりますが、今

後もあらゆる機会のイベント等を通じて、このへんのＰＲ、啓発運動は行っていきたいと思っ

ております。 
 またワクチンの接種の、中学生という話もございましたが、これも先ほど市長の答弁の中に

ありましたように、国である程度、ワクチンの定期の接種が認められるなど、今後の動向があ

る程度、進んでまいりましたら、ただいま川村議員さんからご提案のありましたようなことも

含めまして、参考にさせていただいて、今後の検討課題とさせていただきたいというふうに

思っております。 
 あと無料クーポン券等、５０％の受診率の関連はということでございますが、当然、無料クー

ポン券を配布することによって、受診率が上がってくるというふうに思っておりますが、果た

して、どの程度の受診率が上がってくるかというようなことは、まだ推測できていない状況で

すが、できるだけ、このクーポン券も多くの方に利用していただけるように、啓発を、ＰＲを

進めていきたいというふうに考えております。 
 以上でございます。 

〇議長（上野稔君） 
 薬物乱用の件を、早川教育次長。 

〇教育次長（早川哲夫君） 
 川村議員の再質問にお答えします。 
 答弁をさせていただきました学校の窓口、それから生活指導の担当の先生のほか、議員おっ

しゃるとおり相談室がございますけども、そこの技術支援の担当がおります。問題行動という

ふうなことを取り扱う会議が、それを中心にして年３回ぐらいあるんですけども、その報告の

中で、いわゆる非行的な問題行動の報告がございますけども、薬物についての報告は現在、ご

ざいません。 
 以上でございます。 

〇議長（上野稔君） 
 再々質問はありますか。 

〇２１番議員（川村惠子君） 
 ありません。 

〇議長（上野稔君） 
 以上で、公明党の代表質問を終わります。 
 続いて、正正会の代表質問を行います。 
 新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 
 正正会の新田治江です。通告に従いまして、代表質問をさせていただきます。 
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 俳句の市としまして、句を一句。「何はともあれ 山に雨 山は春」。一雨ごとに春が深まっ

ていく境川の情景を詠み、飯田龍太さんが個人的に好んでいた作品です。文学館のほうに、先

日、寄贈された中に入っております。 
 オンリーワン都市の実現、地域主権の施策について。 
 市民と行政は共に向き合い、一体感を持ち、市政・施策の推進を図ることが大切です。税、

環境、教育の諸問題、現状の公開により、お互いの信頼関係を築くことから始まると思います。

焦点を絞って、質問に入ります。 
 １点目、徴収事業について。 
 ３月の広報ふえふきに、市の資産は２，０５２億円の見出しで、子どもや孫たちにツケを残

さないためにも、健全な行財政運営を心がけていかなければなりません。また、たまたま見た

新聞の中に、中学生の税についての作文がありました。税は国民の三大義務、勤勉、納税、労

働といっています。国をよくするのは個人の気持ちが大切で、税金をみんなが払えば生活はさ

らによくなる。私はしっかり、みんなに税を払ってもらいたいと強く思う。よりよい暮らしを

実現するために、弱者も公平な立場で生きていけるように活用されている税。税は国を支える

役目。次は、私たちの世代が国を支えていく番と述べています。 
 年々、滞納額が膨らんでいる現状、収納率 下位の現状、住民の税行政への信頼を戻すため、

納税秩序の確立と、市民が自主納付する地域社会の実現に向けての取り組みをお聞きします。 
 前年度、市民とのお約束の項目です。前年度課税分の徴収強化をどのように行ったか。悪質

滞納者への厳正な滞納処分の強化をどのように行ったか。無財産、生活困窮者、所在不明者へ

の調査・執行停止処分の内容について、どのように市として行ったか。県および県内市町村と

の不動産共同公売の実施について。本市における動産、不動産の差し押さえとインターネット

公売の実施状況について。徴収強化月間の実施状況と成果は、どのようであったか。学校給食

において、給食検討委員会を立ち上げましたが、その後の経過と未納者への取り組み状況は。 
 ２点目、環境にやさしいまちづくり施策について伺います。 
 花の種子、苗の配布事業を行っているが、現状と成果、今後の取り組みについて。 
 ＣＯ２削減社会の構築を目指す目的の１つとして、各家庭にブドウのツル、またはゴーヤな

どツル状植物を窓辺に這わし、環境にやさしいまちづくり、緑のカーテン事業の計画の考えは

あるのか、お聞きします。 
 また、ＢＤＦ燃料の精製量の向上についてです。 
 現状と一般家庭の収集も大変でしょうが、多くの廃食油を集め、環境にやさしいまちづくり

としての今後の取り組みをお聞かせください。 
 ３点目、史跡甲斐国分寺跡整備事業についてです。 
 会派で磐田市教育委員会文化財課を訪問しました。本市と同様、史跡 千年のとき輝く 特

別史跡 遠江国分寺跡の研修をしてきました。それより甲斐国分寺、国分尼寺の整備事業は現

在、進行中ですが、早期完成を目指し、整備の前倒しは可能でしょうか。塔および築地塀等、

建設計画はあるのでしょうか。甲斐国分寺、国分尼寺、春日居寺本古代寺等、本市を代表する

観光資源として確立する必要があると思いますが、市としての見解をお聞きします。 
 ４点目になります。平成２５年に開催される、国民文化祭についての取り組みをお聞きしま

す。 
 ５点目、学校支援授業について。 
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 現在、教職員意外でも保護者、ＰＴＡ、地域の人、ＯＢ、ＯＧの方がどのような形で授業に

関わっているのか、お聞かせください。 
 また、男女共同参画社会実現のため、男女共同参画推進委員会では家庭、地域、職場、条例

検討委員会、それぞれの部会ごとに地域に飛び出していこうとしています。学校の支援授業の

中に入れないものか、お聞かせください。 
 以上、代表質問といたします。 

〇議長（上野稔君） 
 当局の答弁を求めます。 
 市長、荻野正直君。 

〇市長（荻野正直君） 
 正正会、新田治江議員の代表質問にお答えいたします。 
 初に、徴収事業についてのご質問でございます。 
 まず、徴収強化と悪質滞納者への厳正な滞納処分につきましては、高額滞納者や納める意思

のない悪質滞納者は山梨県地方税滞納整理推進機構へ引き継ぎ、機構案件としてアドバイザー

などの指導を受けながら、対応しているところであります。 
 今年度は、本市として初めての強制捜索を実施するとともに、財産調査による不動産の差し

押えや自動車、預貯金、債権などの差し押えと公売などによる差し押え物件の換価強化を図っ

てきたところであります。 
 次に無財産、生活困窮者、所在不明者等への調査執行停止処分についてでございますが、地

方税法では、滞納処分をすることができる財産がない場合や生活困窮者、所在が不明で財産も

判明しない滞納者につきましては、滞納処分の執行を停止することができる規定があります。 
 市では滞納者の納税相談を受け、生活状況調査や財産調査を行い、徴収することが不可能な

場合や滞納処分することで滞納者の生活を困窮させるおそれがある場合に、執行停止を行って

おります。また転出者や行方不明者は、追跡調査と戸籍住民課が実施している実態調査の結果

を踏まえ、判断しております。 
 なお、固定資産税の家屋と土地については、登記簿の所有者に課税されておりますが、倒産

や解散などにより、実態が確認できない法人も存在しているのが、現状であります。登記簿上、

消滅していない法人については、不動産の所有者として課税され、滞納となっているケースも

あることから、これらへの対応についても、今後検討していきたいと考えております。 
 次に、県および県内市町村との不動産合同公売の実施状況についてでございます。 
 自治体連携による徴収対策として、山梨県地方税滞納整理推進機構を中心とした合同不動産

公売を実施しています。今年度はこれまでに２回の合同公売を実施し、公売物件１０件のうち

６件に入札があり、総額１，８３３万円で落札されております。また、３月４日には今年度

後の公売が予定されております。 
 なお、本市におきましては、市として初めての不動産公売を今年度実施し、マンション１室

を１３１万円で売却しております。また、３月には雑種地１件の公売を予定いたしております。 
 次に動産、不動産の差し押さえとインターネット公売の実施状況についてでありますが、今

年度１月末までの差し押さえ状況は不動産８５件、預貯金２１３件、給与２４件、債権２７件、

そのほか１６件、合計３６５件となっております。インターネット公売につきましては、これ

までに５回参加し、落札された５７点、１７６万円を換価しております。 
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 次に山梨県地方税滞納整理推進機構への職員派遣の成果ですが、滞納整理推進機構は、平成

２０年４月に、県および市町村の共同徴収組織として、市町村税の滞納整理の推進と技術の向

上を目的に設置された、任意の組織であります。平成２１年度においては全市町村が参加し、

笛吹市では２名の職員を派遣しているところであります。機構発足後は、高額滞納案件を機構

対応として引き継ぎ、アドバイザー等の指導を受けながら対応策を検討しているところであり

ます。 
 また、不動産などの公売や差し押さえ、財産調査手法など、さまざまな学習会と実践を繰り

返しながら滞納整理を行っており、徴収に関わる専門的な知識の習得と派遣職員以外の徴収職

員への指導などで、大きく貢献いたしております。 
 次に徴収強化月間の実施状況と成果ですが、滞納市税等の収納率向上対策として、５月と

１１月末からの１カ月間を徴収強化期間とし、現年度滞納者宅への訪問徴収と過年度滞納者に

対する財産調査、滞納処分の強化を図りました。また、１月３０日から２月５日までの７日間、

市の課長以上の管理職、約６０人が滞納者の自宅を訪問し、滞納している市税と国民健康保険

税の徴収や納付の約束を取り付ける督促活動を実施いたしました。この活動は、平成１９年度

から行っており、今年度で３回目となりますが、特に国民健康保険税の現年度分の滞納者を中

心に、１，１８１人の自宅などを訪問いたしました。この取り組みでは、徴収額と納付約束額

を合わせて３千万円の目標を設定しましたが、その結果、訪問による徴収が１０５件、３９５万

円、納付約束２６９件、２，２８８万円となり、過去２回の実績を上回り、特に徴収額は前年

の２．２倍という成果でありました。 
 次に、学校給食における取り組みについてでありますが、昨年度は未納問題等の給食におけ

る課題に取り組むべく、給食検討委員会を立ち上げました。委員会の組織構成は教育委員、Ｐ

ＴＡ代表、市校長会長、栄養士などで構成されております。 
 給食費徴収については、昨年度まで御坂と八代の共同調理場分は学校給食課で、春日居、芦

川の共同調理場および自校方式の学校は、それぞれの学校で徴収を行っていましたが、足並み

を揃え取り組んでいくために、本年度より、すべての学校で責任を持って給食費徴収を行って

いただいております。給食検討委員会では、その状況をふまえ、どういった方法で未納者を減

らしていけるか、去る２月４日、協議会を行いました。 
 本年度の取り組みといたしましては、未納者がいる学校では、学校、行政、ＰＴＡが共通の

認識で取り組むことが必要とし、それぞれが連携して未納者へ働きかけを行うことが確認され

ました。 
 まず、ＰＴＡから全保護者に給食費の未納があることと、子どもの給食費の支払いは保護者

の義務であることなどの内容で呼びかけを行い、その上で学校が徴収の努力を行うこと。それ

でも納めていただけない方へは、名簿を給食検討委員会へ報告の上、委員長名で督促の通知を

行うこととなっております。 
 経済情勢は、いまだ回復がままならない状況の中で、納付ができない状況にある滞納者もお

りますが、納める意識のない滞納者もおります。このような悪質滞納者には、厳しく対応して

いきたいと考えております。 
 次に、環境にやさしいまちづくりの施策についてのご質問にお答えをいたします。 
 市では花と緑による快適な環境づくり、潤いと安らぎのある心豊かな人づくり、香り高い文

化づくりを目指し、管理育成を行おうとする地区、住民自治組織および団体等に花の苗などを
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配布する花と緑のまちづくり推進事業に取り組んでおります。 
 ご承知のとおり、この事業は年間を通じて管理育成ができる団体であることや、憩いの場や

河川敷のような公共空き地、また多くの市民が鑑賞できる場所などへの植栽が配布の条件と

なっております。育苗団体は、保育園から老人クラブまでと幅広く、地区のミニ公園や道路沿

いの空き地等に植栽して、人々の目を楽しませております。配布団体も平成１９年度、２０年

度とも５２団体でしたが、今年度は６０団体と増加いたしております。 
 今後も、希望団体の募集や前年度の成果などを広報やホームページを活用し、市民が潤いと

やすらぎのある、快適な暮らしができるまちづくりに取り組んでまいります。 
 次に緑のカーテン事業の計画についてのご質問でございますが、緑のカーテン事業とは、植

物を建築物の外側に生育させることにより、建築物の温度上昇抑制を図る省エネルギー手法で

あり、主にツル植物などを窓を覆うように繁茂させたカーテン状の構造物を指します。居住環

境整備としての遮光や目隠し、植物の観賞も目的の１つでありますが、地球温暖化対策の一環

として、植物の生体活動における大気中の二酸化炭素の減少も期待できることから、エアコン

の温度設定を１、２度高めにしたり、エアコンを止めて涼しい風を取り込むことで、省エネ効

果も期待できます。本市では、市役所南舘において、昨年５月より９月ごろの間にアサガオや

ゴーヤを植え付け、室温上昇を抑える省エネ効果についての取り組みを行いました。また、市

内保育所２４カ所においても、ひょうたん、アサガオ等の植え付けによる緑のカーテン事業を

行っております。 
 今回の取り組みは試行的な要素もありますが、将来は公民館や市の管理する他の施設にも設

置場所を増やしていきたいと考えております。また、市内各家庭での普及促進を図るため、緑

のカーテンの省エネ効果等について、ＰＲしていきたいと考えております。 
 次に、ＢＤＦ燃料の精製量の向上についてのご質問でございますが、環境問題は地球規模の

対応が求められる中、昨年開催されたＣＯＰ１５において、地球温暖化の要因とされている温

室効果ガスの削減目標が定められたところであります。 
 本市ではこれに先立ち、平成１９年２月に設置したＢＤＦ精製プラントを活用し、市内の一

般家庭、学校給食等から排出される廃食油を収集し、ＢＤＦ燃料として再生いたしております。

ＢＤＦ燃料の排出するＣＯ２は、大気中のＣＯ２を増加させないカーボンニュートラルという特

性を有し、環境にやさしい循環型社会の形成につながっております。平成２０年１２月からは、

旅館・ホテルからの試行回収を開始し、現在４施設から回収を行っており、昨年度はボイラー

燃料としての利用を検証いたしております。 
 今後は、利用拡大を図る一環として、モデル施設において実証してまいります。また、一般

家庭からの収集量が伸び悩んでいるため、２２年度においては、各地域の資源物収集場所での

試行回収を行います。今年度の精製予測量は、約８，５００から９千リットルになることから、

さらに再生可能エネルギー活用を推進し、環境保全活動に対し積極的な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（上野稔君） 
 続いて、教育長より答弁を求めます。 
 教育長、山田武人君。 
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〇教育長（山田武人君） 
 新田治江議員の代表質問にお答えいたします。 
 はじめに、史跡甲斐国分寺跡整備事業についてであります。 
 史跡甲斐国分寺跡保存整備事業は、昭和５７年度に着手をいたしまして、すでに３０年近く

が経過しております。平成２１年度までに国分寺跡では指定地、約４万６千平方メートルのう

ち約３万１千平方メートルを公有化し、公有化率は６６％です。また国分尼寺跡では、指定地

２万８千平方メートルのうち１万５千平方メートルを公有化し、公有化率は５４％になってお

ります。合計で、公有化率は６２％になります。また、２１年度までに要した費用は、約２４億

８千万円です。 
 今後、平成２７年度までに用地の買い上げを行う予定で、 終的な用地と移転補償費は

３５億７千万円を予定しております。このように本事業は、まず指定地を買収し、その土地を

発掘調査したあと、調査成果をもとに整備工事を行うという、３つの段階を踏まえながら進め

ております。 
 早期完成を目指し、整備の前倒しは可能かというご質問でございますけれども、史跡整備は

発掘調査成果の検討を綿密に行う必要があります。そのため、１つずつ段階を踏まえながら整

備を進めてまいらなければなりません。しかし、現地が広大な空き地で、史跡であることが分

かりにくいということもご指摘のとおりです。 
 昨年、市では国分寺跡内の主な場所に説明板を立て、周辺のエリアマップと解説のスポット

ガイドも作成し、市内各施設で配布するようにしました。また、市民団体の協力を得まして、

国分寺跡の一部に菜の花を植え、春の桃の花祭りの会場として活用しております。本格的な整

備の着手はまだ先になりますが、市民が歴史を体験できる場としての環境づくりを整えてまい

ります。 
 国分寺跡では、昨年度より中心建物である金堂跡の発掘調査を行っております。調査の結果、

金堂跡は南北２３メートル、東西３６メートル以上の壇の上に建っていたことが分かりました。

壇のまわりに平たい石が敷き詰められ、約１１メートル幅の階段がございました。調査の成果

は、見学会を開催して公開していく予定になっております。 
 次に、築地塀や塔跡などの建築計画についてでございます。 
 国分寺跡の建物はすべて失われてしまっていますので、現在行っている発掘の成果に基づい

て、建物の復元図を作成しております。整備にあたっては、模型や現地での建物復元など、い

ろいろな表現手法があります。どのような表現手法を用いれば、 も効果的な整備になるのか

検討して整備を進めてまいりたいと考えております。 
 次に国分寺跡などを、本市を代表する観光資源として確立する必要性についてのご質問です

が、現在検討しております笛吹市観光振興ビジョンでは、温泉、果物、そして歴史が地域を代

表する価値ある資源であることを市民が再認識することから、笛吹市の観光振興が始まるとし

ています。笛吹市は甲斐国千年の都であり、国分寺跡などはこの都を具体的に感じ取ることが

できる地域資源です。このほかにも、笛吹市内には釈迦堂遺跡の土偶をはじめ、古墳や神社･

寺院など多くの文化財があります。これらを保存整備し、市民の皆さんに笛吹市の歴史文化を

再認識していただくことによって、観光資源として広くアピールすることができるものと考え

ております。 
 次に平成２５年に開催される、国民文化祭への取り組みについてであります。 
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 本県で開催予定の平成２５年、第２８回国民文化祭につきましては、平成１９年度に国から

内定され、平成２０年、２１年度に基本構想が検討されました。この過程で市町村実施事業開

催意向調査が行われまして、第１回が８月に実施され、文化協会などに意見を伺いながら、笛

吹市の主催事業は文芸部門の俳句を開催したい旨を回答したところでございます。 
 第１回の意向調査では、俳句については、笛吹市をはじめ３市町が手を挙げ、これを受け２回

目の調査が１２月に実施され、再度俳句を実施したいと回答いたしたところです。さらに、こ

の２月９日に、第２８回国民文化祭・やまなし２０１３の基本構想が、県知事に報告されまし

た。 
 今後、文化庁に提出され、６月末ごろ基本構想が決定される予定になっています。構想案に

よりますと、「文化の風とあそぶ～みつめる・こえる・つなげる」というテーマのもと、実施

期間を平成２５年１月１日から１１月３０日の１１カ月間とすることとなっております。四季

を通じて、山梨の自然や伝統・文化行事を楽しんでもらい、山梨をもう一度見つめ直す機会と

するため、通年型という国民文化祭で初めての試みが提案されております。 
 今後は昨年１２月、県に提出された市町村の開催希望意向調査の結果を受け、市町村や関係

する文化・芸術団体との調整を経て、市町村長が参加する県実行委員会により、実施計画大綱

が策定され、開催市町村、会場、開催日などが決定される予定となっております。 
 なお、市では県の対応に呼応しながら、２３年度には笛吹市実行委員会を立ち上げ、独自事

業を含めて、市民や関係団体等の皆さま方および庁内関係部署との調整、加えて開催要項や募

集要項等、具体的に検討していく必要があることから、先ほど前島議員の再質問にありました

ように、今後は専門担当部署等、体制の整備も含めて対応をさせていただく所存でございます。

ご理解・ご協力のほど、ぜひよろしくお願いいたします。 
 次に、学校支援授業についてであります。 
 まず、保護者やＰＴＡの方々がどのような形で授業に関わっているかでございます。 
 今や学校教育は、教育の目標達成のために、地域や保護者の皆さんをはじめとする関係各機

関のご理解とご協力なくしては、成り立たなくなっております。また教育の流れとしても、閉

ざされた学校から開かれた学校を標榜し、内から外に向けて情報発信に心がけると同時に、外

からの意見を学校教育の中に生かしていこうと、学校評価の制度が構築されてきております。 
 新田議員ご指摘のとおり、現在、学校の授業において保護者や地域の皆さんのご協力をいた

だいているケースもあります。例えば、小学校の生活科において、昔の生活の授業があります

が、このようなときには、地域の高齢者の皆さんのご協力をお願いすることになります。 
 コマ回しや竹馬づくり、竹とんぼづくり等、直接教わることを通して楽しい学習と同時に、

子どもたちと高齢者との触れ合いの機会にもなっています。ほかにもころ柿づくり、みそづく

り、モモの瓶詰めづくり、サツマイモの栽培など、生活に関わる面での指導・協力をいただい

ているところであります。中学校では、家庭科授業において、若いお母さん方に赤ちゃんを連

れてきていただき抱かせてもらう授業や、部活動にも外部指導者としてご協力をいただいてい

るところでございます。 
 今後も、保護者や地域の皆さまとともに、地域に密着した学校づくりに励んでいきたいと考

えております。 
 次に、男女共同参画推進委員会として、学校の支援授業の中に入れないものかについてでご

ざいます。 
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 国民すべての基本的人権が保障された男女共同参画社会の創造が求められている中、子ども

のときから男女共同参画の意識を育てていくことは、大切なことであると思っております。現

在、学校教育においては、体育科や技術・家庭科、社会科、道徳、特別活動、さらに学校教育

全体を通したさまざまな場面を利用いたしまして、男女のお互いを尊重し合う教育や人権教育

を展開しているところでありますが、男女共同参画推進委員等、地域在住の皆さまの活用につ

きましては、いきいき教育地域人材活用推進事業等と同様に、学校長に委ねられているところ

でありますので、今後十分、協議しながら検討していきたいと思っております。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（上野稔君） 
 再質問を許します。 
 新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 
 徴収事業につきましては、先ほどの答弁の中にもアドバイザーさんという言葉が出てきまし

た。アドバイザーさんというのは、機構の方でしょうか。そして、例えば具体的には、どんな

指導をされたのか。 
 それと滞納が膨らんでいる中、いろんな今回の失業者の緊急雇用創出で、何かパートさん、

臨時の人を募集しました。そして今、いろんなところで職員を減らしている中、徴収業務につ

いては、徴収員を増やすなり、増えていくという現状、この現状を今後、どのような、これか

らの体制づくりはどうしていくのか。そしてまた、このように増えていく中、子どもも言って

いましたように、納税は国民の義務といった、そういうことに対して市民と市長はどのように

向き合っていくのか、聞きたいと思います。そして、合併してからの税と料金の滞納の推移を

年度別に、ちょっと教えていただきたいと思います。 
 そして環境にやさしいまちづくり対策では、先ほども省エネ効果があると、ＰＲしていきた

いとおっしゃっていましたが、消費電力なんかも全体の４分の１で済み、また山梨県の産物、

ブドウに着目して、今年は今まではゴーヤ、朝顔が主流でしたけども、ブドウを、笛吹市も日

本一のブドウのあれで、そのＰＲ効果なんかも狙っての、ブドウは１回植えれば、また来年も

いいし、そんな観光ＰＲも兼ねると思いますが、その点についてはいかがでしょうか。 
 そしてＢＤＦ、廃食油は今、伸び悩みといっていましたが、飲食店なんかも笛吹市は多いと

思うんですが、そのほうの力の入れ方とか、そしてボイラー燃料も今後、検討していくという

ことですので、そんな飲食店なんかも、もうちょっと広めていったらどうかなと思います。 
 そして３番の史跡ですが、磐田市を研修し、七重の塔が１３０億円、金堂１３０億円という、

莫大なお金がかかるということも聞いてきましたが、観光のシンボルとして、ぜひ、なんらか

の形で、シンボル、みんなの希望、期待がかかっています。再度、市の考えを聞きたいと思い

ます。 
 そして磐田市ではＤＶＤに起こして、国分寺を散歩。中学校に配布し、若い世代にアピール

しているそうです。ソフト事業からハードにつなげていきたいということでした。また整備検

討委員会などもつくっているようですが、その点についてはいかがでしょうか。 
 そして国民文化祭については、笛吹市に俳句がもし決定となれば、今の文学館に飯田龍太・

蛇笏の記念室がオープンしていますが、なんか境川にも生家としての重みがありますので、な

んか期待ができないものでしょうか、お聞きします。 
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〇議長（上野稔君） 
 当局の答弁を求めます。 
 １番目の問題を、梶原総務部長。 

〇総務部長（梶原清君） 
 正正会の新田議員の再質問にお答えします。 
 初の質問でございますが、県の滞納整理推進機構のアドバイザーの仕事は何かということ

でありますが、県の推進機構にアドバイザーがありまして、その方は非常勤になります。その

方につきましては、他県の県税の徴収経験があり、国とか地方での講演を助言している方であ

りまして、本人の著書には滞納整理の実践論を説いた実用書があります。役割としましては、

実践的な滞納処分の方法や滞納者に対する対応など、さまざまな状況を想定しての研修講師で

ありまして、県の機構へ引き継いだ事案を個々の滞納者についての相談指導をいただいている

方であります。 
 それから２つ目の徴収員の増員の話でありますが、２１年につきましては、緊急雇用としま

して、徴収につきましては国保で２名。それから、水道で２名。それから税務で１名というこ

とで、緊急雇用については５名の採用がありまして、それぞれ徴収事業等に従事していただい

ております。 
 市民とどう向き合うかということでありますが、税に対する条件につきましては、市とすれ

ば広報ふえふきとか、市のホームページへ徴収強化、あるいは滞納整理強化としての差し押さ

え状況をはじめ、不動産や動産の購買に関することや期限内納付とか、延滞金等についてを掲

載しながら、自主納付の推進を図っていくところであります。 
 今後も滞納額の状況についても、市民の皆さまにお知らせするとともに、納税意識の高揚に

努めてまいりたいと思います。 
 それから３番目の税使用料等の合併後の推移、年度別に教えてほしいということであります

が、まず市税でありますが、平成１６年、合併の年につきましては、現年度分については９４．

９％の収納率であります。１７年度については９４．８％。１８年度については９４．２％。

１９年につきましては９４．２％で、２０年につきましては若干、上がりまして、９４．４％

ということでございます。 
 税の滞納額、過年度分につきましては、１６年が１０．１％、１７年が８．０％、１８年が

８．５％、１９年度が１０．９％、２０年度が１１．３％ということで、若干、上がっており

ます。 
 国民健康保険の収納率につきましては、平成１６年度現年分が９０．４％、１７年度分が現

年分８９．６％、１８年度が８９．２％、１９年が８９．０％、２０年が８８．０％でありま

す。過年度分につきましては、１６年が１４．７％、１７年が１３．５％、１８年が１３．６％、

１９年が１２．１％、２０年度は１４．６％であります。 
 介護保険料につきましては、現年分が１６年、９８．８％の収納率でございます。１７年が

９７．９％、１８年度が９７．９％、１９年度が９８．０％、２０年度が９７．８％でありま

す。介護保険料の過年度分につきましては、１６年が７．５％、１７年が１５．６％、１８年

が１６．６％、１９年度が１７．０％、２０年度が１０．６％であります。 
 保育料につきましては、１６年、１７年度についてはちょっと不明でありまして、１６年度

につきましては、合計の収納率が現年過年度分の合計が８９．１％、１７年度が現年、過年の
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合計が９３％です。１８年度の現年分の収納率９６．５％、１９年度の現年分９６．５％、２０年

度が９６．９％。１８年度の過年度分が１９．６％、１９年度の過年度分が１３．９％、２０年

度分が８．４％であります。 
 水道料につきましては、１７年度現年分が９３．７％、１８年度が９３．５％、１９年度が

９４．１％、２０年度が９５．０％。過年度分が１７年度１０．０％、１８年度が１３．２％、

１９年度が１５．６％、２０年度が１８．２％であります。 
 下水道につきましては、１７年度現年分９４．１％、１８年度分が９３．７％、１９年度が

９５．３％、２０年度が９４．１％であります。過年度分につきましては１７年度９．８％、

１８年度は１８．４％、１９年度が１０．６％、２０年度が９．１％であります。 
 住宅の使用料につきましては、１６年度現年分が８８．４％、１７年度が９３．４％、１８年

度は９２．２％、１９年度が９１．３％、２０年度が８９．７％。過年度分につきましては１６年

が２７．７％、１７年が６８．２％、１８年が４１．７％、１９年が２７．３％、２０年度の

過年度分が１４．３％でございます。 
 以上でございます。 

〇議長（上野稔君） 
 ２問目の答弁を、加藤市民環境部長。 

〇市民環境部長（加藤寿一君） 
 それでは、新田議員の再質問にお答えいたします。 
 初、１点目であります省エネ効果があり、省電力につながるブドウのＰＲの効果を兼ねて

の緑のカーテンということだと思いますけども、今回、その緑のカーテン事業につきましては、

先ほどの答弁で申し上げましたように、夏の暑い日ざしを遮光したり、目隠しをするというこ

とで、エアコンの温度を下げながら、ＣＯ２の削減にも結びつけていくことでございまして、

逆に言いますと、冬は温かくなければならないということがございまして、そういう意味から

朝顔とかゴーヤというもので、夏は繁茂するけれども、冬は撤去ができるというのが基本的に

あるんではないかというふうに思います。そういう意味からいいますと、ブドウでありますと、

これは多年になってきますので、冬のところが非常に心配されるところでありますので、それ

らも含めて、ちょっと考えてみたいというふうに思っております。 
 それから２点目の、ＢＤＦの廃食油を飲食店からの収集でございます。 
 廃食油でございますけども、これは廃棄物処理法での分類でございますと、産業廃棄物に位

置づけをされております。産業廃棄物につきましては、通常は事業者の責任で処理することに

なっておりますけども、ただ、市が必要とする場合については、市が処理することができると

いう、こういう規定がございます。そういう意味から、現在、試行的にホテル、旅館からの廃

食油の収集を行いまして、これをＢＤＦ燃料に精製して利用しているというものであります。 
 したがいまして、市が廃食油を精製して利用するという、そういう目的があるということで、

市が事業としてできているわけでありますけども、同時にホテル・旅館におきましても、例え

ば送迎用のバスとか、あるいはボイラーの燃料としての利用を併せて検討いただいているとこ

ろであります。そういう意味で、市が今、事業を行っているというものであります。 
 今、ご質問にありましたように、飲食店からはどうかということでございますけども、同じ

ような状態でありますと、できるということでありますけども、ただ、精製したものを、当然、

有償で、買っていただいて利用していただくということがございますので、その確保がまずは
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必要ではないかというふうに思っております。 
 それから、あとまた収集する場合について、現在、試行的なものですから、市の職員が収集

しているんですが、飲食店等、多くなりますと、どうしても市から委託という方法をとらなけ

ればならいということになりますと、その契約を結んでいただくという、そういう必要な条件

もございます。それらのクリアしなければならない点がございます。 
 それから現在、給食施設とか、あるいは一般家庭から収集しております廃食油については、

ごみ収集車３台で利用しておりますけども、ほぼ、それらで賄えている状況でございますので、

あまり多くのものをこちらのほうに利用するというのも、現在のところはちょっと考えにくい

かなということがございますので、その利用先の確保ということを、まずは検討してからの対

応ということになるかと思います。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（上野稔君） 
 ３問目を、早川教育次長。 

〇教育次長（早川哲夫君） 
 新田治江議員の再質問にお答えします。 
 国分寺でございますけども、ご答弁申し上げましたとおり、４万６千平方メートルという広

大な土地がございます。この基本的な方針といたしまして、これはやまなみを生かした、壮大

さを感じることができる史跡の空間の整備というふうな、漠然とした言い方でございますけど

も、なっております。一番大切なことは、学術的にそれが解明されるかどうかということでご

ざいますので、るる申し上げましたとおり、調査を通じて、状況をよく解明した上で、今後、

どういうふうに再現していくかというふうな格好になろうかと思います。 
 それから俳句の部分でございますけども、おっしゃるとおり、飯田家、素晴らしいロケーショ

ンでございまして、嫌でも創作意欲が浮くような場所でございますけども、飯田家もごく 近、

一部につきまして、公開の機会はあるようでございますけども、今後また、もちろん持ち主が

いらっしゃるわけでございますから、相談しながら考えていきたいということで、答弁とさせ

ていただきます。 
〇議長（上野稔君） 

 再々質問はありますか。 
 新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 
 ２００９年の、２０年度の決算特集では、これを見ますと、いろんな決算状況が、いろんな

したことも、なんの事業に使ったかとか、すごく分かりやすくて、これはよかったと思います。

でも、１つ残念に思うことは、健全な状況も、赤字なし赤字なしで、市民はこれを見て本当に

大丈夫なんだという、そういう思いがあるので、先ほど市長も滞納については公表をしていく

こともさっき言ったようですが、やはり本当は公表してほしいんですけど、こういうところに

も滞納状況なんかも、やはりよく載せてもらいたいと思います。そして市民ミーティングの際

の、いろんなところの説明なんかも、これと同じで、やはりそういう滞納状況なんかにはふれ

ていないので、いろんな折あるごとに市民にも滞納状況などを説明して、状況をよく分かって

もらうということが、本当に市民と一緒にやっていくということにつながっていくと思います

ので、その点についてはいかがでしょうか。 
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〇議長（上野稔君） 
 梶原総務部長。 

〇総務部長（梶原清君） 
 滞納の状況について、広報へ載せるのが情報公開になるわけですが、納税者として多額の滞

納があることが、反面また逆効果の部分もありますので、具体的には、載せるか、載せないか

は検討していきたいと思います。 
 それから滞納者の氏名の公表でありますが、全国的には抑止効果を狙って条例化している市

町村もあるようでありますので、そのへんも、また状況も検討しながら、市でも条例化できる

かどうか、検討していきたいと思います。 
 以上であります。 

〇議長（上野稔君） 
 以上で、正正会の代表質問を終わります。 
 ここで、暫時休憩いたします。 
 再開は３時２０分。 

休憩  午後 ３時０５分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ３時２０分 
〇議長（上野稔君） 

 再開いたします。 
 日本共産党の代表質問を行います。 
 渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 日本共産党を代表いたしまして、代表質問を行います。渡辺正秀でございます。 
 年に１回は、市政のあり方の基本について質問いたします。そこで、質問通告の順番を変え

て、２番の市政のあり方から入りたいと思います。 
 小泉構造改革に代表される新自由主義構造改革は、地方を疲弊させ、貧困と格差を拡大し、

人々の心、そして日本社会をひどく傷つけました。人々の心、生活、日本社会と経済の回復は

容易ではありません。 
 多くの市町村、そして笛吹市も新自由主義構造改革の被害者であるにもかかわらず、新自由

主義構造改革に沿った行政改革を推進してきました。この行政改革は市政を混乱させ、行政能

力の低下をもたらし、地域活力の後退と市民の困難を拡大したものと私、考えます。 
 小泉構造改革は、国、自治体は駄目、民に学べ、民間にできるものは民間へと煽ったもので

あります。行政と企業は、おのずと性格を異にしております。企業は 大利潤を追求するもの

であり、オプトの事件にもみられるように、社会正義や社会的責任を目的にしてはおりません。 
 一方、行政は市民、国民の幸福や社会的正義を直接の目的にするものであります。残念なが

ら、笛吹市は今もって、新自由主義行政改革とは別の道、市民本位の市政改革の道があること

に気づいていないのではないかと思います。 
 以下、行政改革に関係する諸問題と市民本位の市政改革に関して、市長の所見を伺いたいと

思います。 
 まず、この間のいくつかのできごと、それと行政改革との関連についてであります。 
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 まず大型施設建設構想発表後、突発的な理由もないのに、数カ月で６構想中、２構想が暗礁

に乗り上げました。サッカー場構想は所管となるべき教育委員会、土地利用関係の産業観光部、

浸水対策関係の建設部との打ち合わせがほとんどないまま、経営政策部で企画されたというこ

とであります。権限集中で、事業課の知恵と力を結集した調査が不足したことが、暗礁へ乗り

上げた一因ではないか、伺います。 
 ２つ目は、支所は活力ある連帯の地域づくりや市民の困難、市民の諸活動に対する解決能力、

対応能力の低下が見られます。生活援護課は今日、明日の食べ物さえない、相談者に数日後の

訪問日まで生活保護の申請を受け付けず、では当面の生活費をどうするかということでは、社

会福祉協議会の福祉資金を借りろという対応です。ところが、社会福祉協議会へ行けば、返済

能力がたしかでない方には貸し出せない。こういう返事です。これでは、たらい回しではない

でしょうか。合併前の旧八代町では、保健師や社会福祉協議会は、問題を抱える全世帯の状況

を把握しており、何かあれば、すぐ連絡を取り合い、当事者と相談し、地域の協力も得ながら

解決を図りました。旧境川村の民生課は、村民からの相談に対して、一日と間を置かない。一

日、間を置いたら行政への信頼はなくなるからだと、こう語っておりました。 
 今は、こうした行政の姿、残念ながら見えません。これらは、保健師も本庁へ集中してしま

うなど、支所の権限、役割の縮小、経営優先で現場の課題、市民の願い軽視の表われではない

かと思います。 
 ３つ目に、指定管理で、平成１８年から２１年、４年間で３．８億円の経費節減効果があっ

たとしております。では、同時期の直営施設の経費の増減は、どうであったでしょうか、伺い

ます。併せて、この経費節減率、経費全体に対して、どれだけ減ったかという率についても、

併せて、教えていただきたいと思います。 
 ４つ目に、定員削減目標を達成するために、あるいは民間委託をするために、脱法的な臨時

職員の雇用が行われております。行政みずから不安定雇用と、ワーキングプアを増やしており

ます。このような反社会的行為はやめるべきではないでしょうか、伺います。 
 ５つ目に行革路線に対置して、以下の内容の市民本位の市政改革を求め、市長の所見を伺い

ます。 
 行政と企業の役割、この相違を明確にして市政改革を行うこと。 
 市民の困難打開、市民の願い実現を目指す市政改革とすること。 
 現場重視、支所充実の改革を行うこと。 
 縦割り行政を改善し、効率的な行政組織とすること。 
 競争より共同で効果を挙げていくこと。 
 公務員は市民全体の奉仕者であることを徹底していくこと、こういう内容でございます。 
 次の質問に移ります。 
 合併優遇措置が切れる５年後から１０年後の財政状況は、極めて厳しくなると聞いておりま

す。まず、財政の将来見通しと大型施設構想について、以下、質問いたします。 
 １つは、笛吹市の財政はこのままでいくと平成３０年には破綻、１４％もの人件費削減や国

保税、公共料金の引き上げ、都市計画税の拡大などで、やっと持ちこたえられると試算してい

ると聞いておりますが、そのとおりでしょうか。 
 ２つ目に大型施設を建設すれば、合併特例債の３割の返済と、それに加えて多額の維持管理

費で、将来財政に大きな影響が生まれます。したがって、大型施設建設の検討は、まず将来財
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政見通しをしっかり示した上で行うべきと考えますが、いかがでしょうか。 
 ３つ目に、多目的ホール建設検討委員会の会議は非公開と決めたといわれておりますが、

常々、情報公開を強調している笛吹市でありますので、副市長をはじめ市職員は傍聴許可を含

め、公開すべきとの立場をとったと思いますが、いかがでしょうか。 
 次の質問に移ります。 
 事業・予算精査についてであります。 
 枠配分方式、指定管理など、外形的な方法によって歳出削減を図ろうとする一方、市民の願

い実現の立場からの事業精査、予算精査が大変、貧弱だと私は思います。例えば、旧町村時代

から、私たちが言い続けてきた下水道事業や琴川ダムの問題。下水道事業では、やっと今年、

見直しが始まりました。水道事業では、琴川ダムの水ではなく、笛吹畑かんの余剰水を使えば、

水道会計の歳出が毎年１億円以上、少なくて済んだのではないでしょうか。こうした問題は過

去の問題ではありません。今年、教育厚生常任委員会は御坂体育館のトイレ破損の現場を視察

しました。この改修には、４千数百万円の予算が計上されておりましたが、議員の提案で３千

万円以上、少なくて修繕できることになりました。太陽光パネルを全学校に配置するために、

新たに９千万円の起債が必要という市の提案でございますが、これも莫大な付随工事が必要な

場所には、大型パネルは設置しない。このようにすれば、この９千万円の借金は不要になりま

す。さらに言えば、大型パネル設置可能校舎を絞り込んだ上で設計委託をすれば、委託料も大

幅に削減できたはずです。こうした具体的精査に、もっと力を入れるべきではないかと思いま

すが、市長の考えを伺います。 
 後の質問ですが、農林振興問題について、一昨年、６月議会以来、繰り返し提案してきた

新規就農者支援育成についてですが、県が新たな取り組みとして、農業後継者育成の里親制度

に着手しました。この制度の活用、そして市としても、やはり、こうした制度をつくる必要が

あると考えますが、この取り組みについて伺いたいと思います。また林業後継者育成でも、同

様の支援をする考えはないか、伺います。 
 以上で、日本共産党を代表しての代表質問を終わらせていただきます。答弁、よろしくお願

いいたします。 
〇議長（上野稔君） 

 当局の答弁を求めます。 
 市長、荻野正直君。 

〇市長（荻野正直君） 
 日本共産党、渡辺正秀議員のご質問にお答えをしたいところなんですけども、なんか大企業

が悪くてどうというふうな話から始まりまして、では、われわれは何を信じていけばいいのか

なと、すべてそういうものを否定したらどうなるんだろうかなと、そんなふうに、私には聞こ

えました。 
 順序が入れ替わっているようでございますけども、通告の順に従って、お答えをさせていた

だきます。 
 はじめに将来財政と大型施設建設構想についてでございますが、まず今後の財政見通しにつ

きまして、本市では現行制度に基づき毎年、以後１０年間の財政推計を行っております。財政

推計を行う一番の目的としましては、各年度の歳入歳出を適格に算定した上で、財政計画を立

案し、自治体の健全財政を維持していくことにあります。ご承知のとおり、平成３０年には地
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方交付税などは、現在よりも２０億円程度が減額されると予想しています。また、平成２６年

度までの合併特例債活用期間内において必要なインフラ整備を行ってまいりますが、必然的に

公債費は増大をいたしますし、扶助費等の伸びを勘案すると、当然、今後の財政状況は厳しく

なることが予想されるところであります。ゆえに財政破綻といわれる状況を防ぐために、今後

の財政状況を見通した上で、以前より行財政改革に積極的に取り組み、職員数の削減や事務事

業の見直し等、行財政改革に取り組んでまいります。 
 今後、合併１０年を過ぎますと、財政規模は縮小されると推計しておりますが、さらにスケー

ルメリットを生かして行財政経営に取り組むことにより、歳入歳出の均衡のとれた財政の健全

化が維持できると考えております。 
 次に、大型施設の建設にあたり財政見通しを示した上で行うべきとの質問でありますが、現

在、市では第２次行財政改革大綱を策定しているところであります。本大綱の素案として、大

型施設を建設した場合の将来の市の財政推計とした上で、集中的に取り組む改革プランを掲げ

ております。大綱が策定されましたら、広報やホームページにも掲載いたしますので、市民の

皆さんにも広く周知し、ご理解を深めていただきたいと考えております。 
 次に、多目的施設建設検討委員会の公開についてでありますが、付属機関等会議の公開に関

しましては、笛吹市付属機関等の会議の公開に関する要綱により定めております。多目的施設

建設検討委員会は、現在、この要綱に規定される会議ではありませんが、市民の皆さんの関心

も高く、市の将来にとって重要な会議であるため、この要綱に準ずることといたしました。要

綱第４条に、非公開の決定は付属機関等の長が行うと規定されておりますが、広く検討委員の

意見を伺うため、第１回検討委員会において、会議の公開、非公開について、ご議論をいただ

きました。委員会の結論といたしましては、会議の議事録および会議資料に関しては、原則、

全部公開を行うこととなり、市のホームページと経営企画課および各支所窓口で公開いたして

おります。 
 ただし、多目的施設建設について、賛成または反対の団体および個人の多くの方々がいらっ

しゃる中では、各委員の自由な発言が阻害されるおそれもあるなどのご意見の中、会議の傍聴

に関しましては、ご遠慮いただくことと決定されました。 
 続きまして、行政改革についてのご質問にお答えいたします。 
 まず、大型施設構想について調査不足であったのではとのことでございます。 
 従前の行政の事業執行の手法として、ある程度は行政サイドで計画を固め、その計画につい

て説明し、市民の皆さんに対して、ご理解を求めていくということがありました。しかし、本

市が目指す市民との協働のまちづくりにおいては、必ずしもこの手法は市民の皆さんが求めて

いるものではないと考えております。特に、大規模事業につきましては、基本の構想の段階で

皆さまにご提示申し上げ、協働して構想を練り上げていく必要があると思います。 
 このため、今回の大型施設整備構想におきましても、事業によりましては可否も含めての検

討を行っております。すべての事業において、多くの皆さま方のご意見をいただきながら、事

業によっては、計画を修正しながら検討を重ねてまいります。 
 次に支所の活力ある連帯については、厳しい財政状況や職員の削減に伴い、現在の組織体制

を維持していくことは、支所だけでなく本庁においても大変厳しくなることが予想されており

ます。アウトソーシングの取り組みはもちろんですが、本庁・支所ともにより簡素で効率的な

組織を目指して、機構改革を進めていくことは避けて通れないものと考えております。また、
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現在の市民サービスを維持していくためには、地域づくりや市民協働の仕組みをつくっていく

ことも非常に重要な課題だと考えております。 
 今後も、市民第一主義で生活者起点の行政経営を進めるために、簡素で効率的な組織づくり

を行ってまいります。 
 次に直営施設の経費増減についてのご質問でございますが、指定管理導入による経費節減状

況については、集中改革プラン策定時の計画値である３．８億円に対し、平成１８年度から

２１年度の４年間で、２．３億円程度の経費節減が見込まれたところであります。一方、直営

施設の経費節減状況については、施設の維持管理経費の多くが人件費、光熱水費、機器管理費

などの固定費用で占められておりますが、平成２１年度から地球温暖化対策実行計画により光

熱水費の削減に取り組んでいるところであります。 
 今後は、公共施設台帳の整備により施設ごとの経費、利用状況などを把握・分析し、一層効

果的な管理運営を図っていきたいと考えております。 
 次に、臨時職員の雇用についてのご質問であります。 
 現在、臨時職員など非正規職員の雇用数は、失業者のための緊急雇用対策分も含め、約

３７０名であります。この中には、１日４から５時間勤務の事務職や学童保育指導員、１日８時

間勤務の司書、調理員、保育士などがあり、勤務形態も職種もさまざまであります。また、正

規職員の産休や育児休業のための代替要員も含まれております。 
 現在、市では職員の定員適正化計画に基づき、職員数の削減を進めておりますが、ただ職員

を減らすのみではなく、町村合併によるスケールメリットを 大限発揮できる効率的な組織機

構への転換や事務事業の見直し、民間委託の推進、人材育成等による取り組みが不可欠であり

ます。そのために、臨時的雇用は変革期における対応の１つとして必要となっている状況であ

ります。 
 非正規職員が多い実態は、官みずからが働く貧困層をつくり出しているとのご指摘ですが、

臨時職員の賃金体系につきましては、近隣市の実態と比較しましても遜色なく、妥当なものと

考えております。 
 今後につきましては、業務の内容などに応じて正規職員、臨時職員の役割分担を明確にする

とともに、臨時職員の処遇改善につきましても必要な検討を進めてまいります。  
 次に、行革路線に対置して所見を伺うにお答えいたします。 
 行革路線に対置する市民本意の市政改革をとのご意見ですが、私の施政における基本的な理

念をよくお分かりになっていないと存じます。丁寧にお答えいたしますけれども、行政改革も

市民本意の市政改革も、決して異なるものではありません。市民第一主義を市政の柱としてい

る私にとって、行政改革は、時代の要請に合わせて行政の仕組みを改める、いわゆる、その時

代における行政の質の向上を目的としたものであり、その延長に健全な自治体経営の実現があ

り、そこに市民本位の市政が存在するものと考えております。 
 言われるまでもなく、企業はその経営活動を通じて、基本的には利益を獲得することを目的

としておりますので、住民福祉の増進を主目的とする行政とは、その役割は異なります。しか

しながら、企業経営に見習うべきところは多々見受けられます。それは品質管理であり、情報

管理であり、資産の有効活用であり、ＰＤＣＡサイクルといった経営手法であります。人、モ

ノ、カネ、時間、情報などの経営資源は効率的・効果的に活用することによって、企業の場合

は利益に、行政の場合は住民サービスの向上に直結するものであると考えます。企画し、実施
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し、評価し、次の行動につなげるといったサイクルは、企業の場合は利益に、行政の場合はそ

の質の向上を図ることができるものであると信じております。 
 また、ある有識者は、公務員と企業社員との違いを「潜在能力ではなく、スピードとコスト

意識である」と指摘しています。なぜ企業はスピード第一かと申しますと、時間がかかると損

をする、儲けるチャンスを失うからであります。行政において、スピードとコスト意識の高ま

りは、あらたな時間と財源を生み出し、それを市民が求める新たな行政サービスに投資するこ

とを可能とするものです。もちろん、スピードを追求するあまり、事務・事業の本来の質が失

われては本末転倒ですから、そこのところはよく見極め、適正な業務執行に努めなければなり

ません。 
 さて、これからの自治体行政は、地域主権の名のとおり、住民福祉の増進を図ることを基本

として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く持ちつつ、みずからの判

断と責任において誠実に管理し、および執行する義務を負わなければなりません。現在、厳し

い社会経済情勢の中での歳入の減少や、さらに平成２７年度からの交付税の段階的減額など大

きな課題がある中で、民間にできることは民間に委ねるなど、行政の効率性を追求しなければ、

地域社会の持続的発展を可能とする改革は、実現できないと考えております。 
 なお、議員がおっしゃるとおり、市民との協働によるまちづくりについては、現在取り組ん

でいるところであります。また、議員が言われるような無謬主義については、必ずしもそのよ

うな考えで行政執行を行っているものではありません。事務の執行にあたっては、市民第一主

義で生活者起点の行政推進の考えに立ち、法令、条例に照らして行っているものであります。 
 続きまして、事業精査・予算精査についてのご質問にお答えいたします。 
 本市では、常に市民第一主義の視点に立ち、限りある財源を有効に活用すべく、鋭意努力し

ているところであります。 
 ご指摘のありました、下水道事業の見直しや上水道の水源問題については、合併以前からの

継続してきた大事業かつ懸案事項でありましたが、笛吹市誕生５年目になり、一定の道筋を編

み出したところであります。御坂体育館の修繕工事についても、トイレの下の配管の異常が発

見されたため、急きょ補正予算で対応したところでありますが、幸い土壌汚染の問題もないこ

とが分かり、予算計上額よりも安価な経費で済むこととなりますが、予算措置的にはなんら問

題がなかったと考えております。 
 また、学校太陽光発電システム整備についても、国の第一次補正予算分の公共投資臨時交付

金が充当できることから、補正対応により芦川地区を除く市内１８小中学校に整備できる運び

となりました。当事業は約５億円の費用が掛かるわけですが、８割を国費で充当でき、残額分

についても交付税措置割合の高い補正予算債、学校施設債で対応いたします。 
 設計業務が終了次第、順次学校単位で発注を行う予定ですが、地域への景気回復はもとより、

公共施設の低炭素対策、子どもへの環境教育と多くの事業効果が期待できるところであり、決

して事業・予算精査に問題があったとは考えておりません。 
 今後とも、事業の有効性を検証し、真に必要な経費の精査と予算精査に努めてまいります。 
 続きまして、農業後継者育成などについてのご質問にお答えいたします。 
 平成２２年度から県事業として、新規就農希望者に優れた栽培や経営管理技術を持つ農業者

のもとで、長期間実践的な研修を受けることで就農に必要な技術を習得させ、就農をサポート

することを目的に、就農定着支援里親制度がスタートいたします。 
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 市の役割として、里親および研修生選定への協力や就農時の農地確保の支援等が求められて

おりますので、積極的に役割を果たしていきたいと考えております。また、市の後継者育成対

策としては、昨年７月に立ち上げた援農支援センターにおいて、新規就農者の農業技術の向上

を図ってまいりました。さらに、２２年度からは農業で自立を目指す農業後継者に対し、笛吹

市新規就農農業後継者支援金交付制度をスタートさせ、農業後継者の定着化による農業の活性

化を図っていきたいと考えております。 
 また、林業後継者の育成につきましては、林業労働者の福祉の向上および確保を図り、林業

の安定した発展を期すために、森林組合などに雇用されている林業従事者に対し、林業労働者

通年就労奨励事業として助成しております。この奨励金を給付することにより、就労の安定化

を推進し、林業就労者の確保につながるものと考えております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（上野稔君） 
 再質問を許します。 
 渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 時間がございませんけども、私、企業が悪いなど 初から言っておりません。企業と行政は

性格が異なるという事実を言ったまででございます。 
 再質問ですが、まず農業後継者育成に大きな一歩を踏み出したことについて、農林振興課を

はじめ関係者に敬意を表したいと思います。さらに中途半端で終わることなく、笛吹の農業、

これが継続して維持できる、発展できるような、そういう後継者育成、そこまで広く、力強く、

今後進めていっていただきたいという要望でございます。 
 大型施設については、ぜひ市長に、これ以上のツケを残さないように、慎重かつ透明な検討

を行っていただきたいとお願いしたいと思います。 
 再質問でございますが、１つ目は生活保護について、２つ伺いたいと思います。 
 生活保護は国是として、日本国民は健康で文化的な 低限の生活を維持する権利を有すると

いうことでございまして、当然、これは国が基本的に行っている事業、法定受託事務でござい

まして、４分の３、国費が直接くるわけですが、４分の１は、この交付税で措置されていると

いうのが、この前の３月１７日の参議院の総務委員会での議事録にも、そういうことは載って

おりますし、さらに星野菜穂子さんという、和光大学の准教授の７０ページにもわたる論文が

ございますけども、そこでも４分の１について、基本的に１００％、措置されているんだとい

うことになっております。このことを特に強調するのは、この生活保護者が増えると、あたか

も地方財政が疲弊するというような言い方がされているわけですが、その事実はないというこ

とについて、もし、そこを確認いただければ、お願いしたいと思います。 
 それから生活保護申請の意思が明確に示されたとき、申請自体を認めないということがあり

得るのか。また申請を受理しないまま、保護決定のための調査をしてよいのか。事実、こうい

うことが行われております。こういうことはやめるのか、どうなのかということでお伺いした

いと思います。 
 そして、次に小中学校の太陽光発電施設の設置については、先ほど申しましたように、これ

は特に大型の校舎の改築等をしなければ、９千万円の新たな起債というものが必要なく、この

事業をやれると思うわけですね。この点について、９千万円を新たに起債しない方法というの
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を検討、考えているのかどうなのかということについて、伺いたいと思います。 
 それから臨時の職でない仕事に臨時職員を雇用しているということは、紛れもない事実でご

ざいます。この点について、行政改革の推進委員会等で、なんとかしなければならないという

ような発言は、まったくなかったのかどうなのか、伺いたいと思います。 
 以上でございます。 

〇議長（上野稔君） 
 当局の答弁を求めます。 
 河野福祉事務所長。 

〇福祉事務所長（河野修君） 
 渡辺議員の再質問、まず生活保護につきまして、お答えを申し上げます。 
 議員おっしゃるとおり、生活保護の、補助金につきましては４分の３、自治体が４分の１で

ございます。なお、この前もお話をしましたけども、その４分の１について、地方交付税措置

がされておりますが、では果たして、その交付税で４分の１が１００％きているのかというこ

とにつきましては、把握できておりません。 
 それから申請の意思があれば受理、意思があっても受理しないのかというようなことでござ

いますが、私どもは申請の意思を確認いたしまして、なおかつそこで在宅の、居住の確認をさ

せていただいて、それで遡って申請の意思があった日に申請を受け付けるようにということで

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（上野稔君） 
 では行革の件を、鈴木財政課長。 

〇財政課長（鈴木幸弘君） 
 渡辺議員の再質問の行革の中での正規職員、また臨時職員についての仕事の業務のことにつ

いて、行革の中で話があったかということについてのことをお答えさせていただきたいと思い

ます。 
 行革の中では、当然ながら職員の削減の話が出る中で、臨時職員についても一緒に加えた中

で検討しなさいという話は出ました。その中を業務についてまでは、入っての話は出なかった

というふうに記憶しております。 
〇議長（上野稔君） 

 続いて太陽光の部分を、早川教育次長。 
〇教育次長（早川哲夫君） 

 太陽光発電につきましては、委員会でもるるお話をさせてもらっているところでございます

けども、学校の屋上に乗せるということで、全部の学校の屋上の防水が完璧であるならば、こ

の９千万円なりはいらないわけでございますけれども、これを機会にといいますか、防水がで

きない限りは、太陽光発電もむしろできないということでございますから、これを機会に、そ

こにお金を使って防水にすると、こういうことでございます。 
 以上でございます。 

〇議長（上野稔君） 
 再々質問。 
 渡辺正秀君。 
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〇７番議員（渡辺正秀君） 
 まず生活保護の問題についてですけども、非常にこの財源について、市の負担が大変になる

とか、そういうことを心配される動きが多いわけなんですけど、この問題、非常に政策的な選

択をするというのも、性急なわけです。私もこういう資料を持っておりますけども、ぜひ正確

にいたしまして、それから、そのことを報告していただきたいと思います。 
 それから、もう１点。生活保護、申請を受理しないままに、保護決定のための調査を行うと

いうことは違法であります。申請をしていない段階で調査をするというのは、困窮者に対する

調査をどんどんやっていいと。申請を受け付けないでやっていいということになりますから、

その手順というのは、やはり変えるということをお約束いただきたいと思います。 
 以上です。 

〇議長（上野稔君） 
 河野福祉事務所長。 

〇福祉事務所長（河野修君） 
 財源につきましては、財政課とも協議いたしまして、私のほうもお聞きしたいというふうに

思っております。 
 それから生活保護の申請でございますが、 初に来たときに、いろいろ調査をしなければ、

その人が果たして生活保護に該当しているのかどうかということが分かりませんので、その調

査をさせていただくということで進めたいと思っております。 
 以上で、答弁といたします。 

〇議長（上野稔君） 
 池田経営政策部長。 

〇経営政策部長（池田聖仁君） 
 生活保護費の４分の１の負担にかかる部分の、交付税措置がされているんではないかという

話でございますけども、基本的に基準財政需要額にそのものが算入されておるということでご

ざいます。しかしながら、昨今の厳しい経済情勢の中で、失業者も多々増えてまいりますし、

生活保護受給者も増えておるというのが現状でございまして、現在の基準財政需要額に算入さ

れている金額に近いほどの市の負担がございます。 
 ちなみに、数字はここに持ってきておりませんけども、他の自治体では基準財政需要額に算

入されている数字以上に、自治体の支出があるという自治体もございます。大変、厳しい時代

でございます。 
 答弁になったかどうか分かりませんけども、以上でございます。 

〇議長（上野稔君） 
 以上で、日本共産党の代表質問を終わります。 
 続いて、新和会の代表質問を行います。 
 堀内文藏君。 

〇１０番議員（堀内文藏君） 
 新和会の堀内でございます。代表質問をさせていただきます。 
 再生資源を生かし循環型社会を目指す、市のバイオマスタウン構想計画を伺います。 
 ごみの焼却でダイオキシンが大きな社会問題になり、その後、循環型社会の確立をいわれ、

約１０年が経ちました。この間、ダイオキシンを規制する法律や循環型社会関連の法律が整備
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され、表面的には汚染対策も循環型社会づくりも順調に進んでいるかのように見えますが、表

向きだけで、市民サイドでは現在、ごみリサイクル問題や循環型社会づくりをどのように捉え、

いかなる方針で取り組んでいけばよいか確固たる答えが出ず、混乱が続いているように思われ

ます。 
 市民や自治体がごみリサイクル問題を、いかなる視点で発展させていけばよいのか。また産

業政策としての循環型社会づくりをどのように進めていくのか。笛吹市は、可燃ごみ５３％減

量化を目指す中で、一般市民をはじめ各地の環境指導員等の協力を受け、減量化の目標達成に

向け、強力に事業推進を行っている。この取り組みはインターネット等を通じ、全国に発せら

れ、高い評価を受けております。特に昨年度よりバイオマスタウン建設計画を立て、生ごみ、

汚泥等の堆肥化を進める傾向にあり、先進地の視察等も行いながら研究を重ねておりますが、

その構想計画の中身を伺います。 
 微生物菌による超高温好気性発酵システムによる生ごみ、下水道汚泥、産業汚泥、廃油等の

堆肥化によるごみの減量化と堆肥の作物への安全性、経済性、将来性の見通しは。また、ごみ

の堆肥化となると、建設場所により悪臭等による地域住民への公害等への心配が懸念されると

ころでありますが、この点、どのようにクリアしていくのか、お伺いいたします。 
 次に処理場の処理能力を日量何トンくらいの規模を想定し、建設費を土地代、付帯設備等を

含め、おおよその資産と処理場運営を市営方式で行うのか、運営ＰＦＩ方式で行っていくのか、

そのときの建設費の負担割合等も考えがありましたら、お聞かせ願います。 
 また次に生ごみをはじめ、原料の収集、また収集範囲の対象地域は笛吹市内でいくのか。以

外としたら、どこまでを想定し、調達して行っていくのか。また、全国的に家庭ごみや産業ご

みは有料化が進展しているが、排出量に応じて手数料を取って、市民に負担を求めていくのか。 
 次に微生物菌による堆肥化された有機肥料は、笛吹市の果樹や野菜の栽培農家には、 適な

肥料となるよう思いますが、活用方法とできた生産物の販売促進が農家収入の増大につながっ

てこそ、この事業の成功であり、目的を達成したこととなると思いますが、市長のお考えを伺

います。 
 次に、果樹の剪定枝を活用したバイオマス燃料化と堆肥化を考えているのか、伺います。 
 市は各農家団体にチッパー購入補助金を出して剪定枝のチップ化を進め、剪定枝を燃やさな

いことによるＣＯ２削減を図り、大変、好評を得ておりますが、ほかに微生物菌を使っての堆

肥化を進めているか。剪定枝によっての活用に、ペレット化し農業用ボイラー、または家庭用

ストーブの燃料として活用していく考えがあるかを伺います。 
 いくつかの質問をいたしましたが、現時点での市長の考えを構想の範囲の中で、詳しくお答

えいただければ、幸いでございます。 
 以上、質問を終わります。 

〇議長（上野稔君） 
 当局の答弁を求めます。 
 市長、荻野正直君。 

〇市長（荻野正直君） 
 新和会、堀内文藏議員の代表質問にお答えをいたします。 
 平成１９年１１月に笛吹市バイオマスタウン構想を策定し、目指す将来像を農と食と微生物

を生かした地域ぐるみで取り組むバイオマスの郷づくりとして、有用微生物の活用による土づ
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くりを中心とした循環型、環境保全型農業の推進を目指しております。 
 具体的には、チッパー共同購入補助事業などによる果樹剪定枝のチップ化、また、実証実験

として市内３カ所のモデル地区の生ごみや学校給食の残渣などを微生物を使い堆肥化し、市民

に無償提供することで、バイオマスの出し手、受け手の双方に新たな参加者を取り込んでまい

りました。 
 これらの取り組みを踏まえ、生ごみの堆肥化などを集中的に行うバイオマスセンターの建設

に向けて、先進地の視察等、情報収集に努める中、昨年１２月に市役所関係課長を中心に、県、

ＪＡ職員などで構成する笛吹市バイオマスタウン事業化計画検討委員会を立ち上げ、現在、笛

吹市バイオマスタウン事業化計画の策定を、３月末を目途に進めているところであります。 
 主な検討の内容としては、１つ目として市内の食品系生ごみ、廃食油、剪定枝や汚泥、家畜

の排泄物などのバイオマス賦存量の推計、また、これらの収集可能な利活用量の推計。２つ目

として、堆肥化の方法、木質のペレット化等のバイオマス変換技術と、これらのランニングコ

ストの検討。３つ目としてチップ、堆肥などのバイオマスの分配の検討。４つ目として市営、

民営などを想定した法的な許認可等の検討を行っています。 
 これらの検討をもとに、３月末には詳細が明らかになってまいりますので、 適な処理技術、

施設規模、施設整備費、収集運搬の手法・範囲、負担のあり方を含めた維持管理等の概算算定

と事業可能性の評価を行い、事業化を進めてまいりたいと考えております。平成２２年度には、

この事業化計画に基づき、センターの建設に向け用地の選定も進めてまいりたいと考えており

ます。センターの建設について心配される悪臭、騒音などの環境対策にも万全を期し、周辺地

域の理解が得られますよう、努力をしてまいりたいと考えております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（上野稔君） 
 再質問を許します。 
 堀内文藏君。 

〇１０番議員（堀内文藏君） 
 どうも、ありがとうございました。 
 全体的に質問内容が早すぎて、まだ実態が３月末でないと出てこないということで、ちょっ

と私にすれば不完全燃焼なんですけども、これからを期待しております。 
 例えば生ごみ、微生物菌、例えばＹＭ菌を使ったとき、これは高温で処理されて、堆肥化さ

れた場合、非常にいい有機質肥料ができると。これは今もすでに市販されていまして、一般農

家に普及されて、効果を表しているということですが、先般、埼玉県の羽生市のごみの焼却場

を研修させていただきました。施設のほうは、この循環型で利用しますと、生ごみと汚泥を、

脱水機を通して炭化炉、要するにＡ重油で処理しているんですけども、非常に高温ではありま

すけども、そのあとに重金属、水銀等が残って市販ができないと。肥料としては十分、効果は

発揮するんですけども、こうした重金属で販売できないということで、市民に対して無料で希

望者に配布されているということのようでございます。 
 この施設ですけども、平成１７年にできました。総額で２４億円。７名のスタッフで運営を

しているんですけども、年間１億５千万円以上の経費がかかると。１億５千万円というと、１日

に直しますと、４２万円ぐらいを燃しているということですけども、これはあくまでも市民の

税金で処理されていまして、なんのメリットもない。施設そのものは臭いもなくて素晴らしい
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施設でして、われわれも内容を聞くまでは、非常にいい施設だと見ていましたけども、内容を

聞きましたら、非常にこうした施設にしますと、市の負担が多く、大変だなと。そういうこと

で、できたら安全な堆肥をつくるということで、当然、市長とすれば、そういう経済性という

ことも十分考慮しながら、 終的には市の負担にならないような方法で、しかも、この肥料が

市民に普及して、いい果物、野菜等ができること、これが一番の目標だと思いますけども、そ

のへんはいかがでしょうか、お聞かせ願います。 
 もう１つ、あります。次にバイオマスの問題、木質バイオマスの点で質問いたします。 
 果樹の剪定枝、また山林の間伐材、これらをチップやペレットにしまして燃料化し、これら

が 近、ＣＯ２削減ということで、非常にみな、政府等も力を入れているようでございます。

県のほうでもＣＯ２削減ということで、非常に力を入れているようでございますけども、一般

にこれが普及するには、まだ需要が少ないということで、ペレットの単価が高すぎると。ストー

ブのほうも、外国製品だと３０万円。日本製でいきますと、２０万円から２５万円ぐらいで出

るということですけども、非常にこれは熱効率がよくて、灯油等を燃したときはすぐ冷めてし

まうけども、このストーブを使ったときには、非常に温度のもちもよくて、非常にそういう点

では経済的だということでございます。 
 これらが今の段階では、電気ストーブや石油ストーブに比較すると割高で、なかなか普及が

うまくいっていないんですけども、山梨市ではすでに農林水産省なんかの補助金を経て、この

ペレット工場へ対しての補助金制度を確立して、普及を促していると。また庁舎にも一部、ペ

レットを使った暖房ストーブを置いて、市民に使ってもらっていると。また同じく山梨市では、

３万円の補助金を出して、各家庭にペレットのストーブを設置するについての補助金を出して

いるということですが、このへんを市長はどう考えているのか。 
 また、やはりストーブが高いということで、一般普及が少ないということですが、できまし

たら、市内にも鉄工屋とか鉄骨屋さんがいますので、そういうところへ補助金等も考えながら、

開発し、販売していくような方法。また市内にも製材工場等がありますから、そういうところ

ともよくしながら、山林の間伐材、また剪定の剪定枝、こういうものが本当に再生できて、Ｃ

Ｏ２削減、環境汚染を少しでも少なくしてくれればいいと思いますけども、この２点について

いかがですか、お聞きいたします。 
〇議長（上野稔君） 

 荻野市長。 
〇市長（荻野正直君） 

 バイオマスタウン構想につきましては、笛吹市の基本的には生物を使った、いわゆる循環型

社会を構築していこうと、こういうのが現在のバイオマスタウン構想の基本であります。した

がって、過日も一部の議員の皆さん方にご覧いただきましたけども、ＹＭ菌を使って、そして

高発酵ですね、１３０度ぐらいまで温度を上げて、そしていわゆる堆肥を作った場合には重金

属類、これはやっぱり、応用微生物の世界でありますから、どういう感じか、私もよくそのへ

んは、いわゆる本人も言っておりましたけども、いずれにしても、検査しても検査しても基準

値以下だと、こういうふうなお話を伺い、これは使えるなという形で考えております。 
 また今、北海道のほうにＥＭ菌を使った堆肥工場が完成いたしております。これにつきまし

ては、農業委員会で、まだ確定はしていないんですけども、この秋には行って、それの視察も

してくる、こんなふうな話も聞いております。 
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 いずれにしましても、応用微生物を活用して、そしてなおかつ、いわゆる重金属類が出ない

ような、そういう体制の、菌を使ったものにしていきたいというふうに思いますし、また運用

にあたりましては、これ、特に廃棄物でありますとか、いろんな、さっき汚泥の話が出ました、

これは厚生労働省の管轄であるとか、あるいはいろんな、いわゆる個所が入ってくるわけです。

そういったものを一手に、やはりお願いするには、市の直営方式ではなくて、ＢＤＦ、あるい

はＰＦＩ方式等々を視野に入れながら、どういう方式が一番ベターかというふうに検討をしな

がら進めてまいりたいというふうに思います。 
 また、この件につきましては先駆けて、先ほど市販の肥料があるというふうなお話もござい

ましたけども、これについても市販の肥料をできるだけ早めに、工場を造る前に、それを活用

させていただいて、そしてその実証実験も併せてしていきたいというふうに思います。 
 また、この菌の状況でありますけども、先ほど羽生市の例を挙げて、年間１億５千万円もか

かるというお話でしたけども、現在の私どもの調査の範囲内では、逆に、例えば下水汚泥なん

かを利用した場合では、今、峡東の流域下水道で処理している費用は、トン当たり１万６千円

プラス運賃であります。運賃はどこへ運んでもかかるわけでありますけども、この費用がこの

施設を使うと、今、私どもが見学した鹿児島県では、約８，８００円で処理をしているという

ふうな話を聞いております。したがって、そういったことを十分に検討した上で、なおかつ市

の、のちのちのランニングコストがかからないような、そういう方向でこういう施設は、私は

建設すべきだと、かように思っております。また、いろいろお気付きの点がありましたら、教

えていただければというふうに思いますし、また木質系バイオマスのいわゆるチップ化、ペ

レット化であります。ペレット化につきましては、実は山梨市においては、この生ごみをそう

いう形で使うんではなくて、実は木質系ペレットに注目をして、今、実験を行っております。

たまたまでありましょうけども、某業者と、いわゆる交渉が成立して、その製材会社でありま

すけども、そこでペレットを作って、そして市でも使ったり、あるいは一般の家庭でも使った

りという形で、今、実験をしているというふうに伺っております。実験結果については、まだ

聞いておりませんけども、ただ１つ、聞きましたのは、やはり木質系の、いわゆるペレットで

ありますから、暖房としては非常に体にやさしいエネルギーだというふうに伺っております。

これにつきましても、今の、私どものバイオマス、いわゆる応用微生物を使った循環型という

ふうなことで進めておりますけども、併せて検討・研究をしていきたいというふうに思ってお

ります。よろしくご理解をいただきたいと思います。 
〇議長（上野稔君） 

 再々質問はありますか。 
 堀内文藏君。 

〇１０番議員（堀内文藏君） 
 笛吹市の約６０％が山林であります。 近、山のほうも環境的に非常に見直されまして、国、

県、また市でも大変、努力していただきまして、山の手入れが進んでおります。ただ、この間

伐材をどういうふうにするかと。あのまま、山へ捨ててしまうと、本当になんの役にも立たな

い。しかし、それを出してきてすれば、やはり、これは十分、そうした環境面についても配慮

されて、非常にいいと。今のところ、ペレットはちょっと高いということで大変ですけども、

やはりそういうことをいろいろな点でしていくと、やはりコストが下がって、非常にこれから

普及していくものではないかと。そして、それがまた林業政策にも非常につながり、すべて循
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環型という理想の形になるんではないかなと、そんなことを１つ思います。 
 その関連ですけども、外国製のストーブで約３０万円。先ほど申しました。日本製で２０万

円から２５万円です。ペレットが２０キロで、今のところ４５０円ぐらい。しかし生産量が増

えれば、もっとコストが下げられるということですけども、実はこの間、委員会で保育園のス

トーブを切り替えるということで、ＦＦ式のストーブが３０万円。総額で４００万円ぐらいの

説明を受けたんですけども、今言うと、ストーブからいっても、それほど、ペレットが高かっ

たり、今のところ全体的にはコストが高いようですけども、これからやはりそういうことも、

試験的にも必要と思いますので、もし市のほうで、次からそういうような計画があるんであれ

ば、こうしたペレット式のストーブを、チップ化した材料を使うとか、いろいろ、それなりの

ストーブがあると思いますけども、そういうものを導入していく気があるのか、そのへんはい

かがでしょうか。 
 そして先ほどもちょっと言いました、産業的にストーブの製造業者みたいな、そういうこと

は今からの問題だと思いますけども、考えていただきたいと。できれば、そういうストーブな

んかも、市の１つの産業みたいなことに出れば、いいものが出れば、全国的に普及しますから、

十分、そのへんのこともできると思います。そのへんのことを業者とうまく話をしながら、な

んとか市のほうでも、先導的な役割の中でいきたいと。そのへんはいかがでしょうか。 
〇議長（上野稔君） 

 荻野市長。 
〇市長（荻野正直君） 

 先ほど申し上げましたように、私の頭の中でペレットに関しては、いわゆる応用微生物を活

用した循環型社会ということで頭がいっぱいでございまして、例えば、この間もリニアの残土

捨て場、あそこにたくさんの竹があったんですね。竹を捨ててしまうと。これはもったいない

ということで、これもチップにしまして、そして各農家にお配りをしたというような経過があ

りまして、今、堀内議員のほうから、いわゆる笛吹市の面積として、約５８％ぐらいがいわゆ

る山林であります。やっぱり、それを考えますと、たくさんの量でありますから、いわゆる、

そういう角度で、もう一度、私のほうも検討をさせていただきたい、勉強させていただきたい、

そういうふうに思います。よろしくお願いします。 
〇議長（上野稔君） 

 河野福祉事務所長。 
〇福祉事務所長（河野修君） 

 堀内議員の再々質問でございますが、前回の委員会できめ細かな臨時交付金事業で、御坂西

と御坂北に、ＦＦ式ストーブを入れるという話をさせていただきまして、今のところ、クリー

ンで熱効果もよいということと、それから子どもを預かる保育現場ということで、安全を第一

に考えまして、また操作も簡単であるということでＦＦ式にいたしました。 
 今後、入れていくという、導入にあたりましては、うちの市長も環境等につきましては、力

を入れておりますので、また、そのペレット式ストーブにつきましても研究させていただいて、

検討していきたいと思います。 
 以上で、答弁といたします。 

〇議長（上野稔君） 
 以上で、新和会の代表質問を終わります。 
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 本日の議事は、すべて終了いたしました。 
 明日３日は、午前１０時から再開します。 
 本日は、これにて散会いたします。 
 ご苦労さまでした。 

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

散会  午後 ４時２５分 
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再開  午前１０時００分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（上野稔君） 

 おはようございます。 
 ただいまの出席議員は２４名であります。 
 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 
 本日、傍聴の申請があり、これを許可しましたので報告いたします。 
 傍聴人に申し上げます。 
 傍聴人は議事について可否を表明し、または騒ぎ立てることは禁止されておりますので、静

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

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

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（上野稔君） 
   日程第１ 「一般質問」を行います。 

 今議会へは、９名から１８問の通告がありました。 
 質問は、通告順に行います。 
 念のため、申し上げます。 
 なお、関連質問については、申し合わせのとおり同一会派のみ１０分間としますので、ご承

知願います。 
 それでは２０番、渡邉清美君。 

〇２０番議員（渡邉清美君） 
 公明党の渡邉清美です。２点、質問させていただきます。 
 はじめに環境エネルギー政策について、お伺いいたします。 
 ２００８年の金融危機以降、世界各国でグリーンニューディールという言葉を耳にするよう

になりました。このグリーンニューディールは、金融危機・気候危機・エネルギー危機を解決

する政策と言われています。２００８年８月、イギリスの研究グループが構想を発表。その後

の世界的な金融危機の中で、新たな産業と雇用を創出し、経済危機を克服する手段として注目

を集めるようになりました。もともとのニューディールは、７０年前の世界恐慌時代にアメリ

カのルーズベルト大統領が行った公共投資などの経済政策などを指しますが、グリーンニュー

ディールでも限られた財源の中で大きな効果をあげる、賢い政策が求められています。 
 中でも地球温暖化を防ぎ、経済と産業が活性化される太陽光発電などの自然エネルギーは、

グリーンニューディールの中核をなす分野です。自然エネルギーは、数年前まで２兆円市場で

したが、毎年６０％を超える成長率を保ち、１５兆円規模の市場に拡大。１０年後には自動車

産業と並ぶ、１５０兆から２００兆円市場になると予想されています。 
 時代は自動車産業から自然エネルギー産業へと、大きな転換期を迎えています。この市場の

半分はヨーロッパ、４分の１はアメリカ、８分の１は中国が占めていますが、日本はわずか２％

に留まり、完全に立ち遅れている状況です。 
 日本が時代の変化に取り残されている理由の１つは、環境問題は元来、大気汚染や水質汚濁
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といった限られた領域の問題で、これが地球規模の問題へと性質を変えていき、欧州では自分

の国の大気汚染などの教訓から、拡大生産者責任や汚染者負担原則といった新たな社会原則を

生み出し、これらは欧州連合の立憲原則にも取り入れられました。 
 日本では、生産設備から排出される環境汚染因子を固定化したり、中和化したりといった極

小技術は進んだものの、問題の継承や社会全体の予防原則の確立が欠けているのではないかと

もいわれています。 
 これらは、その後の環境と経済の融合にも影響し、欧州では経済言辞の中に環境の要素を入

れる一方、環境政策の中に経済手法を活用するエコロジー的近代化が起こりました。日本はこ

れまで、モノづくりで高い評価を受けてきました。しかし、知的社会化が進んだ現代では、普

遍性のある共通の知識を基盤としたビジネスでなければ、生き残れないと言われています。事

態は極めて深刻ですが、現実を１つずつ変えていくしかありません。大事なことは、環境分野

での成功例を小さな単位から、つくっていくことではないかと思います。本市としても、自然

エネルギーを活用した一つひとつの取り組みが重要になってまいります。 
 そこで、環境エネルギー政策についてのお考えをお伺いいたします。 
 ２点目としまして、オストメイト、人工肛門、人工膀胱保有者の方々の災害時の備えと安全

について、お伺いいたします。 
 人工肛門、人工膀胱保有者の方々は、日常生活を送るためには腹部につくられた排泄口用の

装具を片時も手放すことができません。装具は消耗品で、その形状には個人差があるため、災

害時に自宅に保管された装具を持ち出せなかった場合の対応が課題であります。 
 神奈川県横須賀市では市内全９カ所の市行政システム、いろいろなところの設備、そしてま

た、市総合福祉会館内にある各施設の倉庫にクリアケースが用意され、これらの方々は自分が

使用する装具をバッグに入れ、クリアケースに預ける仕組みとなっております。装具が約

２０人分ほど保管できるケースに入れられ、スペースが足りなくなった場合は、その都度、市

がケースを保管して重ねていく。新たに新しいものを入れていくという形をとっているそうで

す。そして、また長期間保管すると、この装具が傷む可能性があるために、利用者には半年に

一度、市から装具の交換を促す通知を発送しています。 
 本市においても、これらの装具保管の取り組みの必要性を強く感じますが、当局のご所見を

お伺いいたします。 
 以上で、質問を終わります。ありがとうございました。 

〇議長（上野稔君） 
 当局の答弁を求めます。 

 １問目の答弁を、加藤市民環境部長。 
〇市民環境部長（加藤寿一君） 

 渡邉清美議員の、環境エネルギー政策についての一般質問にお答えいたします。 
 グリーンニューディールに対応して、日本でも緑の経済と社会の変革とする太陽光発電設備

設置補助・太陽光発電買電価格の引き上げ、エコカー減税、家電購入時のエコポイント等の施

策が展開されています。笛吹市では、合併当初から太陽光エネルギーを利用した住宅用太陽光

発電システムを設置された、市民に対しての補助を行ってまいりました。平成２１年度は、２月

現在、５０件の補助金交付を行っております。 
 また平成１９年２月には、廃食用油からバイオディーゼル燃料を精製できる廃食用油資源化
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プラントを稼動させ、一般市民、市内保育所、小中学校給食共同調理場等から収集した廃食用

油によって、バイオディーゼル燃料を精製し、平成２１年度は２月現在、８，５００リットル

をごみ収集車の燃料として利用しています。 
 平成２０年度に策定した笛吹市地球温暖化対策実行計画の中では、すべての公共施設におけ

る電気使用量削減のためのウォームビズ、クールビズの徹底、公用車のハイブリッド車・低燃

費車導入、事務用品のエコ商品への切り替えなどの取り組みを織り込みました。市職員が高い

意識を持って取り組むことにより、実施上の課題や効果が導き出されます。これらのノウハウ

を蓄積することによって、市民や事業者への支援・助言もスムーズに行えます。また、公共施

設への太陽光発電システムの設置を進めており、児童館、庁舎南館、消防本部等に設置し、平

成２０年には約３１トンのＣＯ２削減が達成されました。 
 今後、国の経済対策を活用し小中学校への設置も予定し、準備を進めています。 
 国においては鳩山首相が昨年９月、国連気候サミットにおいて、地球温暖化の要因とされて

いる温室効果ガス、主にＣＯ２排出量を２０２０年までに１９９０年対比２５％削減の中期目

標を表明しております。笛吹市でも平成２２年度に、環境の保全と創造に関する基本理念や市

民、事業者、市の責務および施策を明らかにし、環境行政を総合的・計画的に推進していくた

め、環境基本計画を策定します。クリーンなエネルギーにより、環境負荷の少ない持続可能な

発展ができる資源循環型社会の実現を目指したいと考えております。 
 以上で、答弁といたします。 

〇議長（上野稔君） 
 ２つ目の答弁を、中川保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（中川啓次君） 
 渡邉清美議員の一般質問にお答えします。 
 オストメイト災害時の備え万全についてのご質問ですが、人工肛門、人工膀胱の使用者であ

るオストメイトの方の日常生活は、本人はもとより周囲への大変な気遣いの連続であり、直腸

や肛門、膀胱や尿道の代わりとなるストーマ装具なしでは生活できない状況であることは十分、

承知しております。ましてや、災害時での避難生活では大変なご苦労があることと認識してい

るところであります。 
 本市におけるオストメイトの人数は、現時点で市が把握しております方は８９人となってお

り、障害者自立支援法の地域生活支援事業に位置づけ、日常生活用具給付事業により、３カ月

から６カ月分のストーマ装具を給付しているところであります。 
 ご質問の災害時におけるオストメイトの方への対応についてですが、大規模災害のあった阪

神淡路大震災や新潟県中越地震では、被災者の中にストーマ装具の持ち出しができないオスト

メイトの方がおり、十分なストーマ装具が行き渡らず、大変なご苦労があったと伺っておりま

す。このような予期せぬ災害時を想定し、自主防災組織活動マニュアルや災害時要援護者の行

動マニュアルにより、日ごろからみずからの命を守るための必要常備医療用品等の備えをお願

いしているところであります。自助の観点からオストメイトの方に、避難時の手持ちストーマ

装具を十分に備えていただけるよう啓発し、呼びかけていきたいと考えております。 
 また、災害時の混乱した状況の中で、ストーマ装具の持ち出しができなかったオストメイト

の方が出ることは避けられないことであり、その対応の重要性も認識しているところでありま

す。持ち出しができなかったオストメイトの方への対策としては、オストメイト本人からス
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トーマ装具を預かり備蓄する方法、ストーマ装具の買い上げにより備蓄する方法、ストーマ装

具取り扱い業者との供給協定の締結などが考えられますが、ストーマ装具は、オストメイト本

人により種類、サイズも違うことや備蓄には保管場所の温度や湿度調整等も必要であることか

ら、その支援方法を研究し、検討をしていきたいと考えております。さらに避難先のオストメ

イト対応トイレやストーマ装具の処理等につきましても、どのような支援が必要か、併せて調

査・研究をしてまいりたいと考えております。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（上野稔君） 
 再質問を許します。 
 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。１問目の環境エネルギー政策についてのみ、伺います。 
 千葉大学の公共研究センターで、地域における自然エネルギー導入施策に役立つため、いろ

いろなデータをとっていますけども、本市の場合は地域エネルギーが２２．８５％ということ

が分かっているんですけども、自然エネルギー自給率の順位とパーセント、供給度のランキン

グなどはどのくらいか、お伺いいたします。 
 昨日もテレビをやっていましたけども、富士河口湖町で取り入れたようですけども、鹿児島

市が環境対策で、昨年４月から始めました電動アシスト自転車普及促進事業というのがありま

して、これが大変、好評であります。市内に在住している大型、中型、普通のいずれかの自動

車免許を所持していることが条件で、１人１台、３万円を上限として購入の補助をしていると

いうことでもって、これは実は、今年に入りまして、市民の方からぜひ、このことを言ってく

れないかという要望もありまして、今、発表させていただいております。 
 続きまして、このことについてどうかということと、今度は地球温度化の原因となる二酸化

炭素の排出量のうち、約１４％を家庭部門が占めています。そこで、国の省エネ基準を満たす

新築住宅や窓や外壁、床などの断熱効果を高めるリフォーム工事をした場合、エコポイントの

発行が決まりました。新築の場合は住宅の規模や価格などにかかわらず、１戸当たり３０万ポ

イントが付与され、リフォームの場合は上限を３０万ポイントとして、工事個所などに応じて

付けられます。断熱改修に併せて、手すりの設置や段差解消などのバリアフリー工事を行った

場合は、ポイントが追加されます。しかし、バリアフリー工事だけの改修では、エコポイント

は発行されません。対象となる工事期間は新築では、昨年１２月８日から今年の年末までに着

工された住宅、リフォームでは今年着手した工事で、かつ第２次補正予算が成立した１月

２８日以降に工事が完了したものとなっています。 
 注目すべきは、取得したエコポイントをそのまま追加工事の費用に充てる即時交換が可能と

なったことです。ポイント発行の対象となる新築やリフォームの工事を行った業者と、追加的

に省エネと直接関係のない水まわりなどの工事をしてもらう場合、申請すればポイント分を工

事費用に充当できる仕組みだそうですが、この申請方法というか、そういうことをちょっと詳

しくお伺いしたいと思います。 
 そして、あと太陽光発電の補助の件ですけども、実はいろいろ、エコポイントのことがよく

分からなかった時代で、早くに付けた方がいらっしゃって、市のほうに補助がありますかと、

どうも聞いたらしいんですけど、どういう対応かそのことが分からなくて申請できなかったと。
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平成１９年に付けた方なんですけども、率先してこういうことをやったんだけども、申請期間

が１年か半年とか過ぎてしまえば、もう無効だというような感じだそうですけども、ここをな

んとかしてもらいたいなという希望がありますけども、その点についてお願いいたします。 
 そして、また今度はエコキュートですけども、１９９０年比、２５％削減を実現するために

は、従来の給湯器より約３０％の省エネになる高効率給湯器、エコキュートの普及が大変、重

要になると国のほうでもいっていますけども、この補助を、２２年度、定額４万円と聞いてい

ますけど、その補助の申請とか、そういうことも詳しくお伺いしたいと思います。 
 そしてちょっと戻りますけど、住宅用のエコの関係なんですけども、そのエコポイント、国

のほうでもいろいろな応募をするような感じなんですけども、商品券というか、地域から特産

物というか、そういうものにも替わるようなことを考えて、地域が活性化するようなことも、

ちょっと視野に入れていただきたいと思うんですけども、その点についてのお考えも、お答え

していただければ、ありがたいと思います。 
 以上です。 

〇議長（上野稔君） 
 答弁を、加藤市民環境部長。 

〇市民環境部長（加藤寿一君） 
 それでは、渡邉清美議員の再質問にお答えいたします。 
 初でございますけども、自然エネルギー自給率と、それから供給度のランキングのご質問

でございます。これにつきましては、永続地帯２００８年度報告書というのが、私の手元にご

ざいまして、その報告書で山梨県の順位がございます。これによりますと、自然エネルギーの

自給率は１７位となっております。パーセントで、１．８２でございます。それから供給度ラ

ンキングでございますが、１５位でございます。０．４４の数字でございます。 
 それから２点目でございますけども、鹿児島市で実施しております電動アシスト自転車の普

及促進の補助制度の導入の件でございますけども、これにつきましては、価格の３分の１、上

限３万円と、そういう内容でございますけど、調べますと、これは全国でも初めて鹿児島市が

実施をされたということでございます。２００９年に実施をされたということで、当初

６００万円、計上したんですが、非常に好評で、さらに６月中を見ますと、同額、合わせて１，

８００万円の計上をしたという、そういう内容でございます。 
 それから、この制度の目的は、普通免許取得者ということでございますので、自動車に代わっ

て電動アシストを利用して買い物とか通勤に利用すると、こういう目的のようでございますけ

ども、笛吹市を考えた場合に、例えば通勤、あるいは買い物圏、比較的広いというふうにも思っ

ております。そういう状況の中で、自動車から電動アシストに乗り換えるという効果がどのく

らいあるか、限定的なのかなという、そういうことも考えております。 
 あと鹿児島市に見られるように、非常にその希望者も多くて、費用も多くかかるということ

がございますので、当然、その効果があるということは、十分承知しているわけでございます

けども、費用対効果とか、あるいはほかの政策等、ＣＯ２削減等の優先順位と、それらを慎重

に検討する必要があるんではないかというふうに考えております。 
 それから３点目の、住宅エコポイントの申請の方法でございますけども、これにつきまして

は、実は３月８日が初めての申請になるということで、まだ始まったばかりでございます。こ

の申請窓口につきましても、 近ようやく決まったようでありまして、全国、約３，８００カ
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所の住宅瑕疵担保責任保険の法人取り扱い店ということでございます。これに該当するのが、

山梨県内に今、どこにあるのかというのがまだ把握ができておりませんけども、これは国の

ホームページ等を通じて、また公表するということになっておりますので、これらにつきまし

ても把握して、この制度自体は、あくまでもエコ住宅、例えば住宅の窓、あるいは天井とか、

壁とかを省エネするとか、バリアフリーした場合について、３０万ポイント、１ポイント１円

ですから、３０万円受けられるということで、申請をしなければ受けられないという制度であ

りますので、これは市民に不利益があってはいけないとも考えておりますので、それらも含め

て、またなんらかの広報の方法も考えていきたいというふうに思っております。 
 それから次の太陽光発電の申請漏れの救済の件でございますけども、これにつきましても、

要綱では６カ月以内に、この補助制度の場合にはでき上がったあとの申請でいいんですが、で

き上がったあと６カ月以内に、補助の申請をしていただくということになっています。実務的

には、それを申請いただきますと、職員が現場に行って確認して、たしかに設置されているこ

とを確認してから、その工法の許可を出すという、そういうシステムになっておりますので、

なかなか、過去のものを救済するというのは、非常に制度的には難しいのかなというふうに考

えております。 
 ただ、そういう申請漏れがないように、現在は予算的なものが当然、伴いますので、不足し

た場合については、６カ月は申請期間がありますので、その期間内に申請をしていただきたい

というか、そういうことの問い合わせ等にはお知らせをしておりますので、そういうふうな申

請漏れというのは、今後はないんではないかというふうに思っておりますので、今後、非常に

そういう点につきましても、気を配りながら気をつけていきたいというふうに考えております。 
 それから、５点目の３０％の省エネの効果があります高効率給湯器の制度と、それから商品

券としての利用ということでございますけども、これは電力会社がよくエコキュートという言

い方をして、かなりＰＲもしております。市のほうにも、その制度の説明に来たという経過も

ございます。 
 この制度を見ますと、４万１千円の補助が受けられるという状況でございまして、ＣＯ２の

削減について、非常に有効な手段でもあると考えておりますので、設置する場合については、

新築等の場合も非常に多いかと思いますので、それらの業者とよく連絡をとっていただきなが

ら、推進をしていただくということをお願いしたいと思います。 
 それから商品券としての利用でございますが、基本的にこれは現金であるというふうに考え

ておりますので、それを商品券として利用するということができるのかどうかにつきましては、

ちょっとまた、そのへんについては検討していきたい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（上野稔君） 
 再々質問はありますか。 
 渡邉清美君。 

〇２０番議員（渡邉清美君） 
 住宅エコの場合の商品券とか、そういうものですから、このエコキュートとはまた違います

けど、またよろしくお願いいたします。 
 以上です。 
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〇議長（上野稔君） 
 以上で、渡邉清美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。 
 １２番、龍澤敦君。 

〇１２番議員（龍澤敦君） 
 笛政クラブの龍澤でございます。時間の関係もありますので、早速、本題に入らせていただ

きます。 
 山梨県 終処分場建設および甲府・峡東地域ごみ処理施設建設に伴う、地元地区要望事業の

推進状況についてをお伺いいたします。 
 山梨県ごみ処理広域化計画により始めた、甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合も平成

１９年に設立し、すでに３年を経過いたしました。この間には、山梨県において明野 終処分

場に次ぐ 終処分場候補地として、山梨県知事が境川町上寺尾地区に建設する旨の決定を平成

１９年１２月に行いました。地元は２８ヘクタールの用地を応募するについては、数えきれな

いほどの協議を重ね、地元開発を図り、地元活性化の目的で応募したものであります。このこ

とにつきましては、県においても、甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合においてもご承知の

中で種々協議していると思いますが、地元住民の要望がどのように推進されているのかをお伺

いいたします。 
 次に、今後の支所のあり方についてを質問いたします。 
 旧町村から合併し、５年を経過いたしました。旧町村の職員を主とした中で、本庁・支所で

地域住民のニーズに応えている、行政組織の編成をしている現状であると思います。合併時、

各支所は５課体制で始まりました。その後、何回か再編され、現在は地域課と住民課の２課体

制の支所と地域住民課の１課体制の支所となっております。各支所で、ほとんどの用件が対応

できるシステムになっているわけでございますが、本庁対応の内容のものも多々あります。地

域住民目線からは、今のシステムが 低限の住民サービスではないかと思います。 
 今後、超高齢化社会に向かっている中で、支所の持つ役割のあり方、体制はどのようになっ

ていくのか、ある程度の見通しを公開する必要があると思いますが、いかがでしょうか。市長

にお伺いいたします。 
 ２点でございます。よろしくお願いします。ありがとうございました。 

〇議長（上野稔君） 
 当局の答弁を求めます。 

 １問目の答弁を、加藤市民環境部長。 
〇市民環境部長（加藤寿一君） 

 龍澤敦議員の、ごみ処理施設等に伴う地区要望についての一般質問にお答えいたします。 

 境川町上寺尾地内に計画されております、４市の一般廃棄物中間処理事業につきましては、

県からの強い要請を受け、山梨県ごみ処理広域化計画に基づき、平成１９年２月に一部事務組

合を設立し、鋭意事業を進めているところでございます。 

 また、山梨県では平成１９年１２月に、境川町上寺尾地区を次期 終処分場の建設地として
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正式に決定いたしました。このことについては、農業従事者の高齢化、後継者不足などの社会

的背景の中、先祖伝来の土地であります前付・蟹沢方面の開発について、平成１７年７月に開

発に伴う施設建設要望をはじめとする条件を付し、県に対し地域が陳情を行ったところであり

ます。また、地元の前付・蟹沢開発推進対策委員会では、平成２０年５月に住民アンケートを

もとにした、開発区域内の温泉施設建設および公園整備をはじめとする地元要望について、山

梨県に対し要望書を提出しております。 

 このことを受け、県ならびに環境整備事業団では施設内容の検討に加え、利用できる面積や

建設費、供用開始後の利用状況や維持管理費についても考慮する必要があることから、 適な

導入施設の提案および概要を検討することを目的に、地域振興施設導入可能性調査を行いまし

た。 

 これらの調査をもとに周辺地域の類似施設内容および利用状況等を踏まえ、事業区域内に導

入可能な施設の抽出を行い、地元住民に対し調査結果を踏まえた説明会を開催しております。

また、本年１月には県内の温泉施設３カ所について地元役員の視察研修を行い、協議検討を進

めているところでもあります。 

 そのほか、開発区域外の要望として地元および近隣地区より、地域振興および住環境等の整

備として、コミュニティーセンター的な施設建設、また農道整備を含む道路環境整備および河

川改修、ならびに水路整備などについて、いくつかの要望事項が提出されているところであり

ます。これらの要望については、すでに一部ではありますが、県事業として地区内道路の側溝

整備およびガードレール設置等を行っております。また、農道整備に伴う用地測量についても

畑地帯総合整備事業として、今年度、追加採択されたところでもあります。 

 笛吹市としては、上寺尾の開発にかかる基本的な考え方として、用地関係、地域振興関係等

の問題について、それぞれ事業主体の責任において解決すべきものであるが、全体的な問題に

ついてはこれまでの経緯を踏まえ、県が主体となって事業を牽引すべきものと考えております。 

 地元市として協力すべきものは全面的に協力し、一部事務組合の一員としての責任を果たす

とともに、受け入れ市として山梨県に対し、積極的な主張を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（上野稔君） 

 ２問目の答弁を、梶原総務部長。 
〇総務部長（梶原清君） 

 龍澤敦議員の一般質問、今後の支所のあり方についてにお答えいたします。 
 合併時、支所の職員は、石和支所を含め５課１事務所体制で、１６０人以上が在職していま

したが、現在は芦川支所を除き２課体制で、８７人の職員が在職している状況です。平成２２年

度は、境川支所および春日居支所を１課体制とし、職員は８２人の体制となる予定です。 
 厳しい財政状況の中で、職員の定員適正化計画により、さらなる職員の削減を進める必要が

あり、今後５年の間に職員全体で、約５０人の削減が予定されています。このように職員の削

減が進む中で、現在の組織体制のまま、これまでと同様に事務事業を執行していくことは、支

所だけではなく、本庁においても非常に難しくなることが予想されます。市では昨年、事務組

織検討委員会を設置し、将来の事務組織のあるべき姿について、協議をはじめたところであり

ます。この中では、職員の削減に伴う本庁・支所の適正規模、事務事業の外部委託の可能性、

市民サービス向上に向けた、窓口のワンストップサービス化などについての検討を進めており
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ます。 
 行政と地域のつながりを保つため、支所の持つ役割は大変重要であり、支所における現状の

市民サービスはできる限り維持していかなければならないものではありますが、地方交付税の

大幅な削減など、財政的課題も山積みしております。 
 今後、財政状況が一層厳しくなるとの予想を勘案すると、本庁・支所ともに職員の削減や部・

課の再編は避けては通れないものと考えられます。 
 こうした状況の中で、支所の機能縮小は機構改革の１つの案として、検討の対象としている

ところでありますが、サービス維持のための総合窓口システムの構築、職員削減を補うための

外部委託の導入、あるいは本庁と地域との連携をどのように確保していくかなど、多くの検討

課題が挙げられているところであります。 
 今後につきましても、市民第一主義で生活者起点の行政経営を進めるため、簡素で効率的な

組織づくりを行ってまいります。 
 以上で、答弁といたします。 

〇議長（上野稔君） 
 再質問を許します。 
 龍澤敦君。 

〇１２番議員（龍澤敦君） 
 ありがとうございました。 
 １問目の答弁の中で、地元地区の要望内容が地区内、地区外の２つに分かれておりますけど

も、市としても全力でご協力をいただきたいと、こんなふうに思っております。 
 次に２問目の答弁の中で、職員の適正化計画により職員の削減が予定されている旨の内容で

ございました。主たることは、支所を利用する地域住民が支所にうかがう際、これは本庁に行

かないとできませんとか、ここでは対応できませんというようなことが多く発生することが懸

念をされております。現在、各支所において確定申告の受け付けを行っておるわけでございま

すけども、大半の農家の方はこの確定申告を支所で済ませていると思います。そこで今後にお

いて、この状態が確保できるのかをお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。 
〇議長（上野稔君） 

 答弁を、梶原総務部長。 
〇総務部長（梶原清君） 

 龍澤議員の再質問にお答えいたします。 
 確定申告の受け付けにつきましては、合併後、本庁、各支所でそれぞれ行っておるわけです

が、２０年度の確定申告の状況につきまして報告しますと、従事する職員は２８名で、市政全

体的には６，９３６件の申告を受け付けております。本庁で、８名体制で２，８９７件、全体

の４２％。支所の職員体制は御坂、一宮、八代支所が４名体制。春日居、境川支所が３名体制。

芦川支所が２名体制ということで、支所については２０名体制でありますが、総体の５８％、

４，０３９件を支所で受け付けております。 
 今現在、今年度の申告を受け付けているわけですが、期間中、２８名の職員を会場に配置し

て申告受け付けをしているわけですが、人員削減ということで、年々、非常に厳しくなってい

る状況であります。今年も各支所の職員、それから税務課はもちろんですが、退職者の税務経

験者等をお願いしまして、そのほか総務部の各課、あるいは国保課から交代で職員を応援いた
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だきまして、対応しているのが現状であります。 
 ２月１６日から３月１５日の１カ月間でございます。非常に長い期間でありますが、今後に

つきましては、各支所においては１カ月間の受け付けではなくて、５日から１０日とか、集中

的に各支所を巡回しまして、集中的な受け付けで対応することを考えておりますが、来年から

実施するということはないわけですが、一応、そんな考えで、今の人員に対して、対応につい

ては、そんなような方法も検討しているのが現状であります。 
 今後につきましては、国税庁が推奨しますｅ－Ｔａｘ等の申告につきまして、本市の住基

カードの発行の無料化もありますので、その推進を図りながら、できるだけ電子申請の利便性

を周知して、そちらのほうの申請も普及していきたいと考えております。 
 以上であります。 

〇議長（上野稔君） 
 再々質問はありますか。 

〇１２番議員（龍澤敦君） 
 ありがとうございました。 

〇議長（上野稔君） 
 以上で、龍澤敦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。 
 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、桃・ブドウ生産量日本一の本市農業を振興し、持続可能な基幹産業として維持・発展

していくための支援について、お伺いします。 
 本市としても、さまざまな農業振興の取り組みが鋭意、実施されているものと理解しており

ますが、本市農業は果樹栽培が主力であり、１０年後、２０年後にも桃・ブドウ生産量日本一

を維持していくためにも、技術力のある担い手を育成することは継続的な課題です。 
 そこで、本市の農業者による組織、団体等との連携・協調を図って、その技術や経営力の向

上、伝承を行っていくことが不可欠であろうと思いますが、新年度、このような面での新たな

取り組みがあるでしょうか。 
 特に市長の推薦により、県から認定を受ける農業士制度について、本市にも６０歳までの指

導農業士、４０歳までの青年農業士が多数おり、それぞれ農業経営に、また地域農業の発展の

ためにご尽力されておりますが、こうした方々と市内の農業者団体組織等との連携を進めるこ

とは、本市農業の振興にも大きく寄与するものと考えられます。農業士の方々からも、主体的

に本市農業の発展に貢献する取り組みをしていきたいとの考えもあると伺っておりますが、こ

うしたことに対する支援策を行う考えがあるでしょうか。 
 また、合併前から継続している市内、農業者団体、自発的に取り組みを行っている農業関係

者の団体やグループなど、市内にはいくつもの農業関係の組織や団体がありますが、その活動
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状況および支援策はどのようになっているのか、お聞かせください。 
 次に定住促進や二地域居住などの取り組み、アプローチから空き家バンク制度が現在、県内

８市３町で行われていますが、この仕組みは農業振興にも有効であることは、具体的な事例の

中から見い出されてきています。 
 空き家バンク制度を活用し、都市生活者などが地方に就農地や就農場所を求めて来訪し、成

約に至っているケースも複数、出てきます。空き家バンクを導入することで、就農者や担い手

の違った形での誕生、育成につながることが期待され、本市農業の体力強化と併せて、耕作放

棄地の解消や果樹農業の振興にも寄与すると考えられます。本市として空き家バンク制度を導

入する考えはあるでしょうか、お尋ねします。 
 続いて２問目として、国籍や民俗などの異なる人々が相互に文化的多様性を認め合い、対等

な関係を築きながら、地域社会の構成員として共に安心して生きていける社会の構築を目指す

多文化共生について、本市の取り組みをお伺いします。 
 外国人登録者の滞在は、その期間や形態が短期間単身者型から長期間家族居住型へ移行し、

定住化が加速している傾向にあるといわれていますが、現在、本市の状況はどのようになって

いるでしょうか、お聞かせください。 
 また、こうした在住外国人の方々は、生活者や居住者として日々の生活の中で就労をはじめ、

社会保障や保育、教育、防災といった生活全般に関わる諸問題に直面するというケースが増え

てきていますが、受け入れる立場となる地域社会においても、外国人住民と地域住民との共生

といった課題が生じてきています。 
 そのような中で、市は住民に も近い基礎自治体として、外国人住民に行政サービスを提供

する主体であることから、市民やＮＰＯの団体との協働により、相互に連携を図りながら、本

市が具体的に多文化共生社会の形成を目指していくために、推進体制の整備や指針、計画の策

定を行うことをご提案いたしますが、そうしたお考えがあるのか、お伺いいたします。 
 以上、演台からの質問といたします。ご清聴ありがとうございました。 

〇議長（上野稔君） 
 当局の答弁を求めます。 

 １問目の答弁を、保坂産業観光部長。 
〇産業観光部長（保坂利定君） 

 志村直毅議員の、農業振興の取り組みについての一般質問にお答えいたします。 

 日本一の桃・ブドウの郷、笛吹市の農業振興につきましては、今まで生産者の皆さまの高い

技術や地域が一体となって果樹産地を形成してきましたが、農家の高齢化や後継者不足、また

価格の低迷など、農業を取り巻く環境は一段と厳しさを増しております。 

 このような状況の中、市では笛吹市農業行動振興計画に基づき、新規就農者や援農者の農業

技術の向上を目的に、昨年７月、笛吹市援農支援センターを設立いたしました。果樹を中心と

した農業技術講習会などを実施し、新規就農者の育成と援農支援システムの構築を図ってまい

りました。 

 次に農業者組織、団体等への支援につきましては、現在農業振興の事業に取り組んでいる農

業後継者組織など、１６団体に事業補助を行っております。農業士との連携につきましては、

４０歳未満で、将来とも農業経営を実践していく青年農業士が１８名、４０歳から６０歳未満

で地域農業の中核者として近代的農業を実践している指導農業士が１９名、笛吹市内で活躍さ
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れております。いずれも県の認定で所轄は、峡東農務事務所でございます。 

 農業士の皆さまはすでに、各地域、組織においてリーダーとして活躍されている方が多いと

思いますが、今後、新たにこの方たちが主体的に農業振興につながる事業に取り組んでいくと

きは、市といたしましても支援を検討していきたいと考えております。 

 次に空き家バンク制度の導入による農業振興についてですが、山間部においては過疎化が進

展しており、荒廃農地、空き家の増加のみならず、地域コミュニティ機能全体の低下も懸念さ

れるところであり、防犯・防災の面にも支障をきたすことが予想されます。 

 定住促進や二地域居住等による新たな住民を受け入れることについては、地域の体制整備も

必要となってきますが、豊な経験を持った方々が居住されることで、新たなネットワークの活

用により地域活性化に結びつくことも考えられます。また芦川地域において、芦川地域交流居

住推進事業に取り組んでまいりましたが、空き家の提供者がない状況であります。都市・農村

交流事業につきましては、平成２１年度におきまして６０名の参加者があり、芦川の自然の中

で農業体験をしていただき、非常に好評をいただきました。空き家バンクにつきましては、農

業振興面および地域コミュニティ機能の維持・再生も含め、総合的に検討をしてまいりたいと

考えております。 

 以上で、答弁といたします。 

〇議長（上野稔君） 
 ２つ目の質問を、加藤市民環境部長。 

〇市民環境部長（加藤寿一君） 
 志村直毅議員の、多文化共生についての一般質問にお答えいたします。 
 今日、ＩＴ化の進展とともに社会のあらゆる分野でグローバル化が進行し、人、物、情報な

ど国境を越えた交流が活発化し、産業活動をはじめ、文化、スポーツ、学術研究などの幅広い

分野で世界との結びつきをますます深めています。本市においても、外国人登録者数はほぼ横

ばいですが、定住化は確実に進んでおります。定住化の進行に伴い、外国人住民を生活者・地

域住民として認識する視点が地域社会に求められています。国籍や民族、文化の違いを豊かさ

として生かし、互いに認め合い地域社会の構成員として、共に生きていく多文化共生を推進す

る必要性が高まっています。 
 まず、本市における外国人登録者の滞在の期間や形態の状況は、平成１８年度以来、登録者

総数に対し、永住者・定住者などの長期滞在の割合が平成１８年度登録者９２０名に対し

５２１名の５６．６％から、平成２１年度登録者８９３名に対し６５６名、７３．５％と定住

化が国や県と同様に加速している傾向にあります。 
 次に多文化共生推進のための体制整備についてですが、現在、市民環境部市民活動支援課で

市民活動支援の一環として担当しております。共に対等な関係を築き、安心して暮らしていけ

る社会をつくるためには、市の現状と課題を把握し、多文化共生の推進体制の整備が重要なこ

とと考えます。今年度は、地域住民として暮らしていくための行政情報提供の手始めとして、

外国人住民が地域において支障なく生活していくために、多言語・５カ国語の生活ガイドブッ

クを作成し、配布を予定しております。また、そのデータをＣＤ化し、各支所や図書館および

希望される企業や市民団体にも配布したいと考えております。さらに、２２年度は市内に点在

する外国人のグループや外国人を支援する団体などと意見交換会を開き、外国人市民の声を聞

き、今後の取り組みの参考にしてまいりたいと考えています。 
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 今後、市内外国人の実態等を把握する中で、関係部局とも連携をとり、推進してまいります。

また多文化共生推進のための指針、ならびに計画の策定につきましては、多文化共生への取り

組みは緒についたばかりでありますので、具体的取り組みを推進する中で、多文化社会推進指

針や多文化共生推進計画についても、検討してまいりたいと考えております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（上野稔君） 
 再質問を許します。 
 ２番、志村直毅君。 

〇２番議員（志村直毅君） 
 まず１問目ですが、平成２２年度当初予算案の中には、新規就農農業後継者支援事業が新た

に盛り込まれて、これに対しての期待を持っているところであります。後継者が思うように増

えないという中で、地域農業の担い手は意欲がある市外・県外からも求めていくことも、１つ

の手段として有効であると考えております。 
 そういう意味で、空き家バンク制度もぜひ活用していただけたらということですが、持続可

能な農業という意味の中には、そういった変化も受け入れていくという前向きな考え方も含め

て、また捉えていただけたらというふうに思っております。これは他市の事例でありますけれ

ども、都市生活者が田舎暮らしですとか、農ある暮らし、農業ある暮らしを求めてやってくる

というときには、その地域の人たちがどんな価値観を持っているのかというようなことも、非

常に気にかけています。ということは、つまり都市生活を捨てて、田舎に来るということです

から、都市生活での価値観を捨てて、田舎にやってくるということでもあるということです。 
 農村が都市化してしまうというようなことは、農村の魅力を失わせてしまうことにもなる一

方で、いわゆる田舎の外部者を排除しがちな感覚というのも、これは結果として農業基盤を脆

弱化してしまうことにもなり得るということでもあります。農業専業でというのが現実的には

厳しい面も少なくない中で、半農半Ｘという考え方も普及してきておりますし、これはすなわ

ち兼業農業ということですけれども、こうした担い手の中には果樹農業を志す方もいます。ぜ

ひ、支援の１つのメニューとして、定住促進、二地域居住とともに、農業振興にも寄与する１つ

の支援策という意味で、空き家バンク制度の導入を前向きに、関係機関のご理解とご協力のも

とに進めていただけたらと思います。 
 そして多文化共生の部分でお聞きしたいんですが、いろいろと多岐にわたる部分も、現実に

起きている問題の中にはありまして、特に保健医療、教育などについては、また所管の委員会

でもいろいろとお尋ねをしていきたいと思いますが、まず１点、防災の部分で外国人住民の方

に対する取り組みがどのようになっているか、防災対策がどのようになっているかということ

をお聞かせください。 
 それから２点目としまして、就学支援ですとか、生活支援という部分では、外国人住民に対

する相談の窓口として、県全圏的には県の国際交流協会というところもございますが、市とし

て相談があった場合の対応ですとか、担当といったものはどのようになっているのか、２点目、

お聞きしたいと思います。 
 それから生活に不可欠な言語の問題がありますが、日本語のボランティアを、これは県内の

組織もありますが、市としましても、日本語を教えるボランティアを育成していこうというグ

ループも立ち上がってきております。こういった方々とも平成２２年度、意見交換も含めて協
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働をしていけるような形で、ぜひ進めていっていただけたら考えております。十分な情報提供、

情報発信、また情報収集にも努めて、ぜひ多文化共生社会の実現に前向きに進んでいっていた

だけたらと思います。 
 ２点、再質問をお願いいたします。 

〇議長（上野稔君） 
 答弁を、池田経営政策部長。 

〇経営政策部長（池田聖仁君） 
 志村議員の再質問、１点目の空き家バンクの検討でございますけども、定住促進につきまし

ては、本市の大きな課題と考えております。その中で空き家バンクの活用につきましても、た

だいま産業観光部長が答弁したとおり、総合的に検討を進めていきたいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（上野稔君） 
 ２問目を、加藤市民環境部長。 

〇市民環境部長（加藤寿一君） 
 志村直毅議員の再質問にお答えをいたします。 
 １点目の防災への対応でございますけども、先ほど答弁で申し上げましたけども、ガイド

ブックを作成してございます。簡単ではございますけども、この中に防災に関する連絡先等も

記述してございます。ここに連絡していただければ、避難所等の情報については確認できると

いうことでございます。あとは、市の地域防災計画がございますので、これらの中での対応と

いうのは、今後の課題になってくるんではないかというふうに思っております。 
 それから生活支援の相談窓口でございますけども、多文化共生の担当課は市民活動支援課で

ございますので、市民活動支援課の支援担当が総体的な相談に当たらせていただくということ

でございます。 
 今年度でございますけども、国際交流協会のほうから相談を受けるについて、通訳の派遣を

していただけるという、そういうお話がございます。内部的にどういうふうな活用をさせてい

ただくかは検討しているわけでございますけども、まず手始めに現在、行政的な情報がまずは

必要かなと思いますので、日曜窓口を行っておりますので、平日はなかなか来ることが難しい

のかとも考えておりまして、日曜窓口の担当者がいる中で、その中に通訳の方を派遣いただい

て、相談に応じていくというのも１つの方法ではないかということで、現在、検討していると

ころでございます。こういう、せっかくの国際交流協会さんからの申し出もございますので、

積極的に活用していきたいと思っております。 
 それから日本語ボランティアとの連携でございますけども、先ほどおっしゃられましたボラ

ンティア団体だと思いますけども、実は市の地域振興促進事業を活用して、その外国人との日

本語を教えるといいますか、そういうことで活動していただいています。それらについて、外

国人の方もそれを利用してもらいたいということで、そういう制度があって、いつやっている

というのは、窓口等において啓発もしているところでございますので、こういう団体が取り組

んでいただくというのは非常に大切でありますし、私どもとしても大変ありがたいということ

であります。 
 今年度、その外国人との方との話し合いの交流の機会も設けたいと思っておりますので、そ

れらの話し合いの中で、どういうことを要望しているのかも含めて、聞きながら、今後の対応
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の検討とさせていただきたいと思います。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（上野稔君） 
 再々質問は。 
 （ な し ） 
 以上で、志村直毅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。 
 ここで、暫時休憩いたします。 
 再開は１１時１０分といたします。 

休憩  午前１０時５９分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午前１１時１０分 
〇議長（上野稔君） 

 再開いたします。 
 一般質問を続けます。 
 １９番、中川秀哉君。 

〇１９番議員（中川秀哉君） 
 １９番、公明党会派の中川秀哉でございます。 
 議長の許可をいただきまして、これより一般質問をさせていただきますが、まずはじめに当

会派の質問時間の限りがございまして、計２問予定しておりましたが、そのうちの２問目の質

問のみに限らせていただきます。よろしくお願いいたします。 
 市民を救う救急医療情報キットの早期導入を求める。 
 万が一に備える救急医療情報キットの配布が今、全国で広がっております。山梨県では、昨

年４月より道志村が対象の６３０戸へ無料で配布し、また甲府市でも市福祉部が窓口となり、

災害時に避難や救急が必要な要援護者向けに、２０１０年度の早期導入を目指していると聞い

ております。 
 つきましては、本市におきましても、高齢者や障がい者、要援護者など市民の安全・安心確

保のためにも、一日も早い救急医療情報キットの早期導入を求めるため、以下、市当局にお伺

いします。 
 はじめに、本市の災害時の避難や救護を迅速に行うために、今、取りまとめられております

重点的な要援護者の登録状況は、いかがでしょうか。 
 ２番目に本市の救急情報システム、ふれあいペンダント事業の普及状況はどうでしょうか。 
 ３番目に、さらに今後、キットの導入に向けて、市当局が窓口となり関係機関との協議・検

討をしてはどうか。 
 以上について、当局のご所見を伺い、壇上での質問といたします。ご清聴ありがとうござい

ました。 
〇議長（上野稔君） 

 答弁を、中川保健福祉部長。 
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〇保健福祉部長（中川啓次君） 

 中川秀哉議員の、救急医療情報キットの一般質問にお答えをさせていただきます。 

 はじめに、災害時の重点的要援護者の登録状況についてのご質問ですが、この制度は東海地

震のような大規模災害が発生したとき、家族等の支援がなく、一人では迅速・適切な情報を得

ることや避難することが困難な高齢者や障がい者等を地域の皆さんの支援により、安全かつ円

滑に避難ができるよう、平成２０年４月から災害時要援護者支援登録事業として、行政区を通

して登録事業を進めてまいりました。本年２月１日現在の登録者数は５４１名で、登録者の多

くは一人暮らし高齢者という状況であります。まだまだ登録者数は少ない状況であると認識し

ておりますが、個人情報等の関係から登録を拒む人も多くいるのではないかと思いますので、

引き続き行政区を通して、登録の呼びかけを行ってまいります。 

 次に緊急通報システム、ふれあいペンダント事業の普及状況についてのご質問ですが、在宅

の一人暮らし高齢者等の急病や事故等の緊急時に迅速に対応するため、固定電話に緊急通報装

置を設置し、緊急ボタンを押すことで、消防署に直ちに連絡が届くことになっているシステム

であります。本年２月１日現在、２７０台が設置されております。通報件数ですが、２０年度

は通報が１００件あり緊急出動が３８件、間違えてボタンを押したなどの誤報が５９件、相談

が３件でありました。 

 なお、山梨県をはじめ県下の市町村や山梨大学、情報通信業協会等が参画し、ふれあいペン

ダントの携帯電話への移行が可能かどうか、実証実験を行う研究会により検証が進められてい

るところであります。 

 次に、救急医療情報キット導入に向けた取り組みについてですが、救急医療情報キットは高

さが２０センチ程度、直径６センチ程度の円筒形の半透明の筒内に必要な情報を入れておき、

駆けつけた救急隊が速やかに情報を得られるよう、身近な冷蔵庫に保管しておく方法により、

平成２０年５月に東京都港区で高齢者や障がい者の世帯への配布を始めたことで、全国の市町

村に広まりつつあります。 

 県内でも道志村が昨年、救急医療情報キットの製造販売の権利を購入し、商工会が受付窓口

となり、村内の企業が製造を行い、全戸配布を行ったと伺っております。また、甲府市でも高

齢者や障がい者等を中心とした重点的要援護者、５４０名ほどへの配布を本年４月から民生児

童委員を通して行う予定と伺っております。本市におきましても、石和町小石和区がすでに導

入を行い、広瀬区や松本区でも導入を計画していると聞いております。 

 市といたしましても、要援護登録者や一人暮らし高齢者等への緊急時の有効な対応手段の

１つとして対象者の範囲なども含め、先進地の取り組み状況や市の消防本部、医師会、民生委

員児童委員協議会等、関係機関・団体とも協議しながら、今後の取り組みについて検討してま

いりたいと考えております。 

 以上で、答弁とさせていただきます。 
〇議長（上野稔君） 

 以上で、中川秀哉君の一般質問は終了いたします。 
 関連質問を許します。 
 ２１番、川村惠子君。 

〇２１番議員（川村惠子君） 
 ３点ほどお伺いしますけども、すでに石和町小石和地区では希望する世帯に対して、医療
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キットを導入していると伺っておりますが、その登録されている、何戸にわたって登録されて

いるのか、お伺いします。 
 また２点目として、甲府市では導入に対し、特に関連する保健福祉部とか消防本部とか、綿

密に連携をとっていると伺いましたが、今回の小石和地区の導入に対して、市当局としてどの

ような指導とか助言をされたのか、伺います。 
 ３点目として、村おこしとして医療キットを販売している道志村商工会では、販売個数が

５００個を基準に１００個単位で販売していると伺いましたが、もし各行政区でも使用した場

合、当局が窓口になって、登録者のとりまとめが不可欠と思いますが、どのように考えている

か、３点にわたって関連質問します。 
〇議長（上野稔君） 

 答弁を、中川保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（中川啓次君） 

 医療情報キットの関連質問でございますが、まず、ただいま申し上げましたように、石和町

の小石和区で実施しているところでございますが、その状況でございますが、小石和区におき

ましては、民生委員さんが独自で、昨年の６月ころから取り組みを始めたようでございます。

その中で、区に相談した中で高齢者世帯へ普及するというようなことになったようでございま

す。そうした中で、区内への回覧をして希望者を募ったところ、高齢者だけではなくて、若い

世帯からも希望があったというようなことで、区としてこの事業に取り組むというようなこと

になったようでございます。この関係で、配布を行った世帯の数につきましては、約１８０世

帯というふうな報告を受けております。これは小石和区全体の中の３割に当たる世帯だそうで

ございます。 
 ちなみに経費につきましては、２００セットで３万６千円余りということでございますので、

１セット当たり２００円弱というふうな単価で、配布ができたということを伺っております。 
 それから市との関わり合いにつきましては、これを配布するにあたりまして、直接、市役所

のほうではなくて、当然、対応していただく消防本部のほうの関係がございますので、消防署

と相談する中で、この配布を行ったということでございます。 
 それから、今後のとりまとめの窓口的なお話でございますが、これから検討していくことに

なろうかと思いますが、当然、関係する消防署、それから総務課等とも連携をとりながら、関

係する部署で、窓口を一本化する中で進めてまいりたいというふうに考えております。 
 以上でございます。 

〇議長（上野稔君） 
 ほかに関連質問はございますか。 
 （ な し ） 
 関連質問を終わります。 
 一般質問を続けます。 
 １番、網倉正治君。 

〇１番議員（網倉正治君） 
 笛政クラブの網倉でございます。通告に従い、質問をいたします。 
 私は、保育所事業および新山梨環状道路につきまして、質問をいたします。 
 まず保育所事業につきましては、笛吹市が慢性的な飽和状態が続いている石和第四保育所の
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入所緩和の施策として、石和町小石和地内への移転を予定している、わかば保育園に対する市

の支援策および市立保育所施設改修について、お伺いをいたします。 
 まず、わかば保育園につきましては、社会福祉法人経営ということで、私立の保育所と違い、

市として踏み込んだ監督等につきましては、難しいところがあると考えますが、これまでの支

援経緯および施設の概要等について、お伺いをいたします。 
 また現在、市内の保育所につきましては、市直営、指定管理、社会福祉法人等、さまざまな

運営がなされております。こうした運営団体が競合する中で、今回、わかば保育園等の民間保

育園に対して支援を行うことによる、今後、市の保育所運営にどのような効果が期待できるの

か、お伺いいたします。さらに石和第四保育所をはじめ、私立保育所施設には老朽化が目立つ

ものも少なくありません。今後の保育所施設の改修計画について、お伺いをいたします。 
 そして昨年１０月、笛吹市保育ビジョンが策定され、それに向かっての保育事業に取り組ん

でおられると思いますが、その後の成果等について、お伺いをいたします。 
 次に新山梨環状道路東部区間工事について、お伺いをいたします。 
 新山梨環状道路は甲府盆地を輪のようにつなぐ道路で、山梨県と国土交通省が道路整備を進

めています。このうち、東部区間工事は平成１８年６月に約２００メートル幅での概略計画が

決定され、甲府市西下条付近から笛吹市石和町富士見地域を通過し、甲府市桜井町の北部区間

を接続する道路工事として、既存道路の渋滞解消や笛吹市の将来の発展を促す重要な事業であ

ると進められていますが、その後の整備計画について、お伺いをいたします。 
 また、地域住民も東部区間の完成を大いに期待を寄せているところであります。そこで、現

在までの工事の進捗状況と今後、笛吹市として関連道路網の整備や関連課題にどのように取り

組んでいくのか、伺います。 
 以上で、壇上での質問を終わります。 

〇議長（上野稔君） 
 当局の答弁を求めます。 

 １問目の答弁を、中川保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（中川啓次君） 

 網倉正治議員の、保育環境事業についての一般質問にお答えをさせていただきます。 
 はじめに、これまでの支援経緯と施設の概要についてのご質問でありますが、本市では山梨

県安心子ども基金保育サービス等充実事業費補助金交付要綱に基づき、保育所緊急整備事業と

して施設整備を行う民間保育事業者に対し、その費用の一部を補助することにより、子どもを

安心して育てることができるよう、体制整備を図ってまいりたいと考えております。今回、ご

質問のわかば保育園につきましても、この補助金交付要綱により施設整備を予定しているとこ

ろであります。 
 市では、わかば保育園が保育所規模を拡充し、移転を計画しておりましたので、同園に対し

人口増加が著しく、慢性的な飽和状態にあります石和第四保育所の保育状況緩和のため、石和

町小石和地内への移転を要請したところであります。支援策といたしましては、石和町小石和

地内への用地取得に対して、２，５００万円を限度として、その用地取得費の２分の１の額を

市単独で補助するため、先の１２月議会にそのための補正予算を計上し、ご議決をいただいた

ところであります。 
 施設本体の整備費用に対しましては、国が２分の１、市が４分の１の補助率となっておりま
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して、この補助金につきましては、２２年度当初予算に計上させていただきました。施設の概

要につきましては、入所定員を現在の４５人から石和第一保育所と同じ規模の８０人に増やす

よう、要請したところであります。敷地面積は約２，５００平方メートル、建物は木造・平屋

建て、建築面積約６７０平方メートルの計画となっております。また、施設前を送迎者用の駐

車スペースにするなど、交通対策にも配慮すると伺っております。 
 なお、建設に際しましては、関係法令等の遵守を指導するとともに、補助金につきましては、

本市の私立保育所緊急整備事業費補助金交付要綱に基づき、施設の目的外使用や財産の処分等

の制限を設けています。さらに開園後も運営に対しましては、市が監督指導を行っていくこと

としております。 
 次に保育園の移転により、期待できる効果についてのご質問ですが、先ほど申し上げました

とおり、わかば保育園が移転を予定しております石和町小石和地区を含む富士見地区周辺は、

近年、人口増加が著しく、児童数も他の地域と比べ非常に多い地域であり、保育所への入所を

希望する家庭も多く、入所の受け入れにも苦慮している状況であります。 
 こうした中、わかば保育園が保育所規模を拡充し、すべての年齢児童の受け入れを行い、こ

の地域に移転することは、慢性的飽和状態が続く石和第四保育所の保育状況の緩和を図る上に

おいても、非常によい効果が期待できるものと考えております。さらに、この地域における入

所の受け入れ枠が増加することにより、これから保育所に入所を予定されている保護者の皆さ

まにとりましても、安心して預けていただけるような体制が図れるものと思います。また、国

からの補助金を活用し、民間保育所事業者が施設整備を行うことは、市全体の保育受け入れ体

制の整備にもつながるものと考えております。 
 次に、既存の保育所施設の改修計画等についてのご質問ですが、公立保育所におきましては、

２１年度、石和第四保育所の耐震診断を実施し、現在、判定結果を待っているところでありま

すが、これで予定したすべての施設の耐震診断が終了いたします。これまでの耐震診断により、

耐震改修が必要と診断されました石和第三保育所につきましては、２２年度に耐震化改修工事、

御坂北保育所につきましては２２年度に改修のための設計、ならびに２３年度に耐震化改修工

事を予定しております。また、老朽化の進む石和第二保育所につきましては、２２年度に下水

道接続工事と施設改修のための設計を、２３年度に改修工事を予定しております。 
 一方、私立保育所につきましても、わかば保育園のほか老朽化が進む一宮保育園の施設整備

に対し、その費用の一部を補助するため、２２年度当初予算に補助金を計上させていただきま

した。さらに現在、施設整備の計画を予定しております八代保育園に対しましても支援を行っ

ていく考えであります。 
 次に保育所ビジョンの取り組みと成果についてのご質問ですが、保育所ビジョンの策定にあ

たりまして、山梨学院短期大学や市内小学校、市内私立保育所をはじめ、多くの関係者の皆さ

まのご協力により、完成することができました。策定した保育所ビジョンは、本市の保育をめ

ぐる状況、改定保育所保育指針などを背景に、増大・多様化する保育ニーズに応えられる質の

高い保育の提供を図るとともに、将来ある笛吹市の子どもたちのための保育所における保育の

あり方について、基本的な方向性を示すものであります。 
 ２１年度は、保育士と調理員１２０人が参加した合同の実技研修会や各階層研修会への参加

など、保育士・調理員の資質の向上、専門性の向上を図るための取り組みを行いました。また、

市内２４園による緑のカーテン事業を通じ、統一した保育の実践にも取り組みました。 
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 今後も保育実践の改善・向上、子どもの健康管理および安全の確保、保育士・調理員の資質・

専門性の向上、保育を支える基盤強化などに取り組んで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（上野稔君） 
 ２問目の答弁を、岩澤建設部長。 

〇建設部長（岩澤重信君） 
 網倉正治議員の新山梨環状道路についての一般質問にお答えいたします。 
 まず新山梨環状道路東部区間の起点、甲府市西下条町から終点、国道２０号笛吹市石和町広

瀬付近までの約７キロメートルにおける整備計画および進捗状況について、お答えいたします。 
 県においては、平成１８年度に環境影響評価方法書の縦覧を行ったところであり、現在、環

境影響調査や都市計画決定に向けて、必要な作業を進めている状況であると伺っております。

また国土交通省では、北部区間のコスト縮減を図るため、道路規格の見直しを行っています。

このため、県としても見直す必要が生じたことから概略設計の見直しを今年度、行っていると

ころであり、さらにこれに併せ、インターチェンジの形状の見直し、北部区間と東部区間の接

続部における、すり合わせ部の調整を行っているところだと伺っております。東部区間の進捗

は、国土交通省の北部区間の進捗状況との整合を図るため、北部区間の都市計画決定等の作業

待ちの状態とも伺っております。 
 なお、国土交通省では北部区間の都市計画決定に必要な素案の地元説明会を本年２月中旬か

ら３月上旬にかけ、甲府市と甲斐市で計５回、開催する予定だと報告を受けております。 
 次に、笛吹市として工事に伴う関連課題にどのように取り組むかについての質問にお答えい

たします。 
 まず、まちづくりの観点からお話しますと、平成２１年３月に策定しました笛吹市都市計画

マスタープランの中では、新山梨環状道路東部区間・北部区間の建設により、広域的な交通ア

クセスの向上と地域ポテンシャルの向上が期待され、さらに将来的に本市の交通、産業、交流、

環境等に大きな影響を及ぼすことが予想されますので、環境への影響等に 大限の配慮をしな

がら、早急な事業促進を要請していくとの位置付けがしてあります。 
 これらの骨格的な幹線道路網の機能強化により、市街地と地域生活拠点や多様な活性化拠点

との連絡を強化するとともに、都市内交通の円滑化、一宮御坂インターチェンジや新山梨環状

道路ランプ、さらには若彦路経由の富士北麓との連絡や現在、設置促進中の八代スマートイン

ター等へのアクセス強化を図り、周辺都市との連絡を強化したいと考えております。 
 次に道路構造的な観点からお話しますと、平成１８年度に市長より知事宛て、新山梨環状道

路東側区間についての要望書にありますとおり、通過予定区間の地域住民から要望のありまし

た水害や地域分断が懸念されること、さらには農作物への凍霜害が危惧されている盛土構造へ

の反対が多く寄せられたことから、概略設計作成にあたっては、高架構造での計画がなされる

ように要望したところであり、今後も県に対して強く要望してまいりたいと考えております。 
 以上で、答弁といたします。 

〇議長（上野稔君） 
 再質問を許します。 
 網倉正治君。 
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〇１番議員（網倉正治君） 
 答弁ありがとうございました。 
 あと１点、わかば保育園に関して移転予定周辺道路は広くございません。この機会に周辺の

道路整備計画がございましたら、お伺いをいたします。 
〇議長（上野稔君） 

 河野福祉事務所長。 
〇福祉事務所長（河野修君） 

 網倉正治議員の再質問にお答えをいたします。 
 わかば保育園の移転先の周辺の交通対策でございますが、移転が予定されております周辺地

域の道路は幅員が狭く、自動車同士のすれ違いが大変だと伺っております。また、周辺道路は

中学生の通学路として、また地域の皆さまの通勤路として使われているということも聞いてお

ります。特に園児の、園が完成いたしますと、園児の送迎時間も混雑が予想されるということ

でございますので、市といたしましても交通安全対策には、わかば保育園にも配慮するように

と要請しておりますし、また地元の皆さまや関係機関と相談する中で、今後の交通安全対策に

ついても対策を講じてまいりたいというふうに考えております。 
 以上で、答弁といたします。 

〇議長（上野稔君） 
 再々質問はありますか。 
 （ な し ） 
 以上で、網倉正治君の一般質問を終了します。 
 関連質問を許します。 
 前島敏彦君。 

〇２３番議員（前島敏彦君） 
 ただいまの建設部長の答弁の中で、今後の一宮御坂インターだとか、そして八代スマートイ

ンターへの連結等もという話がございますけども、ぜひ市としましても、今、環状道路に連携

したアクセス等も十二分勘案した中で、方向づけを県のほうにもお願いしたいと思いますけど

も、現状の新環状道路において、笛吹市内における既存の道路網、また接続、設置されるラン

プ等について、現在の進捗状況等を再度お聞きしたいと思いますけども、よろしくご答弁のほ

どをお願いしたいと思います。 
〇議長（上野稔君） 

 答弁を、岩澤建設部長。 
〇建設部長（岩澤重信君） 

 ただいまの関連質問でございますが、先ほど申し上げましたとおり、平成１８年に示されま

した県の概略計画の中では、現在、供用開始されております甲府市西下条から東、小瀬スポー

ツ公園方向に向かっていきまして、それから小瀬の公園の付近で、大きく右のほうに迂回する

状態になります。したがいまして、笛吹市には平等川を渡るところから、わが笛吹市に入って

くるわけでございますが、当面、今現在、県から示されております計画の中では、平等川を渡

りまして、 初に国道１４０号と交差することになります。国道１４０号との交差部分につき

ましては、フルランプということで、４方向のランプの設置が予定されております。さらに、

それから東側へ向かっていきまして、白井河原・八田線バイパスの砂原地内に、南方向に向かっ
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て２方向へのハーフランプが計画されてございます。 
 さらに、それから北側に向かいまして、甲府・笛吹線の河内地内、ここにつきましては、北

側へ向かっての２方向のハーフランプの計画が予定されてございます。それから、さらに北側

へ向かいまして、国道２０号等の部分につきまして、４方向のフルランプということで、笛吹

市内につきましては、４カ所の中に、国道２カ所につきましてフルランプ、県道２カ所につき

ましてハーフランプということで、４つのランプが計画されてございます。 
 今現在の計画でいいますと、笛吹市内管内の通過延長がおおむね４．５キロと想定されます

ので、全体的に見ますと、おおむね平均いたしますと、笛吹市内につきましては、１キロメー

トルに１カ所、ランプが設置されるというふうな計画になってございます。 
 いずれにいたしましても、新山梨環状のランプ部分につきまして、すべて道路管理者が国、

あるいは県でございます。これから、私ども市といたしましては、より笛吹市民、一般車両等

が新山梨環状の利用に当たりまして、円滑に、かつ安全なランプの設置ができますよう、道路

管理者と共同いたしまして、皆さん方に安心してご利用できる新山梨環状道路の早期建設に向

けて努力をしていきたいと考えております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（上野稔君） 
 ほかに関連質問はございますか。 
 （ な し ） 
 関連質問を終わります。 
 ここで、暫時休憩といたします。 
 再開は１時３０分といたします。 

休憩  午前１１時４０分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 １時２６分 
〇議長（上野稔君） 

 再開いたします。 
 陽気がよいので、上着を脱いでも結構です。 
 午前中に続きまして、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。 
 部局横断的とワクワク、ドキドキをキーワードに質問させていただきます。 
 年度末、さらなるデフレにより企業収益悪化、働き盛り世代の賃金低下、年度末を控え銀行

等の貸し付け引き上げ等、地方における一層の景気悪化懸案が生じております。年度末、新年

度を迎え、本当に怖いのは景気の二番底や急激な円高ではなく、もうどうしようもないとか、

何をやってもどうせ駄目だと、熱意や経営力を低下させる心のデフレに多くの市民、住民、経

営者が陥りつつある現状が一番怖いのであります。こういうときだからこそ、市民や企業が希

望を持って、生き生きと暮らせるための土台づくりが行政・議会にも強く求められるのではな

いでしょうか。 
 そしてマクロ経済学の発展にもかかわらず、経済予測は信用するには依然厳しいものがあり、
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それは人々の心の期待や不安要因が需要と供給といったもの以上に、大きな影響を与えている

ものからであります。詰まるところ、閉塞感に満ち満ちたこの現状で求められるのは、マクロ

経済、ミクロ経済を延々と議論し、住民に示すことよりも、簡単明瞭な言葉で心のデフレを取

り除く、将来希望を抱くことのできる新年度へ向けた情報発信ではないでしょうか。 
 そこで伺いますが、新年度予算編成に向けて、ワクワク、ドキドキするような閉塞感を打破

するためのキーワードはなんなのか、簡潔にお聞かせください。そして地域主権、地方分権、

地域の自立の究極の目的は。その自治体の魅力を市民および笛吹を訪れる方々に、いかに打ち

出すかにかかっております。笛吹市ファンを一人でも多く獲得するために、どのように情報発

信するのか、端的にお答えください。 
 さらに合併後６年を迎え、多様化する住民趣向に的確に対応するために、第１次笛吹市総合

計画が平成２０年に策定されました。２８の具体的施策の実施計画にあたっては、新年度、３年

目にあたった、２２年度、急激な景気低迷による当初計画との乖離、より客観的な事業評価が

検証されなければなりません。例えば、もてなしの心が溢れる観光地づくりの項目では、新年

度観光客数を４１０万人、宿泊客数を１２５万人と数値をあげておりますが、２１年度を見ま

しても景気低迷で大きく下回り、中長期的にも下方修正をする必要もあり、この項目ばかりで

はなく、全般的に総合計画において、大きく乖離している数値目標に対して、どのように検証

し、軌道修正していくのか、具体的な見通しをお聞かせください。 
 続きまして伺いますが、少子高齢化の時代を迎え、さらに観光立市笛吹市にふさわしいイン

フラである施設、道路、第２次交通をふまえた移動手段の整備について伺います。 
 大型建設プロジェクトの１つでもあり、長年の悲願でもありました石和温泉駅舎および周辺

整備においては、地元説明会も開催され、また全域的に大きな反対意見もなく、いよいよ新た

な笛吹市の玄関口のリニューアルに向けて、事業が船出するところでありましょうか。使いや

すい駅舎および周辺整備実現のため、地元および検討委員会においてどのような要望が出され、

それらを１つでも多く実現するためにどのような手法がとられるのか、お聞かせいただくとと

もに、道路、上下水道整備、保育所整備、観光拠点整備、全般等、全所を挙げての部局横断的

な意見集約も必要ですが、その点はいかがでしょうか。 
 そして石和温泉駅のアクセス道路の整備でありますが、１０年前にバリアフリー法が施行さ

れて以来、いろいろな駅前市部線、市部通りはバリアフリー対応の素晴らしい道路が完成しま

したが、しかし石和温泉駅前交差点から石和橋西交差点までの都市計画道路市道６号線は、そ

の約１キロにおいて供用開始２５年が経過し、小学校や大型スーパー、飲食店、商店が隣接し、

市内でも屈指の市民や観光客や歩行者が通行する道路であります。しかしながら、大型バス等

の車両も頻繁に出入りするため、歩道部の舗装が至るところで不規則沈下し、縁石および水路

等の間に段差が生じ、歩行者、特に高齢者や子どもが安全に通行できない現状であります。ま

た歩行者横断防止柵も経年劣化し、錆びた上に折れ曲がっており、観光地のメイン道路として

景観を著しく損ねており、早急な対策が望まれるところでありますが、具体策はお持ちでしょ

うか。 
 続いて市民の足、来訪者の足について伺いますが、本市の公共交通については検討会議で、

その新たなビジョンを策定しているということでありますが、市民の足、コミュニティバスも

４路線のうち、比較的、乗車密度の高かった３路線が廃止。その後、可及的速やかに実施を検

討するとのことでしたが、デマンド交通もふまえて、今年度どのような検証がなされ、新年度

 １０８ 



はどのような利便性のある公共交通に向けて、具体的な取り組みがなされるか、伺います。 
 さらに障がい者福祉タクシーの充実に関してでありますが、現行では一定の障がい者の方に

１年間で５９０円券を４８枚、８１３名に支給し、年間の予算総額は６３０万円であります。

ドアツードアで、行きたいときにどこへでも行くことができる、この制度は利用者には大変、

好評であり、一般の障害の枠を広げた障がい者、また高齢者、共働き世帯の小さな子どもを持

つ親からも、この制度の拡大ができないか問題提起されております。 
 バス事業の経費が２０年度ベースで６千万円強という現状と比較しても、今後の本事業の拡

大、デマンド交通のビジョン策定において、福祉と一般市民と観光客に対する部局横断的な交

通施策への早急な取り組みも必要に思われますが、いかがお考えでしょうか。 
 後に多目的ホール建設計画でありますけども、アンケートや検討委員会の意見を受けて、

今後の方向性についてお伺いしますが、昨日から代表質問等、質問も出ておりますので、重複

を避けて簡潔にお聞かせいただきたいわけでありますけども、１つ懸念されるのは、庁舎問題

の再燃と申しましょうか、過日、ある団体の理事会において、複数の意見が笛吹川の左岸であ

れば、われわれも積極的に推進したいが、右岸であるならば、ちょっと懸念されるというよう

な発言も出る中で、市としてもやはり情報、市民の方にも経済波及効果、将来の財政状況、マ

クロ的な市の情報提供がなされないと、ともすれば、本来あるべき市の活性化に向けて、阻害

される要因が出てくるのではないかなという懸念もありますので、その部分もお聞かせいただ

きまして、演台の質問とさせていただきます。ありがとうございました。 
〇議長（上野稔君） 

 当局の答弁を求めます。 

 １問目と２問目の後段部分の答弁を、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１問目のご質問、行政の役割を再認識する中での具体策についてのご質問でありま

す。 
 予算編成に向けてワクワクするような取り組みはとのことですが、昨今の厳しい社会経済情

勢により、本市におきましても市財政の根幹をなす市税が大幅な減額になる一方、社会保障関

係、公債費とも高水準での推移により、引き続き厳しい財政運営が求められているところです。 
 こうした状況下ではありますが、市民が安心して安全に暮らせるような公共サービスの提供、

また地域全体の活動が円滑に行われ、魅力的な地域を形成する政策が求められております。し

たがいまして、平成２２年度予算編成に当たっては、必要経費の精査と無駄の排除を徹底しつ

つも、総合計画に掲げた施策・事業を着実に推進するため、前年度比４．５％、総額にして１２億

５千万円と積極的な予算編成としたところであります。 
 ハード事業においては、合併特例債を活用する一宮学校給食共同調理場建設事業、防災行政

無線デジタル統合事業および石和温泉駅周辺整備事業などに、ソフト面では桃・ブドウ日本一

と温泉の郷および甲斐国千年の都・笛吹市をキャッチフレーズに掲げ、果実と歴史文化と癒し

の温泉地をアピールし、笛吹ブランドを国内外に発信していく事業に精力的に取り組むことと

しております。 
 また、市民第一主義の観点からも将来に希望を持ち、安心して暮らすことができる社会を構

築することが重要であることから、施策キーワードは常に総合計画の将来像である“みんなで
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奏でるにぎわい、やすらぎ、きらめきのハーモニー”とし、将来像実現に向けたまちづくりを

着実に進めていくものであります。 
 次に、地方分権の目的達成に向けてについてでありますが、地方分権改革推進委員会の勧告

では地方分権改革の究極の目標を、地方の多様な価値観、地域の個性に根ざした豊かさを実現

する、住民本位の分権型社会への抜本的な転換を図り、地方自治体を地方政府と呼ぶにふさわ

しい存在にまで高めることとし、また、その理念を個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を

図ることを基本として、国と地方公共団体が分担すべき役割を明確にし、地方公共団体の自主

性および自立性を高めることで、地方自治体がみずからの判断と責任において、行政を運営す

ることを促進することとしております。 
 また、昨年誕生した新政権の掲げる地域主権では、国と地方の役割分担の見直しを主軸とし

た、これまでの地方分権改革からさらに一歩踏み出し、そこに生活する住民一人ひとりが自分

のまちの未来をみずから考え、主体的に行動し、その行動と選択にも責任を負う、住民による

行政の実現を目指しております。 
 今後、地方自治体の自由度は大きく広がる反面、みずからの判断と責任において誠実に管理

し、執行する義務も大きく課せられてまいります。本市が持つ多種多様な魅力をいかに伸ばし、

つなげ支えていくか、行政側から一方的に打ち出すのではなく、市民の皆さまのご意見を伺い

ながら、あるいは実践していただきながら、共に未来に向かって歩んでいくことが必要であり

ます。 
 平成２２年度施政経営方針に掲げるオンリーワン都市の実現に向けて、市民第一主義で生活

者起点の行政推進の原則のもと、市民と手を取り合い、地域主権をみずからの手中につかむと

いう姿勢で、取り組んでいくものであります。 
 次に総合計画３年目を迎えての評価・検証についてですが、基本計画に位置づけされた施策

展開の方向に沿って、具体的な取り組みを定める実施計画を毎年度策定しております。 
 実施計画については、諸情勢の変化等に柔軟に対応できるよう、毎年度の予算と整合を図り

ながら、対象期間を３年間として、毎年ローリング方式で改定することにより、事業の進行管

理を行っているところです。また、平成２０年度から総合計画を推進する仕組みとして施策評

価を導入しました。 
 前期基本計画に定めた施策を検証し、次年度の施策方針に反映するＰＤＣＡサイクルによっ

て、施策の成果実績の向上に結び付けていきたいと考えています。施策評価は２８本の施策ご

とに、施策マネジメント会議を開催し、それぞれ施策についてマネジメントシートを作成する

ことで実施しています。 
 具体的には、事前に設定した目標に対して、どの程度達成できたかを評価する成果実績評価

と、施策にかかるコストがどの程度かかっているのかを評価するコスト実績評価とからなって

います。 
 次に、この結果に基づいて、施策の成果向上のために次年度以降に優先的に取り組む事務事

業の候補を検討していくことになります。 
 施策の評価結果につきましては、笛吹市ホームページで公表しております。 
 続きまして、２問目のご質問のうち、公共交通についてと多目的施設についてのご質問にお

答えいたします。 
 まず、公共交通の検討状況につきましては、バス事業者や住民の代表者などで構成する笛吹
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市地域公共交通会議を昨年６月に地域公共交通活性化・再生法に基づく、法定協議会に移行し

ました。 
 交通会議においては、補助事業を活用する中で、実証運行の実績データの詳細分析を行うた

めの市営バス追跡調査や既存バス利用者実態調査等を実施し、住民ニーズの把握に努めてまい

りました。現在、その結果をもとに、子どもや高齢者などの交通弱者を中心とした市民の移動

手段として、利便性の高い地域公共交通の整備を目的とした笛吹市地域公共交通総合連携計画

の策定を進めております。平成２２年度から２４年度を計画期間とした本計画においては、既

存の市営バス路線の再編をはじめ、デマンド型交通システムなど、新たな方式による公共交通

の導入も視野に入れ、各地域の実態に即した、効率的で持続可能な公共交通対策に取り組んで

まいります。 
 次に福祉タクシーについてですが、障がい者を対象とする福祉タクシー事業は、自動車等の

交通手段を持たず、通常の交通機関も利用することが困難なため、外出する際にタクシーを利

用する場合にタクシー料金の一部を助成するとともに、障がい者の行動範囲の拡大と社会参加

を促進する事業であります。 
 利用目的につきましては、病院への通院や福祉サービス施設等への送迎が も多い状況です

が、近年では買い物やイベント等への社会参加の利用も増えており、生活行動範囲が拡大され

てきている状況でもあります。 
 今後も現行制度の有効な活用のため、制度の周知や当事者の意見を聞きながら利用率の向上

を目標に、生活行動範囲の拡大と社会参加の促進を図ってまいりたいと考えております。 
 また、観光目的にお越しいただいたお客さまについては、笛吹市観光物産連盟で運行されて

いる、市内観光スポットを巡る周遊観光バスや桃の花の時期に運行される桃の花バスに加え、

昨年１２月に石和温泉駅へ延伸した一宮循環バスのご利用も一部可能となりました。 
 今後、駅前観光案内所などにＰＲをお願いし、利用客の増加に努めてまいりたいと存じます。 
 次に多目的施設に関しての今後の方向性についてですが、多目的施設建設については、現在、

各町の区長会や地域審議会などの多くの団体代表者に加え、学識経験者等、４４名により構成

されております、多目的施設建設検討委員会により検討が行われております。 
 今後も検討委員会で求められる資料等をお示しする中で、１カ月に１回程度を目途に委員会

を開催し、市といたしましては、できましたら、６月から９月ごろを目安に委員会での検討結

果をふまえ、建設についての方向づけを行いたいと考えております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（上野稔君） 
 ２問目の前段部分の答弁を、岩澤建設部長。 

〇建設部長（岩澤重信君） 
 大久保俊雄議員の少子高齢化を迎え、観光立市にふさわしい施設等についての一般質問のう

ち、石和温泉駅および周辺整備と市道６号線について、お答えいたします。 
 まず、石和温泉駅および周辺整備においての、ＪＲおよび検討委員会における進捗状況等に

ついて、お答えいたします。 
 石和温泉駅および周辺整備事業における北口広場、国道１４０号からのアクセス道路の規模

や道路構造等、および石和第五保育所の移転候補地についての地区住民説明会を平成２２年

１月２５日および２６日に松本区、２８日に山岸区において実施したところであり、来年度以
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降、詳細設計を実施し、具体的に用地取得や補償内容について地権者に直接交渉の推進を図っ

ていきたい旨、お願いを申し上げたところであります。 
 また、説明会においての地区の具体的な要望事項としては、駅舎については橋上としてもら

いたいこと、および笛吹市道石和５２号線の改良について、国道１４０号から県道石和温泉停

車場松本線まで拡幅してもらいたいこと。さらに、北口広場から石和第五保育所予定地まで歩

道を設置してもらいたい等々が要望されました。 
 次に石和温泉駅まちづくり検討委員会につきましては、１１月２４日、第１回検討委員会、

１２月２１日に第２回検討委員会を開催したところであり、第３回の検討委員会を３月中旬に

開催の予定であります。主な検討内容につきましては、北口広場、国道１４０号からのアクセ

ス道路の規模、道路構造等の検討や駅を拠点とした賑わいづくりについての検討を行いました。 
 今後は、駅舎・南北自由通路等の規模について、検討する予定であります。 
 また、東日本旅客鉄道株式会社とは今年度４回、打ち合わせ会を行い、主な打ち合わせ内容

は施工スケジュールについてであり、今後、検討委員会と並行して駅舎・南北自由通路等の規

模について協議する予定であります。 
 日本貨物鉄道株式会社とは今年度３回の打ち合わせ会を行いまして、主な打ち合わせ内容に

つきましては、貨物用地についての補償交渉であります。現在、ＪＲ貨物側から提示されてい

る補償内容では、市として対応できない旨、回答を伝えたところでございます。 
 次に、駅へのアクセス道路である市道６号線について、お答えいたします。 
 市道石和６号線については、都市計画道路として、昭和６１年３月２５日に市道認定され、

整備・供用開始されました。当時の歩道の施工については、マウントアップ型で施工し、現在

に至っています。その後、沿線の開発により進入路の改良に伴い、歩道も段差が増え、非常に

歩きにくい状態となっております。また外側線の消えかかっている部分等につきまして、本年

度、外側線の引き直し補修を実施いたします。 
 本路線は国道２０号から温泉街への通行車両も多いことから、歩行者の安全確保に向けて、

測量調査費を２２年度当初予算に計上させていただき、沿線住民のご理解とご協力をいただく

中で交通弱者にやさしいフラット型歩道への改築を目指し、改修計画を検討してまいりたいと

考えております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（上野稔君） 
 再質問を許します。 
 １６番、大久保俊雄君。 

〇１６番議員（大久保俊雄君） 
 ２点ほど、バリアフリー化に則った道路整備ということで、例えば道路整備、多額なお金も

かかるし、用地買収とか、膨大な労力を要するわけですけども、例えばＪＲＡ、日本中央競馬

会、ウインズ石和を起点に半径２キロ以内には、環境整備事業交付金というのが交付されまし

て、昭和６０年から昨年までに１８億円近い金額が交付されているわけですけれども、今年度

は石和高校の接続道路ということですけども、地域要望も、人口密度が非常に密集している地

域でありますし、近隣の行政区からの地域要望なんかには、十分対応していただいたのか。ま

た、今後も地域住民の方々に本趣旨を徹底する具体策というようなものがあれば、お伺いした

いということと、交通バリアフリー化、１０年前に施行されまして、本市も基本構想を策定し

 １１２ 



ておるわけですけども、いろんな１割近くがまだ整備されていないような状況で、この残りの

部分はバリアフリー化のところの部分の、今後の予定はどうかなということを、ちょっとお伺

いしたいということと、あと総合計画というのは、これは本当に市の将来の基本中の基本で、

この計画、この基本構想、基本計画、実施計画と三段論法になっていまして、議会の議決事件

というのは、これは基本構想のみでありまして、基本計画ですとか実施計画、本来の趣旨から

乖離しないためにも、基本計画などの実際の主要計画、これからもいろんなマスタープラン、

そういったものが出ようかと思うんですが、条例に基づいて、議会の議決事件に追加する基本

計画、実施計画ですかね、説明だけでなくて、さらに乖離しない、本当に見直し、ＰＤＣＡの

中でも、やはりこういった部分も必要ではないかと思いますけども、ちょっと市のご見解を、

以上２点、お伺いしたいと思います。 
〇議長（上野稔君） 

 初の質問を、岩澤建設部長。 
〇建設部長（岩澤重信君） 

 再質問でございますが、バリアフリー計画につきましては、経営政策部のほうの所管でござ

いますが、先ほどのお話のＪＲＡの補助金等々に関するご質問でございますが、過去、私ども

建設部のほうも、ＪＲＡのほうから毎年度、提供いただきます環境対策費につきまして、ＪＲ

Ａを中心とする２キロ以内の地区要望等に充当してきた経過がございます。今回、先ほどお話

をいたしました市道６号線の、マウントアップ型歩道のフラット化、この事業につきましては、

平成２２年度当初予算の中で、測量調査に入っていきたいと考えておりますが、いずれにいた

しましても、実施につきましては、ＪＲＡの環境対策費と、それから合併特例債を財源として、

今後、整備を進めていきたいというふうに考えております。 
〇議長（上野稔君） 

 池田経営政策部長。 
〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 再質問のご質問のうち、バリアフリー計画、あと１割ぐらいという話がございますけども、

この現在のバリアフリー計画につきましては、旧石和町におきまして策定いたしました計画を

引き継いでおります。その概要につきましては、石和温泉駅周辺の計画が主でございまして、

まだすべて、これは実現しておりませんけども、そこにつきましては、現在、県と協議させて

いただいておるという状況でございます。 
 それから、あと１点の総合計画の基本構想、議決に必要なものについて、構想だけという話

でございます。これにつきましては、地方自治法第２条第４項の中で掲げられておりますもの

でございますけども、今回の総合計画の策定につきましては、構想そのものにつきましては、

議決をいただいたと。その前に併せまして、基本計画を議会にお示しさせていただき、ご議論

をいただいた中で、構想の議決をいただいたと、私どもは認識しております。 
 なお、実施計画につきましても、３年導入ということで、毎年、議会のほうに示させていた

だいているという状況でございます。よろしくお願いいたします。 
〇議長（上野稔君） 

 再々質問はありますか。 
 （ な し ） 
 以上で、大久保俊雄君の一般質問を終了します。 
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 関連質問を許します。 
 ２番、志村直毅君。 

〇２番議員（志村直毅君） 
 それでは関連質問ということで、１つお聞きします。 
 ワクワク、ドキドキということをキーワードにということで、大久保議員のほうから諸般に

わたって質問があったわけですけども、昨日の代表質問、笛政クラブの前島議員の質問の答弁

でも、ややふれられた部分と重なるわけですけども、観光振興という中で、フィルムコミッショ

ンというお話があったわけですけども、現在、そういったロケーション、あるいは撮影を誘致

するということから、さらに広がりを見せていまして、地域に映画祭を起こしていくとか、映

画をキーワードに、地域資源を活用したまちづくりというようなことも動きが始まっておりま

す。県でも映画祭をやっておりますし、先般、富士河口湖町でも映画祭が行われました。こう

いった部分で、ぜひ、これから観光振興ビジョンを策定したのちには、具現化を図っていく。

また、協議をしていくというようなお話もございましたので、そういった映画とまちづくりと

いうような部分も、ここで取り入れていっていただくことをご提案したいと思いますが、いか

がお考えでしょうか、よろしくお願いします。 
〇議長（上野稔君） 

 答弁を、保坂産業観光部長。 
〇産業観光部長（保坂利定君） 

 会派関連で、志村議員の質問にお答えいたします。 
 地域資源を活用し、なおかつ映画撮影をもとにの、観光行政の推進を図れということでござ

います。観光ビジョンの中の温泉の歴史、その中に笛吹川、それから水、花、景観、星、夜景、

健康、美容、これらを含めまして、いろんな情報発信をしながら、大変いいご提案だと思って

おりますので、観光物産連盟を中心にご提案を受け止めまして、今後、そのような方向で、ま

ちづくり観光推進を進めていきたいと考えております。 
〇議長（上野稔君） 

 ほかに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） 
 正鵠会の北嶋恒男です。一般質問をさせていただきます。 
 第１問目は、過去の質問要望に対する取り組み成果の検証についてであります。 
 私は一昨年の１２月議会より、５回の定例会を体験いたしました。その都度、市政にどんな

ことを求めていったらよいかと、ない知恵を絞って主に提案型の質問をしてきましたので、今

回は一区切りとしまして、それらの中で、これらの検討課題として残っていました事柄につい

て、その後の取り組み状況と、その成果についてお伺いいたします。 
 個々の質問内容の説明については、すでに発表したものですので、要点のみにさせていただ

きますが、ご了承をお願い申し上げます。 
 質問項目の整理の都合上、１の質問は何々、２の質問は何々というような形で整理させてい
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ただきますので、よろしくお願いいたします。 
 １の質問は、学校教育の中に障がい者参加事業の取り入れをに対してですが、これに対して

教育長の答弁によりますと、道徳教育などの時間の中で、毎年、特別支援学校の児童生徒との

交流や車イス体験などを通して、多くの学校で実践されている。今後も、このような障害福祉

教育を継続して、命と生きる力を育む機会として取り組みたいと述べられておりますが、

２１年度において、各学校で盛り込まれた主な実績について、お伺いいたします。 
 次に２の質問は、災害時等における障がい者・高齢者のための緊急支援体制づくりへの対応

についてですが、この問題については緊急時への対応だけに備えて行うだけではなく、日ごろ

の声掛けなどで、高齢者や障がい者を疎遠にしないようにする意味もありまして、地域へ、み

んなで支えていくコミュニティの維持確保にあると思っておりますので、災害時への訓練を

きっかけとして、市民みんなで継続して取り組まなければならないことだと思います。そのよ

うな経過の中で、市として２１年度はどのような取り組みを実践されてきたか、お伺いいたし

ます。 
 次に３の質問は、公共施設のバリアフリー化への対応についてでありますが、ここでは学校

施設に関してお伺いいたしますが、一般的に学校施設については、文部科学省からの通達にも

ありますように、児童生徒等が障がいの有無にかかわらず、支障なく学校生活を送ることがで

きるよう、配慮が必要であるとなっております。また体育館などは、地域住民のコミュニティ

の拠点として、災害時などは応急的な避難場所となることが考えられますので、段差の解消、

高齢者、障がい者にも使いやすいトイレの整備など、今からバリアフリー化を進めることは重

要であると思いますが、今後の見通しはありますでしょうか。再度、お伺いいたします。 
 次に４の質問は、芦川中対策のその後についてですが、芦川中はいよいよ、３月１４日には

閉校式を迎えることになりました。これからは全員、浅川中へ通学されるとお聞きしておりま

すが、一番の心配は、しばらくは環境の変化への対応だと思います。どうか、生徒の皆さまが

一日も早く、楽しい学校生活が送れるよう願っていますが、教育委員会、学校関係者はこれか

らどのような配慮を検討されているのか、お伺いいたします。 
 次に５の質問は、水道料金の未納ゼロへの取り組みについてですが、公営企業部では就農体

制強化、滞納額縮減に努力することをマニフェストにも掲げており、意気込みは感じておりま

すが、２１年度に実施した、その具体的な強化策と、その実績、また民間委託の実現性につい

て、お伺いいたします。 
 次に６の質問は、果樹園景観のふるさとをいつまでも残していくために、遊休農地問題への

担い手対策として、首都圏からの人材資源とアイデア活用方法の検討については、その後、何

か目覚めたものがあったでしょうか、お伺いいたします。 
 次に７の質問は、発達障がいのある児童生徒への対応についてですが、本市では県内 多の

３５名の市担講師を配属し、きめの細かい指導で対応しているとの報告を得ておりますが、果

たして、周囲の理解を得るべく、どのような教育的効果をあげているのか、検証が必要と思い

ますが、ご見解はいかがでしょうか。 
 次に８の質問は、測量および設計委託関係の一般競争入札での 低制限価格設定と完成検査

チェック体制についてですが、その後の測量設計委託関係の入札状況を見ますと、ダンピング

の発生が非常に少なくなったことは喜ばしいことですが、どのような改善策をとられたのか、

お伺いいたします。 
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 また、委託契約には検査および引き渡しとして完成検査を行わなければならないとなってお

りますが、まだ本市では完成検査は担当部署でも甘いといわれても仕方ない体制に任されてい

るような様子ですが、請負者側は公平性に欠けると、非常に不満と不安を持っております。今

後の対応について、見解を求めます。 
 以上で、大きな１問目を終わります。 
 続いて２問目ですが、現在、構想を進めている大型プロジェクト建設事業用地の選定は慎重

に。また、役所組織にプロジェクトチームの設置を望むについてであります。 
 現在、構想中の大型プロジェクト事業は、いずれもこれから一番難しいとされる建設用地を

選定しなければなりませんが、地域の皆さまや地権者に対して、建設用地の話をするときは、

場合によっては途中で事業の中止もありますというようなことだけは、極力、避けなければな

りませんので、現時点では合併特例債有効期限も少なくなってきましたので、当然と思います

が、笛吹市にとっては、何年かけても絶対必要な整備事業を熟慮して、進めていくことが必要

と考えます。 
 ついては、現構想を合併特例債ありきで進める事業か、特例債と合体で進める事業かの判断

を把握しなければならないと思いますので、以下、内容についてお伺いいたします。 
 １．有利な合併特例債だから、活用期限内にどうしても完成したい事業はなんでしょうか。 
 ２．合併特例債にかかわらず、長期になっても実現したい事業としては何がありますか。 
 ３．１の場合で、用地の選定などで不測の時間を要し、期限内完成が不可能と判断せざるを

得ないことになったときは、地権者への対応はどうなさるのでしょうか。 
 ４．２の場合はじっくり用地交渉に時間をかけることもできるが、このような事業個所がい

くつか重なった場合の、他事業での財源計画は大丈夫でしょうか。 
 ５．平成２２年度前半から、これら構想の事業仕分けの時期と考え、推進する事業も現在、

数カ所あると思いますが、そうなると大変、業務が多忙になると思います。今まで体験し

たことがないほどの関係機関への設計協議、地元説明会、用地折衝など頻繁に行われるた

め、役所内組織については、副市長をチーフとするような新規事業プロジェクト推進課の

設置が必須と思いますが、当局ではどのような構想で臨まれるでしょうか。いかがか、お

伺いいたします。 
 以上でございます。 

〇議長（上野稔君） 
 当局の答弁を求めます。 

 １問目の答弁を、早川教育次長。 
〇教育次長（早川哲夫君） 

 北嶋恒男議員の一般質問、過去の質問要望の検証についてのうち、障害福祉教育の主な実績、

学校施設のバリアフリー化、芦川中学校についての配慮と各小中学校の専門教員の教育的効果

について、お答えをいたします。 
 まず、障害福祉教育の２１年度に各学校で盛り込まれた主な実績についてでございます。 
 学習指導要領の改訂に伴いまして、道徳教育については、学校の教育活動全体を通して推進

されるものとなりました。児童生徒たちの道徳性を高めることは、生きる力を支えるためにも、

力を入れるべきものの１つであると言えます。その一環といたしまして、ボランティア精神を

養う活動や集団宿泊体験、幼児、高齢者や障害のある人々などとの触れ合い、そして文化や芸
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術に親しむ体験を通して、道徳性の育成を図ることができると考えられております。 
 中でも、福祉教育により高齢者や障がい者についての理解を深めるともに、相互に人格と個

性を尊重する態度を育成することは、幼児から高齢者まで支え合う共生社会の実現に大きな役

割を果たすことと考えられます。 
 本年度も、市内小中学校のほぼすべてにおいて、道徳や総合的な学習の時間を中心に、障が

い者による福祉講和や子どもたちの施設訪問、特別支援学校との交流、車イスや視覚障害の体

験、高齢者の疑似体験学習など、さまざまな福祉教育が実施されております。北京パラリンピッ

ク旗手、鈴木徹氏を招いての福祉講和集会や寿ノ家入所者との交流、アイマスク体験、バリア

フリー教室等が行われました。 
 今後も各種関係機関の方々のご協力や各学校の工夫ある取り組みを通しまして、子どもたち

の道徳性を高め、思いやり溢れる地域づくりに貢献できるよう努めていきたいと思います。 
 次に、学校施設のバリアフリー化についてでございます。 
 ご質問のバリアフリーの考え方といたしましては、障がい者や高齢者等の社会生活弱者が生

活する上での支障を取り除いた状態であると考えております。 
 初に、学校施設の整備についてでございます。 
 身体的な障害を持つ児童生徒の受け入れ時の対応として、あらかじめ学校施設の調査を行い、

学習環境に支障がないよう、改修の必要な個所の整備を実施して、安全等に配慮を行っており

ます。バリアフリー化につきましては学校施設のスペース等の違いの課題もございまして、条

件整備には、その都度の対応をせざるを得ない状況でございます。 
 学校施設の現在までの具体的な取り組みにつきましては、手すり設置校９校、スペースの広

い障がい者用トイレ設置校１０校、車イススロープ設置校１４校等の整備を実施しております。 
 今後につきましても、安全に安心して学べる学校施設として、多くの人たちが利用できる整

備状況を推進してまいります。 
 次に、社会教育施設および社会体育施設で緊急避難場所に指定されている施設のバリアフ

リー化の対応でございます。 
 まず、社会教育施設で緊急避難場所に指定されている施設は、スコレーセンターと八代総合

会館の２カ所でございますけども、いずれの施設にも障がい者用トイレ、車イススロープおよ

びエレベーターが整備されている状況です。また社会体育施設としては、若彦路ふれあいス

ポーツ館体育館および境川スポーツセンター体育館の２カ所があります。どちらの施設につい

ても、車イススロープおよび障がい者用トイレが整備されております。 
 次に、芦川中学校についての配慮についてのご質問であります。 
 昨年の６月の定例市議会での、笛吹市立学校設置条例の一部改正および７月の教育委員会に

おきまして、芦川中学校を浅川中学校の通学区域とする決定によりまして、芦川町に在住する

児童生徒の皆さまは、この４月より新たに浅川中学校での生活が始まります。 
 市教育委員会としましても、統合するにあたり生徒の皆さまが不安や不便がなく、新しい環

境下で存分に学習ができる環境づくりを 優先に考えまして、昨年６月、芦川中学校統合準備

委員会を設置いたしまして、これまでに５回の準備委員会を開催いたしました。地域や保護者

の皆さまの意見や要望に対しまして、検討を重ねてきたところでございます。特に保護者の皆

さまから関心が高く、意見や要望が多くありました通学方法につきましては、専用の通学バス

の購入をいたしまして、運行することといたしました。悪天候等の場合には地区ごとでの乗降
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ができるよう、芦川町内に３カ所の乗降場所を設けまして、生徒が安心して通学できるよう配

慮したところでございます。 
 また、学校生活につきましては、両校教職員が早くから打ち合わせ会等を行い、１０月の浅

川中の合唱祭に向けての合同合唱練習、それから合唱祭への参加、１１月に芦川小中学校で行

われましたほかほか祭での交流、本年２月の一日体験入学など、生徒同士がお互いに知り合う

ことでの安心感と、信頼感を持つ中での交流学習に取り組んできました。残り少ない３学期に

は、校外学習の事前学習や修学旅行への取り組みなど、授業での交流学習を計画しております。 
 このように、さまざまに取り組みをしてまいりましたが、さらに残された時間を使いまして

少人数学校から多人数学校への不安感をなくし、スムーズな学校生活が送られるよう配慮して

いきたいと考えております。併せて、保護者の皆さまのご協力をお願いするものでございます。 
 次に、各小中学校の専門教員の教育的効果についてでございます。 
 障がいのある児童生徒に対する教育の目標を達成するためには、教育条件の改善や取り巻く

環境の整備が不可欠になります。市教育委員会としましても、発達障がいのある子どもたちが

生き生きと学校生活を送れるように、学習支援講師を全校に配置するとともに、ひまわり教育

相談室では各学校の校長や特別支援コーディネーター、担任との連携を密にしながら、各関係

機関との橋渡しを行っているところであります。 
 学校現場におきましても、市費負担で配置している学習支援講師がきめ細やかに指導するこ

とで、一人ひとりのニーズにあった適切な支援が展開でき、慣れた先生による指導は子どもた

ちに安心感を与えることからも、学習支援講師を配置した効果は大きいものがあると考えてお

ります。 
 財政状況は大変厳しい中でございますけれども、市の教育方針でもあります子どもたち一人

ひとりの個性を大切にした教育のため、引き続き取り組んでいきたいと考えております。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（上野稔君） 
 続いて答弁を、中川保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（中川啓次君） 

 北嶋恒男議員の一般質問、過去の質問要望の検証についてのうち、災害時の障がい者・高齢

者のための緊急支援体制についてにお答えをさせていただきます。 
 災害時における障がい者や高齢者等の要援護者に対する支援につきましては、特別な配慮を

もって災害対策を行うことが求められていることから、これまでも災害時要援護者支援登録事

業による登録作業や災害時要援護者の行動マニュアルの作成、避難行動の実践学習会の実施、

市内２３カ所の福祉施設事業者と要援護者の受け入れ協定の締結など、防災に関わる平常時の

行動や避難支援体制を構築してまいりました。 
 ２１年度の支援体制への取り組みにつきましては、一次的避難所である指定避難所での生活

が困難な障がい者や高齢者等要援護者を受け入れるための、二次的避難所である福祉避難所の

支援体制の整備を行いました。 
 市内各地域の福祉施設であります石和なごみの湯、笛吹市清流公園清流館、御坂福祉セン

ター、一宮児童館保健センター、八代福祉センター、境川坊が峰ふれあいセンター、春日居福

祉会館、芦川ふれあいプラザの８カ所を福祉避難所に指定し、福祉避難所設置に必要な簡易

ベッド、簡易トイレ等、２４品目１９６点の備品の整備を行いました。 
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 また、福祉避難所運営体制を確立するため、市役所職員、社会福祉協議会職員で構成する福

祉避難所支援班と障がい者・高齢者等要援護者による、福祉避難所設置・運営のための共同訓

練を行いました。さらに、市内福祉サービス事業所と地域住民との相互協力を目的として、介

護施設事業者である社会福祉法人 寿ノ家と地域住民との災害対策研修会と訓練を行いまし

た。 
 今後もこれらの防災体制を維持し、訓練等を継続するとともに、これからの事業といたしま

して、防災意識や救護意識の向上を図るため、啓発事業として福祉救護活動と防災チェックリ

ストのチラシ作成を行い、全戸配布を予定させていただいております。 
 また、災害時の被災者への支援ボランティア活動の重要性を捉え、社会福祉協議会を中心に

ボランティア団体やＮＰＯ法人等と協力しながら、災害ボランティアセンターの設置・運営の

構築に向け、取り組んで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（上野稔君） 
 次の答弁を、竹越公営企業部長。 

〇公営企業部長（竹越富男君） 
 北嶋恒男議員の一般質問、過去の質問要望の検証についてのうち、水道料金についての取り

組みについて、お答えいたします。 
 水道使用料金の未納ゼロへの取り組みですが、２１年度は未収金を次年度へ繰り越さないこ

とを目標に、特に現年度分の料金徴収に努めてまいりました。現年度分の３期、６カ月分の未

納者に対し、使用者宅を訪問し、支払いの催告ならびに停水処分執行の予告を行いました。そ

れでも支払いに応じない使用者には給水の停止を執行し、未納額の減少に取り組んでまいりま

した。 
 ２２年１月までに、延べ５７日間停水執行を行い、停水処分執行通知の発送件数５０８件で、

実際に給水を停止した件数は、１２３件です。また、料金を完納した件数２００件、分納誓約

を取り交わしている件数２８４件、職権で閉栓した件数１７件、現在給水停止中が７件となっ

ています。停水対象者の滞納総額は９，３００万円であり、１０．１％にあたる９４０万円を

回収しました。２２年１月末現在で、収納率は現年９３．４％、過年度１３．５％となってい

ます。大口の使用者の納入が遅延気味のため、収納率に結びついていないのが現状です。厳し

い経済情勢の中ですが、未納額をゼロにすることを目標に、今後も積極的に収納対策に取り組

んでまいります。 
 次に民間委託の実現性ですが、外部委託により、人件費に関わる経営コストの削減が図られ

るほか、営業時間の延長や休日営業などが可能となれば、サービスの向上にもつながると考え

ており、現在、業務課にて導入に向け、委託の手法などについて、研究・検討を行っている状

況です。 
 今後はこれまでの研究・検討をふまえ、経営会議において水道料金担当の業務全般を包括的

外部委託することをさらに検討していく予定です。 
 以上、現在までの実績と今後の取り組みについてご説明申し上げ、答弁とさせていただきま

す。 
〇議長（上野稔君） 

 続いての答弁を、保坂産業観光部長。 
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〇産業観光部長（保坂利定君） 
 北嶋恒男議員の一般質問、過去の質問要望の検証についてのうち、遊休農地問題への取り組

みについて、お答えいたします。 
 農家の高齢化や後継者不足により、耕作放棄地や遊休農地が増加している状況にあります。

市としましてもこれに歯止めをかけるべく、農業委員会と連携を図り、遊休農地の調査などを

行い、実態把握に努めてまいりました。具体的な対策として、農業委員会で行っている農地の

有効利用を促進するための農用地斡旋事業で、１．５ヘクタールの斡旋を行いました。また平

米２１０円の補助を行っている、遊休農地解消事業において１．２３ヘクタールの解消を行っ

てまいりました。 
 今後は、農業生産法人等にも積極的に農地の活用を呼びかけ、遊休農地の解消を図り、果樹

園景観のふるさとを守っ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（上野稔君） 
 続いての答弁を、梶原総務部長。 

〇総務部長（梶原清君） 
 北嶋恒男議員の１問目の８番、設計委託関係の一般競争入札と完成検査について、お答えい

たします。 
 設計委託関係の一般競争入札での 低制限価格の設定につきましては、平成１９年に告示い

たしました業務委託契約の入札における 低制限価格適用試行要領の規定に基づき、現在はす

べての建設工事にかかる業務委託の一般競争入札で試行しております。 
 この試行要領の規定に基づく 低制限価格の設定につきましては、あらかじめ 低制限価格

を定めておかずに、入札参加者の入札価格によって変動する方式を採用しており、有効な入札

参加者の入札価格の平均価格に、５分の４を乗じて得た額を 低制限価格とし、この価格を下

回った場合には失格としております。これにより極端な低価格による落札を防止し、業務の品

質に支障を来たさないよう、配慮しております。 
 成果品の完成検査チェック体制については、各担当部署において現在は検査を行っており、

個々の案件ごとに必要により確認事項を増やすなどし、また専門職であります検査担当との協

議も必要により行い、検査の強化を図っております。 
 今後につきましては、山梨県や他自治体の建設工事業務委託に関する検査要綱等を参考に、

検査要綱を来年度中に制定できるよう、進めていきます。これにより、検査方法や検査基準を

統一し、適正な履行の確保や成果品の精度向上をさらに目指していきます。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（上野稔君） 
 ２問目の答弁を、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、大型施設整備構想についての一般質問にお答えいたします。 
 本市の将来を見据える中で、合併特例債の有効活用を念頭に置きながら、今後取り組むべき

重要な課題としまして、昨年８月に６つの構想を大型施設整備構想として、示させていただき

ました。地域審議会や市民ミーティングにおきまして、それぞれの事業に対し地域の皆さまの

ご意見をいただきましたが、各地域に関係する計画に対しましては、比較的建設に前向きなご
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意見をいただいたと思います。 
 反面、６事業すべてにかかる費用は多額であり、今後の市の財政状況を見据え、維持・管理

費等、将来的な負担の増大を心配されるご意見も同時にいただいているところでございます。

当然、これらの整備を行うには、多くの財源が必要となってまいります。 
 財源につきましては、事業ごとでの国県の有利な補助金や交付金の活用に加え、合併特例債

の活用が不可欠であると考えております。合併特例債は、合併市町村の建設を総合的かつ効果

的に推進していくための、合併市町村のみが活用できる大変有利な財政措置であり、活用でき

る期限は合併後１０年間、平成２６年度末までとなっております。 
 厳しい経済情勢の中ではありますが、市民の皆さまが必要とされている、これらの大型施設

整備事業を行う場合には、合併特例債の活用が も有利であり、この合併特例期間を逃してし

まっては、市として多くの財源の持ち出しが必要となり、相当困難になるのではと考えている

ところでございます。 
 したがいまして、特例債の活用期限内にどうしても完成したい事業は何か。また、合併特例

債にかかわらず、長期になっても実現したい事業は何かとのご質問でありますが、合併特例債

の有効活用を念頭に置きながら進めてまいりたいと考えておりますので、どの事業を優先的に

行うのかという視点ではなく、すべての事業につきまして、特例期間内の完成を目標として、

各事業の可否を検討しているところでございます。 
 次に、期限内完成が不可能と判断せざるを得ないとなったときは、地権者への対応はどうす

るのかとのご質問でありますが、平成２２年度から用地の選定作業に着手する予定の事業もご

ざいますし、現在、建設の可否も含め、検討中の事業もございます。 
 実現性についての可否は、早期に判断してまいりたいと考えておりますが、実現に向けて取

り組むとした場合には、仮に困難な状態が発生したとしても、すべて特例期間内完成を目標と

して、 大限の努力を傾注してまいりたいと考えております。 
 後に、役所組織にプロジェクトチームの設置をとのご質問でありますが、議員ご指摘のと

おり、大型施設整備構想の実現に向けましては、新年度、特に上半期が非常に重要な時期であ

ると考えております。すでに昨年より、部局横断的な庁内の検討組織なども設置して、調査・

検討を重ねている構想もあり、また市民中心に組織した検討委員会による検討も重ねていただ

いている構想もございます。 
 今後、これら構想の事業推進のため必要に応じ、さらなる推進体制の整備も検討してまいり

ます。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（上野稔君） 
 再質問を許します。 
 ４番、北嶋恒男君。 

〇４番議員（北嶋恒男君） 
 先ほどは、各部長さんにご登壇いただいて、１年間の検証について、本当に丁寧な内容を報

告していただきまして、本当にありがとうございました。これからも継続しておかなければな

らない事業がほとんどなんですけど、これからも創意工夫を重ねていただいて、さらに市民の

ために精進していただければと思います。 
 そこで３点ほど、この１問につきましては、先ほどの検査体制でございますが、もう市になっ

 １２１ 



て５年目になりました。それで、どうしてもダンピングとかなんか、残った原因は、一番はや

はり検査体制が甘いからということが 大の原因であると思います。特にまた、ダンピングし

た業者は、市外の業者がほとんどでございます。そんなようなこともありまして、まじめに一

生懸命にいい成果を出しても、ちゃんと、それなりの成果をみてくれないというようなことが

あります。そんなことで安かろう悪かろうというような結果になったわけですけど、今回、平

均の８０％ということで設定をしたところ、そういうダンピングが起こらなかったわけですけ

ども、やはりまだ、他市の状況を見ますと、検査体制は検査官が、違う部署の人がですね、監

査と同じです。それは絶対必要なことでありまして、来年度いっぱい検討するというお話でご

ざいますけども、ぜひ一日も早くですね。といいますのは、今、管財課の中に、県のＯＢをし

ている、私たちと一緒にやりました土木の技術屋さんがおります。その彼は、そういった検査

関係を長くやっておりまして、本当に同じ目線で、要するに平等に、ものを判断するようなこ

とができると思いますので、ぜひ、そのへんも前向きに検討していただきたいと思います。そ

れは、またお願いでございます。 
 それから今、多目的大規模構想の中で、現在、来年度には、今、砂原橋の件に関しましても、

予備設計を行って、来年度から地元の説明会というような段取りになっているようですけども、

それはそれでいいんですけども、ただこれは、あそこの場合は、大変な設計協議もありますし、

それからそこまでもっていく、取り合わせの道路、現地へ行けば分かりますけども、河川と一

般の道路、平地のところは３０メートルぐらい高低差があるということで、そのへんの道路計

画も一体となった、全体計画の中で、協議を進めていかなければなりませんので、そのほうの

設計もかかりますでしょうし、それから公共事業の用地は解決すれば、もう８０％はできたも

のだというようにいわれております。そんなことで、非常に用地の問題もいろいろ出てきます。 
 それから、先ほど環状道路の東部区間がこちらのほうへ入ってくる予定ですけども、それら

についても、その白井河原・八田線ですか、現在、バイパスがありますけど、それとの整合も

あります。そんなことで設計協議もあるでしょうし、あんまり焦ってやる、またできないでは

ないかと思います。 
 ですから、今の経営政策部長の、なんか本当に不安でたまらないんですけど、あくまで今の

段階では合併特例債を使うんだと。何がなんでもやるんだというような計画で進んでいるよう

ですけども、明らかにそうはいかないという状況もあるわけですから、ぜひ、この事業は必要

な事業だということであれば、それは一般財源を使っても、将来にかけて絶対やるんだという

形で臨まないと、とても用地の関係者は了解しないと思います。ですから、そういったことの

判断も、ぜひ必要ではないかと。それが非常に不安でございます。 
 それから組織の設置でございますけども、本当に砂原橋もある、それから八代の公園もある、

設計をしておりますけども、それから駅舎の問題もあるということが、もし重なった場合、こ

れは本当に県の場合だったら、建設事務所を設置して、所長がいて、次長がいて、それから担

当が、２つぐらい担当がいて、技術者がいてというような体制であっても大変なぐらいの事業

になるではないかと思います。ですから、その組織も、やはりそういったこともお考えになっ

ていただいてやらないと、とても協議は進まないというふうに判断いたしますので、そのへん

はいかがでしょうか。 
〇議長（上野稔君） 

 答弁を、梶原総務部長。 
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〇総務部長（梶原清君） 
 北嶋議員の再質問にお答えします。 
 総務の管財課でも、本年度のマニフェストにも掲げてありますが、設計の委託につきまして

は、先ほどの答弁でも申し上げましたとおり、価格だけでなくて、先ほどの 低価格と若干、

重複するわけですが、総合評価方式を試行的に導入するわけですが、北嶋議員が指摘されます

設計委託の完成検査につきましても、併せまして非常に重要であります設計等については、金

額が高いわけでありますので、事業課とも協議する中で、５００万円以上の案件につきまして、

マニフェストの設計委託の総合評価も含めまして、５００万円以上の設計につきましては、事

業課と協議する中で、管財課のほうでできるように、協議を来年度からできるように進めてい

きたいと思います。 
 以上であります。 

〇議長（上野稔君） 
 池田経営政策部長。 

〇経営政策部長（池田聖仁君） 
 北嶋議員の再質問のうち、２問目の大規模構想の中、例えば砂原橋の架け替えでございます

とかという点につきましては、いわゆる長期スパンで物事を考え、計画しないと進めないので

はないかというようなご質問であったように思います。 
 この点につきましては、当然、将来的には、アクセス関係とかという部分も含めて、いわゆ

る今回の特例期間内にどこまでできるのかということで、現在、検討しておりますので、現時

点におきましては、基本的に２６年度までに終了できる事業ということで取り組んでいます。

その方法の状況につきまして、これからの大きな課題になってくると思いますけども、長期ス

パンでのお話も当然、参考にさせていただきながら、これから検討していくことになるという

ふうに考えております。 
 それから部局横断的な、またはプロジェクトの推進体制のお話でございます。これはプロ

ジェクトの具現化に向けて、必要な体制を構築していくことを検討していくということでござ

いますので、よろしくご理解をいただきたいと思います。 
〇議長（上野稔君） 

 再々質問はありますか。 
 ４番、北嶋恒男君。 

〇４番議員（北嶋恒男君） 
 今の 初のほうの、総務部長の検査の関係ですけども、総合評価方式というのは、工事をす

る前に設計者のほうがこういう施工計画で、こういう設計内容でありますよということを発注

者側に出して、それを何社か、５社が出してみて、そしてそれを評価して、こういう方式なら

いいな、技術力もあるなということで、それに点数を加えて、 低制限の人でなくてもプラス

アルファをして落札できるという制度でしたから、検査等は関係ありませんから。そういうこ

とで、完成検査と総合評価方式というのは、全然関係ないことでございます。 
 それはそれとしまして、今の池田部長の話ですけども、では、例えば、やっぱり見通しを立

てて、 悪といってはなんですけども、普通にいったときに、事業の半分ぐらいできて、あと

半分残ってしまったと。２６年にできなかったというときも想定しないと、やはり財源をしな

いと、市民が納得しないではないかと思うんですよね。途中まで橋だけ造ったけども、これは
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その道路ができなかった、終わってしまったと。では、ちょっと違うではないかというような

ことがありますから、そのへんも 近のことですから分かりませんけど、そういったこともあ

るということを承知していただければ、結構でございます。どうもありがとうございました。 
〇議長（上野稔君） 

 答弁は、いいんですね。 
〇４番議員（北嶋恒男君） 

 結構です。 
〇議長（上野稔君） 

 以上で、北嶋恒男君の一般質問を終了します。 
 関連質問を許します。 
 （ 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２時５５分。 

休憩  午後 ２時４３分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ２時５５分 
〇議長（上野稔君） 

 再開いたします。 
 一般質問を続けます。 
 ３番、野澤今朝幸君。 

〇３番議員（野澤今朝幸君） 
 １人ですので、会派ではないですけれど、とことん市民派を名乗っている野澤今朝幸です。 
 今日の山日新聞にも載っていましたけれど、夕張市が初の財政再建団体ということで、

１６年で３２２億円の借金を、どうして返すかという計画が決定されたという記事が載ってい

ました。本市におきましても、この代表質問、一般質問でそれぞれ、代表質問では２会派、そ

して一般質問では２人、今、注目をされています大型施設のプロジェクトについての質問が

あったところですけれども、少なく見積もっても１５０億円からの大きな事業ということです。 
 国では政権が交代して、コンクリートから人へというふうなキャッチフレーズがある中で、

これを見ると、コンクリートから、さらにコンクリートだというふうに私は捉えているわけで

す。そして、この大きな事業の議論の争点は２つあると思います。１つは財政、この財政の見

通しが本当にあるのかという点です。 
 もう１つは、市民の意向が本当に大型施設、とりわけ多目的施設について、そういうものを

望んでいるのかという点にあろうかと思います。市民の意向です。この点が非常に重要かと思

います。それと関わるところで、１つは長期の財政見通しについての質問をしたいと思います。 
 ２点目は市民意向との関係もありますけれど、今、進められている多目的施設に関する建設

検討委員会、この点について当局の答弁を求めようと思っています。 
 まず財政ですけれど、３点、まず現状、もうすでに財政は逼迫しているんではないかという、

私は認識がありますけれど、当局はどのように考えているか。例を挙げますと、１つは、例え

ばわれわれが出した、小学生、あるいは中学生の医療費の窓口無料化、これは財政がないとい
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うことで、２４年までに延ばされる。これは延ばされても、まだ見直しでやると決定したわけ

ではないわけです。そして、ご存じのように都市計画税、これをまた、どういう形でというか、

２４年度から再度、対象区域を広げて都市計画区域ということで、対象区域を広げて課税をし

ていくと。さらに、この間の説明がありましたけど、下水道事業、これが今まで１０億円から

あった事業を、来年度から４億円、６億円削減する。このような状況を見ても、非常に逼迫し

ているんだろうというふうに認識していますけども、当局のこのへんの財政、現状の財政の認

識を伺いたい。１点です。 
 ２点目ですけれど、２点目は通告では、今後の見通しを数値的なもので示せというふうに求

めたわけですけれども、すでに長期財政の推計ということで、資料をいただいています。そう

いうところからして、そして、これまでの質問とダブってはいけませんので、平成２６年と

３１年、２６年は言うまでもなく、交付税の算定替えが終わるところから、交付税が暫時、減っ

ていくというところの年度、そして３１年度に完全に減りきるというところで、できましたら、

もう長期見通しが出ていると思いますので、平成２６年度と３１年度の、いわゆる財政健全化

指数です。指標、実質赤字の比率、連結赤字の比率、さらに実質公債費比率、そして将来負担

比率、これがどのようになるかの見通しをもっているかと思いますので、示していただきたい。 
 ちなみに、実質公債費比率に関しては、３１年度でほぼ１８％という資料には入っています

けれど、そのへんの説明を求めたいと思います。そういう中で、議論を深めていきたいと思い

ます。 
 ３点目ですけれど、将来の負担のほうは、今、言いました長期財政推計で、ほぼ分かります

けれど、この大きなプロジェクトをした場合の効果はどのようなものか。とりわけ、財政の税

収という面で、どのような効果があるかどうか。そのへんが推計されているかと思いますので、

示していただきたいと思います。 
 次に多目的施設の建設検討委員会ですけれど、市民アンケートでご存じのように、６割の市

民が反対を表明していると。しかも、それが、今、私が問題にしているように、財政的問題、

これが非常に心配だというのが、そのうちの４１％。さらに維持管理費が心配だという人が

２９％。７割型は、このお金に市政の懐に関わることで心配しているわけです。そういう中で、

あえて建設検討委員会というものを立ち上げたわけですので、そのへんの性格ですね。特に、

これが市民を代表するものかどうかという点。１点目は、それです。 
 ２点目は、会議を非公開にするということで、これまでの説明で理由を２つばかり、当局は

挙げています。まず１つは、いろいろな憶測が飛び交うんではないかという点です。そして２点

目は、自由活発な議論を阻害するんではないかということですけれど、これは非常に 初の議

事録を見れば分かるように、市当局が 初にそういうふうに、担当が説明しているわけです。

そういうことがあり得るだろうと。これは、私がミスリードしているんではないかというふう

に思っています。 
 １つは、いろいろな憶測が飛ぶというのは、かえって公開しないことによって、人から人の

口に伝わる中で、報道当局等に伝わっていくという中で、かえって憶測が飛び交うと。２点目

の自由活発な意見ができない。これはちょっと市民を低く見すぎているんではないかと。この

間の市民ミーティングを見れば分かるように、市民は非常に冷静に発言しています。市民より

の信頼をなくして市政は成り立たないと思いますし、市長がいつも言うように、協働のと言い

ながら、市民をこのような視点で見ているということに、非常に私は不愉快に思っているわけ
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です。もっと市民を信頼して、そして公開の場でやると。もし、その場合、不都合ができたら、

それは非公開にすればいいので、 初から、もう非公開を前提のような話で進んでいることに

対して、再度、これは公開ということで検討できないかどうか、答弁を求めたいと。 
 先ほどの性格とも関わるんですけれど、３点目としては今後のスケジュール、 終的に何を

どう決めていくのかというようなところについて、スケジュールと検討内容について、答弁し

ていただきたいというふうに思います。 
 以上で終わりますけども、何せ２０分しか質問と答弁の時間がありませんので、できるだけ

簡潔で明確な答弁をいただきたいというふうに願っています。お願いします。 
〇議長（上野稔君） 

 当局の答弁を求めます。 

 １問目、２問目とも答弁を、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。 

 あらかじめ、お断りを申し上げておきますけども、質問につきましては、通告をいただきま

した。その通告内容に基づきまして答弁をするという原則がありますので、ただいまの通告の

中で、具体的な数字を挙げる部分につきましては用意してございませんので、再質問の中で、

また再度、ご質問をお願いしたいと思います。 

 はじめに、市財政の中長期見通しについてのご質問ですが、まず都市計画税につきましては、

不均一課税の特例期間が今年度をもって終了するため、今議会に議案を提出させていただいた

ところであります。今後２年間は都市計画税を課さないこととしておりますが、都市の基盤整

備および都市機能拡充は必要不可欠であり、平成２４年度からは、計画区域全体から課税させ

ていただきたいと考えており、財政計画には都市計画税の増税を見込んで策定しているところ

であります。また、下水道事業の事業費削減ついては、公営企業経営健全化計画に基づき、経

営課題改善の一環として取り組むもので、間接的には繰出金の減少へつながることとなります。 

 次に中長期の数値的見通しのご質問でありますが、ご承知のとおり、平成３０年には地方交

付税が現在よりも２０億円程度が減額されると予想されます。また、ご指摘のとおり高齢化社

会に伴う福祉医療費を含めた扶助費の見通しも、現在の社会経済状況を見ますと、毎年度増加

を見込んでいかなければなりません。さらに、合併特例債充当事業の実施により起債償還額も

確かに増大してまいります。 

 しかしながら、今後、さらなる行財政改革に取り組み、職員数の削減や事務事業の見直しを

行い、さらに歳出の抑制に努めることにより財政規模は縮小されるものの、歳入歳出の均衡の

とれた財政の健全化が維持できると考えております。 

 次に、大型施設整備事業の財政負担とその効果であります。 

 現在推計している中長期財政見通しは、すべて大型事業を実施したと仮定しての見通しであ

りますので、将来の笛吹市においても財政の健全化が維持できると考えております。大型施設

整備事業の効果につきましては、数値に表すことは困難でありますが、事務事業マネジメント

シートにより、目的妥当性評価、有効性評価、効率性評価、公平性評価等の事業評価も行って

いるところです。 

 今後、市民生活の向上や市の一体感の醸成など、さまざまな効果が期待できると考えており、

市の１０年後、２０年後の将来を見据えた中で、魅力ある笛吹市にするために、今だからこそ
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必要なインフラ整備を行わなければならないと存じます。 

 続きまして多目的施設建設検討委員会の役割についてのご質問について、お答えいたします。 

 まず委員会は市民を代表するものかどうか、その性格をとのことですが、多目的施設建設検

討委員会の委員は、各町の区長会や地域審議会、ならびに文化協会や体育協会、女性団体連絡

協議会や青年会議所、商工会等々、多数の団体代表者に加え、学識経験者等４４名と多くの方々

により構成されております。 

 現在、２回の委員会を開催し、協議を行っておりますが、委員さんによっては、第１回目の

委員会での内容をその所属団体で検討し、その上で第２回目の委員会において、ご意見・ご質

問をいただいていることもあります。また、２回目の委員会では、各団体で広く市民の皆さん

にご検討いただくための、資料の作成を指示されたところでもあります。このように、各団体

の委員につきましては、所属団体の代表者として、委員会にご出席をお願いしておりますので、

その意味では、市民を代表する委員会であると考えております。 

 次に、委員会を非公開とする理由は何かとのご質問ですが、付属機関等、会議の公開に関し

ましては、笛吹市付属機関等の会議の公開に関する要綱により、定めております。多目的施設

建設検討委員会は、現在、この要綱に規定される会議ではありませんが、市民の皆さんの関心

も高く、市の将来にとって重要な会議であるため、この要綱に準じ、会議の公開・非公開につ

いて、第１回委員会の冒頭にご議論いただきました。 

 委員会の結論といたしましては、会議の議事録および会議資料に関しては、原則、全部公開

を行うこととなり、市のホームページと経営企画課および各支所窓口で公開しております。た

だし、多目的施設建設について、賛成または反対の団体および個人の多くの方々がいらっしゃ

る中では、各委員の自由な発言が阻害されるおそれもあるなどのご意見の中、会議の傍聴に関

しましては、ご遠慮いただくことと決定いたしました。 

 次に今後のスケジュールと検討項目についてでありますが、まずスケジュールにつきまして

は、すでに１月２５日に第１回委員会を、２月１７日に第２回委員会を開催いたしました。今

後も１カ月に１回程度を目途に委員会を開催し、市といたしましては、できましたら６月から

９月ごろを目安に委員会での検討結果をふまえ、建設についての方向づけを行いたいと考えて

おります。 

 また、検討項目につきましては、委員会での求めに応じ、委員それぞれの団体の中で検討を

行うことのできる資料なども示しながら、検討委員会で建設の是非および施設の大まかな方向

のご検討をお願いしております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（上野稔君） 
 再質問を許します。 
 ３番、野澤今朝幸君。 

〇３番議員（野澤今朝幸君） 
 時間がないので、具体的な質問をしたいと思います。 
 これは市長の、共産党の質問に対しての答弁でありましたけども、扶助費の伸びを考えると、

非常に財政が厳しくなるというふうな答弁がありましたけれど、市の出したこの長期財政推計

を見ますと、平成２１年から２２年まで１億２，９００万円、そして平成２０年から２６年ま

では４千万円から５千万円の伸び、それから２６年から３１年には伸びないというような推計
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で、この財政推計が出ているわけです。 
 実際は、平成１８年から２１年の、この３年間を見ますと、年２億５，４００万円。このよ

うな大きな伸びを示しているわけです。平均しますと。それに対して、今、言ったように、平

成２１年から２２年は１億２，９００万円の伸び。あとは、５年が４千万円から５千万円。そ

して２６年から３１年に限っては伸びないというような、こんな推計で、実際の全体の財政推

計ができているとは、できているんなら、とても数字が信じられないというふうに思います。 
 平成１８年から２１年が年２億５，４００万円。これが特別な伸びであるかどうか、その原

因があれば、それはあと、少ないという理屈も成り立ちますけど、そのへんの説明。そして

２６年度以上、ゼロということ、とりわけ、言うまでもなく後期高齢者が増える。これが扶助

費の増大につながることは明らかです。これから、ますます高齢化率が高くなる。なお、後期

高齢化率はそれに上乗せのような、率としては高くなる。その見通しをもって、これではとて

もおかしな話だというふうに思います。私の推計で、単純にやれば、２３億円から平成３１年

には扶助費が増えるはずです。これは単純な計算です。これはもちろん、高齢化率等を勘案し

なければいけないと思いますけど、この点についてのみ、答えていただきたいと思います。い

ろいろありますけれども、時間がないので。 
 以上です。 

〇議長（上野稔君） 
 鈴木財政課長。 

〇財政課長（鈴木幸弘君） 
 野澤議員の再質問について、お答えさせていただきます。 
 扶助費の伸びについてどうかという、ご質問です。 
 たしかに今回、１０年計画というのをつくらせていただきました。財政課のほうで、今、現

法令のもとで考えられる範囲で、つくらせていただいた現状であります。その中に、では扶助

費につきましては、先ほど言われましたように、対前年度、今の計算の中で、約１％増という

ような中で計算させていただいてありますが、５年先以降は伸びていないではないかというこ

とだと思います。当然ながら、扶助費につきましても伸びていくことが考えられますが、ただ

単に、そのまま、ただ伸ばしていけばいいかというのもあるかと思います。 
 市の中で、そこを抑制していくようなことも考えていかなければいけないということも考え

まして、５年先、以降につきましては非常に難しいんですけども、それらを考えた中で、同額

を横ばいにさせていただいたというような中の計算式になっているというように、ご理解いた

だきたいと思います。 
〇議長（上野稔君） 

 野澤議員、あと１分ちょっとありますけど。 
 野澤議員。 

〇３番議員（野澤今朝幸君） 
 扶助費を今、抑えるというような言い方ですけども、実際は、それは無理だと思います。こ

れは高齢化が、今言ったようにしていくわけですから、そういうことを考えると、非常に、こ

れが分からない数字がここに入ってしまって、その数字が一人歩きすると。それで、なおかつ

１８．２％の実質公債費比率になるわけです。これは協議から許可を求めるような水準なんで

す。法律的にいって。その点に関して、非常にまだまだ認識が甘いというふうに思います。ま
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た議会でも、この財政問題をしっかり話し合わなければ、議論しなければ、本当に今、分岐点

にきているかと思いますので。 
 以上、私の質問を終わります。 

〇議長（上野稔君） 
 以上で、野澤今朝幸君の一般質問を終了します。 
 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、耕作放棄地対策について伺います。 
 農業問題を巡っては、さまざまな課題とか問題がありますけども、その中の１つが耕作放棄

地の問題であるかと思います。例えば山梨県の２００５年の農林業センサスの結果では、

２０００年のセンサスに比べて、耕作放棄地は率で２．５ポイント増加しておりますし、その

農地に占める耕作放棄地の比率といいますのは、全国で２番目に高くなっております。 
 また、日本全国を見ますと、放棄地の面積はおよそ３９万ヘクタールで、埼玉県の面積に相

当するということであります。放棄地発生の要因は、農業従事者の高齢化による担い手不足や

農地の受け手がないことや相続による農地の分散化等があります。 
 さて、放棄地拡大の中で当面のこととして困るのが、周囲の耕作地の農作物に与える悪影響

であります。耕作していなくても草刈りをしたり、除草剤をまいたりして管理している土地も

ありますけども、まったく放棄されていて、４、５年、６、７年もの間に雑木が生えたりとか、

雑草が生い茂って、病害虫の温床になっていたり、有害鳥獣の隠れ場所になるなど、被害を与

えております。 
 そうした、まわりの農作物への悪影響を防ぐ対策として、どのような対策をとっているのか。

周囲の耕作農家の苦情相談もあるかと思いますけども、そのような相談にどのような対応をし

ているのか、伺います。併せて防火・防犯対策についても伺います。 
 放棄地対策で対応が難しいのが、不在地主対策であります。居場所が確認できず、連絡がと

れないとか、土地が分散しているとか、土地に対してあまり関心を示さないなど、さまざまな

問題がありますけども、しかし放棄をそのままにしておくというわけにもいきません。市の対

応について、伺います。 
 さて、放棄が生まれる背景には日本の農業政策そのものが問われるものでありますけども、

何よりもまず生産者の生活が補償される農産物への価格補償とか、魅力や将来展望の持てる農

業政策が必要であります。国でも県でも放棄地解消対策を示しておりますけども、全国には国

や県に先んじて取り組み、さまざまな解消事例も生み出しております。農業委員会とか職員と

かＮＰＯの力も借りながら、独自の取り組みを進めるよう求めるものです。 
 次に子宮頸ガンワクチンへの公費助成について、質問します。 
 先進３０カ国では、公費による接種が広がっております。子宮頸ガンはワクチン接種と検診

で、ほぼ１００％予防できるガンでありますけども、ワクチンといいますのは、将来感染して

くるウイルスを免疫の力によってブロックする感染予防が目的でありまして、感染してしまっ

たウイルスに対しては効果がありません。ですから、感染する前に接種するのが効果的であり

ます。 
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 日本婦人科学会などの専門家会議では、１１歳から１４歳までの公費接種を推奨しておりま

すし、ＷＨＯでは９歳から１３歳の接種を推奨しております。しかし現在は自費のため、３回

接種で、およそ４万円から６万円ものお金がかかるということであります。 
 特に子どもの接種については、親の経済力や知識の格差がそのまま反映する可能性もありま

す。日本でも公費助成を開始している自治体がありまして、新潟県魚沼市、埼玉県志木市、兵

庫県明石市、東京都杉並区など、３つの市と１つの区で小学校６年から中学３年生を対象に全

額補助しているところです。笛吹市でもぜひとも検討するよう求めて、一般質問を終わります。 
〇議長（上野稔君） 

 当局の答弁を求めます。 

 １問目の答弁を、保坂産業観光部長。 
〇産業観光部長（保坂利定君） 

 亀山和子議員の、耕作放棄地対策についての一般質問にお答えをいたします。 
 近年、農業従事者の高齢化に加え、後継者不足による労働力の低下、外国産農産物の輸入自

由化による価格の低迷、有害鳥獣被害などに起因した農業離れが進み、耕作放棄地が市内随所

に見受けられる状況となっております。耕作放棄地の拡大は、該当農地のみの問題に留まらず、

病害虫の発生や有害鳥獣などの繁殖により、近隣の営農環境に著しい悪影響を及ぼし、不法投

棄の温床となっている事例も見られます。 
 市では耕作放棄地の現状を把握するため、一昨年耕作放棄地の分布図作成のため、耕作放棄

地の実態調査を行い、さらに昨年度は管理台帳作成のための全体調査を実施してきました。こ

のような状況をふまえ、耕作放棄地の再生利用の取り組みを円滑かつ効果的に実施するため、

市、市農業委員会、ＪＡ、県など関係団体で構成する笛吹市地域耕作放棄地対策協議会を昨年

６月に設立いたしました。これら関係団体とさらに連携を図る中、今までも取り組んできまし

た遊休農地解消事業・有害鳥獣防止対策事業や、農業委員会で行っている農用地斡旋事業など、

なお一層取り組んでいきたいと考えております。 
 また、昨年設立した笛吹市援農支援センターにおいて、新規就農者の技術の向上や援農シス

テムの構築を図ってまいりましたが、さらに平成２２年度から農業後継者定着化を目的に笛吹

市新規就農農業後継者支援金交付事業もスタートいたします。県で始まる就農定着支援里親制

度の事業と効果的に組み合わせ、遊休農地の解消、農業の活性化につなげていきたいと考えて

おります。 
 次に、不在地主などによる耕作放棄地の防犯・防火対策ですが、防犯・防火の観点からも耕

作放棄地等管理については不在地主等に指導を行っていますが、防犯・防火対策として、消防

団による警ら活動および青色防犯パトロールにより、防犯・防火を呼びかけております。また、

枯れ草などの管理は所有者が行うことが原則ですが、特別な場合は所有者および地区からの要

望により、消防団が行う枯れ草焼却作業時に行うことがあります。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（上野稔君） 
 ２問目の答弁を、中川保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（中川啓次君） 

 亀山和子議員の一般質問にお答えいたします。 
 子宮頸ガンワクチンについてのご質問ですが、子宮頸ガンの原因となるヒトパピローマウイ
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ルスの予防ワクチンが昨年９月に、厚生労働省の薬事・食品衛生審議会薬事分科会で承認され、

日本国内でも使用できるようになりました。多くの先進国では思春期の１１歳ごろから１４歳

ごろまでの女子に接種しているようです。それにより子宮頸ガンの７０％が予防可能といわれ

ており、接種方法は半年間に３回接種が必要で、費用は３万円から６万円前後かかります。 
 さて、ご質問の接種費用の公費助成につきましては、国でもその有効性や安全性等が確認さ

れ、公費負担については検討していくようです。市の助成につきましては、国の検討会での評

価、今後の動向、医療現場の状況を見ながら検討していきたいと考えております。 
 なお、子宮頸ガンにつきましては早期発見・早期治療のため、平成２１年度からガン検診無

料クーポン券の配布等、受診率向上に取り組んでおります。２２年度につきましても引き続き、

おおぜいの方に受診していただけるよう、取り組んで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（上野稔君） 
 再質問を許します。あと５分。 
 亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 子宮頸ガンのことについて、２点、再質問いたします。 
 日本婦人科学会でも、それからＷＨＯでも、９歳から大体１１歳、１３歳の接種を推奨して

いるわけですけども、ただ、そういう少女がワクチンを接種するという場合、その意味を両親

とか子ども自身が理解することが大切ではないかというふうに考えています。 
 小学生にはどういうふうに説明するのか、そして中学生にはどういうふうに説明するのかと

いうふうに、それぞれの年代とか理解力に合った説明の方法があるかというふうに思います。

子どもには、正しい知識を持つ権利があります。学校の教育現場で、養護教員を中心にして、

こういうことも情報提供すべきというふうに考えますが、見解をお願いいたします。 
 子宮頸ガンに対して、あと１点ですが、大変、多額のワクチン接種でありますけども、ただ

公費助成しても、やっぱり費用対効果を考えれば、それほど高くはないというふうに思われま

す。分かる範囲でいいんですけども、国保のレセプトによる子宮頸ガンの医療費総計が、分か

る範囲でいいんですけど、どのくらいになるかということもお伺いいたします。 
〇議長（上野稔君） 

 答弁を、早川教育次長。 
〇教育次長（早川哲夫君） 

 学校でのというふうな、お話でございます。 
 私、素人でございますので、学校の養護教諭という方からご意見をいただいている部分があ

りますので、一部、披露させていただきます。 
 今回のワクチンの承認については、非常に喜ばしいと。しかしながら、公費負担のワクチン

ではないため、学校としての接種を強く進めるという段階ではないということ。それから保健

体育の授業の中で、子宮頸ガンのワクチンのことにふれることも考えられるが、基本的には教

科書の内容に沿って授業を進めているため、子宮頸ガンワクチンだけを大きく取り上げること

は、今のところ考えていないというふうなご意見でございます。 
 以上でございます。 
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〇議長（上野稔君） 
 加藤市民環境部長。 

〇市民環境部長（加藤寿一君） 
 それでは、亀山和子議員の再質問にお答えします。 
 子宮頸ガンの関係の、国保の医療費のご質問でございます。 
 医療費の疾病別の分類につきましては、毎年５月に疾病の統計をとってございます。その数

字で申し上げたいと思います。ただ、この子宮頸ガンとは限らないんですが、子宮の悪性新生

物という分類になっておりまして、この件数、２１年５月の件数でございますが、入院が４件

で金額が２８８万１千円。入院外が２５件で４７万７千円。併せますと２９件でありまして、

３３５万８千円といった数字があります。 
 以上でございます。 

〇議長（上野稔君） 
 あと３分。 
 亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 教育現場での情報提供について、もう１回、質問いたします。 
 大変、消極的な答弁で残念に思っているわけですけども、やっぱり感染を予防するという観

点でいえば、小学校６年生から中学校３年生までの、そういうワクチンの接種が も効果的だ

というふうにいわれているわけですよね。そういった場合、そういう知識を子どもが知る権利

があるというふうに思います。その権利に対して、学校の教育現場で、きちんと、やっぱり応

えていただきたいというふうに思いますので、今後の課題として、どういうふうに情報提供を

していくのかということも、今後の課題として、ぜひとも考えていただきたいというふうに思

いますので、再度、答弁をお願いします。 
〇議長（上野稔君） 

 早川教育次長。 
〇教育次長（早川哲夫君） 

 ご質問にお答えいたします。 
 ちょうど、昨日、私も７時のニュースのときに、子宮頸ガンのニュースがございまして、仁

科亜季子さんという方が、経験の中で、その大切さということを語っておりました。私どもは

そういう知識がございませんので、見たわけでございますけども、たしかにおっしゃるとおり、

そういうふうな、１１歳から１４歳の間に接種を３回すると、約７０％の完治する可能性があ

るというふうなことを聞きますと、たしかにそれは大事な話だというふうに考えております。 
 しかしながら、現状では、先ほど答弁いたしましたとおり、国の補助がないということでご

ざいますので、補助と知識のことは別でございますので、できる限り、そういうふうな区分に

ついては、現場の養護教諭等とも今後、相談を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（上野稔君） 
 以上で、亀山和子君の一般質問を終了します。 
 関連質問を許します。 
 ７番、渡辺正秀君。 
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〇７番議員（渡辺正秀君） 
 先ほどの子宮頸ガンの医療費のことですけども、これは実額ですね。そうしますと、今、急

に聞いた数字ですから、パッとは分かりませんけども、費用対効果、お金だけの問題ではない

ですけども、費用対効果の面でも、十分ペイするということですね。そういう面もございます

ので、お金だけの問題ではありませんが、ぜひ積極的に、先進的に取り組んでいただきたいと

いうふうに思います。見解をお願いいたします。 
 それから、あと耕作放棄地に関してでございますけども、さまざまな放棄地の有効活用の方

策をとっているということ。さらに抜本的な解消策としては、農業の後継者を育て、そういう

土地も含め、全農地を有効に使っていくということになろうかと思いますが、ぜひそのことを

積極的に進めていただきたいと。 
 しかし、当面の問題としては、実際に各集落ごとに、平地でもそういう状況というのは生ま

れてきて、大変、困っているわけですが、そういう問題に関して、また、そういう相談に対し

て、具体的には、今どのように対応されているのか。困ったけど、どうにかしてくれという話

に対して、どのように対応しているか、お聞きしたいと思います。よろしくお願いします。 
〇議長（上野稔君） 

 答弁を、中川保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（中川啓次君） 

 積極的に取り組んでほしいというお話でございますが、先ほど、 初の答弁で申し上げまし

たように、子宮頸ガンに限らず、ガン検診の無料クーポン券については、２２年度についても

引き続き対応させていただくというようなことも計画させていただいておりますので、この子

宮頸ガンにつきましては、先ほど申し上げましたように、さらに今後の動向、国の検討会の状

況等を見た中で、対応を検討していきたいというふうに思っております。 
〇議長（上野稔君） 

 保坂産業観光部長。 
〇産業観光部長（保坂利定君） 

 渡辺議員の関連質問にお答えをいたします。 
 農業振興の活性化の中で、遊休農地、荒廃農地の解消問題、非常に重要な問題だと認識をし

ておりますけれども、その中で先ほど答弁したとおり、さまざまな有効活用をして、担い手育

成には積極的に取り組んでいきたいと思います。 
 具体的には、遊休農地解消については、今、農家台帳のデータベースをつくっております。

このデータベース化をしますと、１筆ごとに遊休農地が確認できますので、ここの遊休農地の

原因はなんなのかと。この究明をして、所有者に対して、これから農業をやる予定があるのか、

ないのか。まず、このへんの確認をしながら、あるのであれば農業委員会の斡旋をする。ない

場合であれば、いろんな方策があると。要するにＮＰＯ 農業生産法人に連絡をとりながら、

市民農園型の農場にしていくのか。あるいは、都市との交流の中で体験農園として活用できる

のか。もう１つは、地域の事情に合った作物の導入をしていかなければならない。要するに桃、

ブドウは大変だということであれば、野菜なんかを作って、高齢者の方に野菜なんかを作って

いただいて、市内にある農産物直売所の利用活用の推進を図っていきたい。これを含めて、生

産意欲の向上を図りながら、地域特産物の導入、あるいは販売拡大等を含め、地産地消に努め

ていきたいと考えております。 
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〇議長（上野稔君） 
 渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 先ほど具体的に、どういうふうに対応しているかという質問をしたわけですが、その点と、

それから繁茂した雑草、そういうところについては、代執行はできないのか。あるいは、その

近所の困っている農家に対して、除草剤、あるいは重機等の貸し出し、あるいはなんらかのそ

ういう支援ということができないのかどうなのか、検討していただけないかどうかということ

について、お聞きしたいと思います。 
〇議長（上野稔君） 

 保坂産業観光部長。 
〇産業観光部長（保坂利定君） 

 苦情も大変、多い状況です。相談も多いということでありますので、これにつきましては、

台帳を作成しておりまして、これに対して、対応・指導が適切であったかどうか。あるいは今

後の指導をどうしていくかということを、課内の中で、農業振興課あるいは農業委員会を含め

て、確認をして対応していきたいと考えております。 
 基本的に農地、繁茂したものにつきましては、草刈り等々につきましては、除草等につきま

しては、不在地主等については地主に連絡をすると。もし本人が来られないということで、代

執行をしますよと。うちのほうで、例えばシルバーに委託して、除草なりしますので、費用は

所有者の方が払っていただくというような連携を密にしながら、不在地主の場合には地域の方、

あるいはボランティア、あるいはいろんな方々のご協力を得ながら、近隣に迷惑をかけないよ

うな対応の措置を、できるだけ早くとるような対応をとっております。 
〇議長（上野稔君） 

 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４日、５日および８日は議案調査のため、休会といたしたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、明日４日、５日および８日は休会とすることに決定いたしました。 
 次の本会議は９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４０分 
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再開  午後 ２時２６分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（上野稔君） 

 ただいまの出席議員は２４名であります。 
 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 
 本日、傍聴の申請があり、これを許可しましたので報告いたします。 
 傍聴人に申し上げます。 
 傍聴人は議事について可否を表明し、または騒ぎ立てることは禁止されておりますので、静

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

め申し添えます。 
 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（上野稔君） 
   日程第１ 議案第３号から日程第２７ 議案第４９号までを一括議題といたします。 

 本案につきましては、今定例会初日に上程され、各常任委員会に審査を付託してありますの

で、それぞれの常任委員長から審査の結果について、報告を求めます。 
 はじめに総務常任委員会委員長、降矢好文君。 

〇総務常任委員長（降矢好文君） 
 それでは、議長より委員長報告を求められましたので、総務常任委員会の報告をいたします。 
 去る２月２５日の本会議において、本委員会に付託されました議案のうち、補正予算ならび

に条例改正等の審査を３月４日、５日委員会を開会し、関係当局の出席を求め審査をいたしま

した。 
 審査にあたり何点か質疑・意見等ありましたので、報告いたします。 
 まず、総務部所管においては、笛吹市都市計画税条例の一部改正について、平成２４年度か

らは都市計画区域内の宅地、雑種地に都市計画税が課税されるのかとの質問に対し、平成２１年

度までは合併特例により、旧石和町以外には都市計画税が賦課されていなかったが、平成２４年

度からは笛吹市内の都市計画区域内の宅地、雑種地に賦課することとなるが、この都市計画税

については、市民にＰＲをしていくとの説明がありました。 
 しかし、委員からは、今後２年間の猶予期間内には、さらなる検討と判断が必要であるとの

意見がありましたので、申し添えます。 
 なお、本案件については反対討論がありました。 
 経営政策部所管においては、歳入の中のふるさと納税寄附金について、本年度は金額が少な

かったのかとの質問に対して、市の広報、ホームページ、県人会、笛吹市にゆかりのある組織

等に積極的にＰＲをしているが、昨年度は１０件で約１４４万円、本年度は９件で約５０万円

と件数はほとんど変わらなかったが、金額が約３分の１に減少してしまった旨の説明があり、

これも経済状況が厳しい中での影響が考えられるとの説明がありました。 
 委員からは、今後ともダイレクトメール等により市のＰＲを含めながら、お願いなど行って

いったらよいのではないかとの意見が出されました。 

 １３９ 



 市民環境部所管においては、指定管理をしている３カ所の温泉施設が赤字ということだが、

主な原因は何かとの質問に対し、燃料費の高騰が主な原因で、指定管理料での支払いとなって

いるが、指定管理料算定時の燃料単価と実際の購入単価との差額は、年度内に精算している。

また、その他としては、利用料が安い市内の利用者が増えていることも、原因になっていると

考えられるとの説明がありました。 
 また今後とも、施設の苦情等については誠意をもって対応し、併せて指定管理者への指導を

行うようにとの意見がありました。 
 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６号 「笛吹市違法駐車等の防止に関する条例の一部改正について」、賛成全員で原案

のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第７号 「笛吹市職員給与条例及び笛吹市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部

改正について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第８号 「笛吹市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

べきものと決定。 
 議案第１３号 「笛吹市火災予防条例の一部改正について」、賛成全員で原案のとおり可決す

べきものと決定。 
 議案第１４号 「平成２１年度笛吹市一般会計補正予算（第７号）のうち、総務常任委員会

担当項目について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第４３号 「富士川町の設置に伴う山梨県市町村自治センターを組織する地方公共団体

の数の減少について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第４４号 「山梨県市町村自治センターの解散について」、賛成全員で原案のとおり可決

すべきものと決定。 
 議案第４５号 「山梨県市町村自治センターの解散に伴う財産処分について」、賛成全員で原

案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第４６号 「富士川町の設置及び山梨県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更

に伴う山梨県市町村総合事務組合規約の変更について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきも

のと決定いたしました。 
 以上をもちまして、委員長報告といたします。 

〇議長（上野稔君） 
 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。 

 これより、討論および採決を行います。 

 この際、申し上げます。 

 日程第１２ 議案第１４号 「平成２１年度笛吹市一般会計補正予算（第７号）」につきま

しては、各常任委員会に分割付託しております。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。 
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 それでは、議案第６号および議案第７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６号および議案第７号は、原案のとおり可決されました。 
 次に議案第８号を議題とし、討論を行います。 
 反対討論を許します。 
 ７番、渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 笛吹市都市計画税条例の一部を改正する条例に反対いたします。 
 ９月議会でも改正の方針に反対する立場で一般質問を行いましたが、その理由は今も同じで

ございます。その１つは、課税拡大予定地域は田舎で、都市計画税はそぐわない。ただ、税金

を取りたいという意図しか感じられないものである。 
 ２つ目に、区画整理や都市計画施設は莫大な予算を要し、一部の地域に集中するもので、他

の地域に新税を課す理由にはならない。下水道債の償還に充てるといっているが、下水道供用

区域には受益者負担金が課せられており、都市計画税は負担金の二重取りとなる。また下水道

計画区域外の住民にとっては、まったく説明にならない。そして、そうした考えのもとに都市

計画税は廃止するか、あるいは市街地だけに縮小するか、この２つしかないということを指摘

しました。 
 こうした主張は、私たちだけが言っているものではありません。市民ミーティングや、その

他の機会においても、この点は市民から大きな声が挙がっております。今回の改正案、こうし

た多くの市民の声に応えていないものであります。市民の声無視の改正であり、とてもこれは

賛成できるものではありません。 
 なお、この後の扱いについて、否決された場合においても、この責任はどのように対処して

いくか、その責任は市当局にあるものであります。また２年間の猶予の期間に市民に応える、

検討を行うべきであります。廃止または課税区域を市街地だけに縮小するなど、多くの市民の

声に応えるものにすべきだと、私は主張いたします。 
 以上で、反対討論を終わります。 

〇議長（上野稔君） 
 続いて、賛成討論を許します。 
 １７番、小林始君。 

〇１７番議員（小林始君） 
 議案第８号 笛吹市都市計画税条例の一部を改正する条例につきまして、これを原案のとお
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り賛成する立場から討論を行います。 
 都市計画税につきましては、ご存じのとおり町村合併前は石和町のみが課税されており、区

画整理事業等の都市計画事業の施設整備に財源充当されてきております。合併後は、合併特例

法を適用し、石和町地域のみ課税を行う不均一課税がされてきましたが、町村合併時の合併協

定項目の中で、平成２２年度からの都市計画税については目的税であるため、新市施行後にお

いて、都市計画法、土地利用計画に基づいて検討していくこととなっておりました。 
 しかし、この合併特例法の適用期限が平成２２年３月３１日で終了することに伴い、現条例

のままでは４月１日から、笛吹市全域の都市計画区域に都市計画税を課税することとなります

が、昨年からの上下水道の使用料金の統一化、国民健康保険料、介護保険料の改定に伴い、市

民の負担は増加しております。また、景気の悪化により失業者等も増えている現状をふまえる

と、現時点で、さらに新たな市税の課税による負担増を図るのは困難と思われますので、２年

間、課税を猶予する本条例改正案に賛成をいたします。 
 都市計画税について、さらなる周知を図っていただくことを要望し、賛成討論といたします。 

〇議長（上野稔君） 
 ほかに討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結します。 
 議案第８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、委員長の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８号は原案のとおり可決されました。 
 次に、議案第１３号を議題といたします。 
 お諮りします。 
 本案については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本案についての委員長報告は、可決です。 
 本案は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第１３号は原案のとおり可決されました。 
 次に、議案第４３号から議案第４６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） 
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 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本４案件についての委員長報告は、可決です。 
 本４案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第４３号から議案第４６号は原案のとおり可決されました。 
 次に教育厚生常任委員会に付託しております案件について、教育厚生常任委員長から審査結

果の報告を求めます。 
 教育厚生常任委員会委員長、前島敏彦君。 

〇教育厚生常任委員長（前島敏彦君） 
 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２月２５日の本会議において、本委員会に付託されました一般会計、特別会計補正予算、

ならびに条例制定、改正等についての議案審査を３月４日および５日の２日間にわたりまして、

関係当局の出席を求め開会し、審査いたしました。 
 審査の過程において出ました、主な質疑等について報告をいたします。 
 保健福祉部所管では、配食サービス事業費を減額している原因について質問があり、利用者

数は死亡、施設入所等により３７人が終了し、新規の利用者が３６人で人数的には変わりはな

いが、１月平均８０人ほどが利用しており、昨年度に比べ月平均の利用者数が１３人ほど減少

したため減額になったが、利用者に要望等を聞き満足できるサービスをしていくとの説明があ

りました。 
 次に父子家庭児童育成手当支給事業費が減額になっているが、認定件数について質問があり、

今年度からの事業で当初３５件の支給を見込んでいたが、２月末で１７件の申請を受け付け、

そのうち１２件を支給認定し、４件を却下し、１件審査中との説明がありました。 
 市民環境部所管では、ＢＤＦ事業において、旅館・飲食店等の大口の事業者から回収し、排

出者に使ってもらうことを考える時期ではとの質問に、ボイラー燃料等の活用方法が増えれば、

収集方法を含めて回収を増やすことを検討したいとの説明がありました。また協力事業者を認

定することにより、石和温泉のイメージアップになるとの意見がありました。 
 次に国保の医療費が伸びている原因について質問があり、特に高額医療費が増えており、基

本的には医療の高度化、受診件数の増加また生活習慣病によるものが非常に多いため、特定健

診の受診率と指導率を向上させ、医療費を削減していきたいとの説明がありました。 
 教育委員会所管では、小中学校太陽光発電設備装置設置工事費の減額等の内容について、

１キロワットの補助基準額及び公共投資臨時交付金補助事業の内容が変更になったため、太陽

光発電設備のキロワット数を全体で、４８０キロワットから３５０．４キロワットに縮小し、

全体の事業費の減額と財源更正の変更をしたとの説明がありました。 
 また、芦川小中学校体育館の耐震改修工事の減額について、耐震改修のために建物調査等を

実施した結果として、裏山が急傾斜地の崩壊危険区域に指定されておる現状も判明し、事実上

工事が不可能になったために予算額の減額をするとの説明があり、今後の事業推進にあたり小

学校も同じ敷地にあり、災害時の地域の避難場所にも指定されているため、早急に危険な状況

の対応を求める意見がありました。 
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 なお、一般会計補正予算については、反対討論がありました。 
 以上、教育厚生常任委員会で審査されました、主な内容についての報告を終わります。 
 それでは、審査結果については次のとおりであります。 
 議案第５号 「笛吹市芦川やすらぎの里条例の制定について」、賛成全員で原案のとおり可

決すべきものと決定。 
 議案第９号 「笛吹市学校給食センター条例の一部改正について」、賛成全員で原案のとお

り可決すべきものと決定。 
 議案第１０号 「笛吹市学童保育室条例の一部改正について」、賛成全員で原案のとおり可

決すべきものと決定。 
 議案第１２号 「笛吹市学校施設の開放に関する条例の一部改正について」、賛成全員で原

案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第１４号 「平成２１年度笛吹市一般会計補正予算（第７号）のうち、教育厚生常任委

員会担当項目について」、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第１５号 「平成２１年度笛吹市国民健康保険特別会計補正予算（第５号）について」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第１６号 「平成２１年度笛吹市老人保健特別会計補正予算（第２号）について」、賛

成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第１７号 「平成２１年度笛吹市介護保険特別会計補正予算（第４号）について」、賛

成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第１８号 「平成２１年度笛吹市介護サービス特別会計補正予算（第４号）について」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第１９号 「平成２１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４７号 「甲府市・中央市中学校組合と笛吹市との間における教育に関する一部事務

の委託の廃止について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第４８号 「甲府市と笛吹市との間における教育に関する委託事務の変更について」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 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（上野稔君） 
 以上で、教育厚生常任委員長の報告は終わりました。 

 これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 （ な し ） 

 質疑を終結します。 

 これより討論および採決を行いますが、議案第１４号につきましては、各常任委員会に分割

付託しておりますので、３常任委員長の報告終了後に討論および採決を行います。 
 それでは議案第５号、議案第９号、議案第１０号および議案第１２号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。 
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 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本４案件についての委員長報告は、可決です。 
 本４案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって議案第５号、議案第９号、議案第１０号および議案第１２号は原案のとおり可決され

ました。 
 次に、議案第１５号から議案第１８号までを一括議題といたします。 
 お諮りします。 
 本４案件については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本４案件についての委員長報告は、可決です。 
 本４案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第１５号から議案第１８号は原案のとおり可決されました。 
 次に議案第１９号を議題とし、討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結します。 
 これより、議案第１９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１９号は原案のとおり可決されました。 
 次に、議案第４７号および議案第４８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案件についての委員長報告は、可決です。 
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 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４７号および議案第４８号は原案のとおり可決されました。 
 続いて、建設経済常任委員会に付託しております案件について、建設経済常任委員長から審

査の結果について、報告を求めます。 

 建設経済常任委員会委員長、大久保俊雄君。 

〇建設経済常任委員長（大久保俊雄君） 

 それでは、ただいま議長より報告を求められましたので、委員長報告をさせていただきます。 

 去る２月２５日の本会議において、本委員会に付託されました補正予算、条例制定、改正等

の議案審査を３月４日、５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。 

 審査にあたり、いくつか質疑・意見等がありましたので報告いたします。 

 まず産業観光部所管では、芦川活性化交流施設についての質問があり、この施設は芦川農産

物直売所に併設され、地域特産物の加工品を作るための施設である。加工品は直売所で販売す

るが、価格について市は関与しない。また、直売所はより多くの誘客に向けて看板、ＰＲ方法

等、検討するとの説明がありました。 

 また、ホタルの里づくり事業については、なかなか成果に結びつかないが、今後の方向性は

との指摘があり、本来あるべき事業の進め方の検証も必要と考えるが、地域の努力もあり、今

後の推移を見守ることも必要との意見がありました。 

 建設部所管では、芦川地区景観条例の制定に伴い、規制等、制約を受けるのか。地域住民へ

の説明、理解はどの程度されているのか。また、市全体の景観計画との整合性はとの質問があ

り、まず地域審議会で諮り、その後に検討委員会、所管課、支所を含め検討を行い、条例化し

た。概要版などもつくり、周知に努めたい。また規制を強化したり、活動制限をする委任条例

ではなく、届け出制を中心とした自主条例構成であるので、景観計画を策定していく中で、各

地域ごとの景観および特性に合わせ、市全体として検討していくとの説明がありました。 

 公営企業部所管では、水質検査入札差金による減額補正について、見積り額の約半分で済ん

だとのことだが、見積り額と落札額との開きについての指摘があり、委託料については、入札

の結果、落札率５０％以下ということもあり得るとの説明がありました。 

 以上、本委員会に付託を受けました案件にかかる、主な質疑・意見等の報告を終わります。 

 それでは、審査結果については次のとおりであります。 

 議案第３号 「笛吹市芦川活性化交流施設条例の制定について」、賛成全員で原案のとおり

可決すべきものと決定いたしました。 

 議案第４号 「笛吹市芦川地区景観条例の制定について」、賛成全員で原案のとおり可決す

べきものと決定いたしました。 

 議案第１１号 「笛吹市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正について」、

賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 議案第１４号 「平成２１年度笛吹市一般会計補正予算（第７号）のうち、建設経済常任委

員会担当項目について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 議案第２０号 「平成２１年度笛吹市公共下水道特別会計補正予算（第４号）について」、

 １４６ 



賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 議案第２１号 「平成２１年度笛吹市簡易水道特別会計補正予算（第４号）について」、賛

成全員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 議案第２２号 「平成２１年度笛吹市水道事業会計補正予算（第４号）について」、賛成全

員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 議案第４９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いた

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。 

〇議長（上野稔君） 
 建設経済常任委員長の報告が終わりました。 

 これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 （ な し ） 

 質疑を終結します。 

 これより討論および採決を行いますが、議案第１４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３号および議案第４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案件についての委員長報告は、可決です。 
 本２案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第３号および議案第４号は原案のとおり可決されました。 
 次に議案第１１号を議題とし、討論を許します。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結します。 
 これより、議案第１１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１１号は原案のとおり可決されました。 
 次に、議案第２０号から議案第２２号までを一括議題といたします。 
 お諮りします。 
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 本３案件は討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本３案件についての委員長報告は、可決です。 
 本３案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第２０号から議案第２２号は原案のとおり可決されました。 
 次に、議案第４９号を議題といたします。 
 お諮りします。 
 本案は討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本案につきましての委員長報告は、可決です。 
 本案は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第４９号は原案のとおり可決されました。 
 以上で、各常任委員会に付託いたしました議案の採決が終了いたしました。 
 これより、各常任委員会に分割付託いたしました議案第１４号を議題とし、討論を行います。 
 反対討論を許します。 
 ７番、渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 平成２１年度一般会計補正予算（第７号）に対する反対討論を行います。 
 はじめに今回の補正は、ほとんどが事業確定による補正でございます。そうした中で、項目

的に見ると、例えて言うならば９９％の項目に関して、これに賛成いたします。しかし、この

財政を危うくする内容、また性格が含まれているとき、私どもはこの補正に賛成することはで

きません。 
 さて、反対討論の中身に入りたいと思いますが、本議会の日本共産党の代表質問をはじめ、

各会派の議員の本会議の代表質問、それから一般質問を通じて、笛吹市の将来財政は極めて厳

しいことが浮き彫りになりました。そうした見通しの中で、日本共産党は税・公共料金の引き

上げ、本庁集中などの行革によるよりも、まず事業と予算の精査があまりにもずさんで、この

改善が必要と主張いたしました。 
 補正予算を見てみたいと思いますが、１５億２，８００万円という多額の減額でございます。

主なものでは農地費のうち、農業施設整備事業費１億４，８４８万円の減額。地域要望に基づ

く、これは農道等の整備であるが、４割近い減額というのは事業計画、そしてその予算のずさ
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んさを示す何ものでもございません。 
 また、いわゆるホタルの里事業は５，６００万円の減額であるが、これが水量が足りないた

め、左岸の事業取り止めということでございます。また完成した右岸についても、流れが急す

ぎて改修が必要だということであります。事前の調査、設計に問題があったと言わざるを得ま

せん。 
 以上は、たしかに過ぎたこと、結果論でございます。これからの問題について、見てみたい

と思います。 
 １８小中学校への太陽光発電設置に関して、規模を７３％に縮小するにもかかわらず、新た

に約９千万円の借金、起債を起こすという補正でございます。太陽光発電の予算規模は５億

１千万円。１キロワット当たり１４５万円の発電施設となります。現在、家庭用の太陽光発電

装置の設置費は、１キロワット当たり７０万円以下であります。２倍以上の単価となります。

新たに９千万円の借金をしなくても、文科省の補助金および公共投資臨時交付金等で４億２千

万円、確保できます。この場合、１キロワット当たり１２０万円。これでも大変、高い設置費

となります。十分な予算ではないかと思います。 
 なぜ９千万円、新たに借金しなくてはならないのか。それは現状では、設置が無理な校舎へ

も大型パネルを乗せるために、大掛かりな改修工事をしようとするからであります。また、そ

の調査設計委託料が４，６００万円と、非常に大きいことも１つの原因であります。将来財政

が大変厳しいと言いながら、こうした点でなんの工夫もなく多額の借金をする。これは絶対に

認められることではございません。 
 さらに、この事業について申しますと、市長は脱税容疑で会長らが逮捕されたオプトの部材

を実質的に指定するとの姿勢を撤回しておりません。国税の脱税が５億円であれば、笛吹市の

法人住民税の脱税額も約６千万円にのぼります。 
 こうした疑惑があるとき、いかなる立派な個人、あるいは議員、あるいは企業であっても長

期の悪質な滞納があったり、あるいは脱税、こういうものがあった場合、あるいはそのために

逮捕されているときなど、これはなんら、真実が明らかになるまで擁護することはできないは

ずでございます。 
 私は、このことを申し添えまして、反対討論といたします。 

〇議長（上野稔君） 
 続いて、賛成討論を行います。 
 ６番、風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 議案第１４号 平成２１年度笛吹市一般会計補正予算（第７号）について、これに賛成する

立場から討論を行います。 
 今回の一般会計補正予算は、歳入歳出それぞれ１５億２，８００万４千円の減額として、そ

の総額を３０９億２，９９７万４千円とするものであります。これは年度末にあたり、事務事

業の執行状況をふまえ、大方の事業費が固まりつつあるところで予算精査を行い、一部に増額

する事業があるものの、全体では大幅な減額となっている補正予算であります。 
 平成２１年度予算につきましては、当初より２０年度予算に比較し、普通建設事業３０％の

増に伴う、１２億円以上も増額された予算でありました。さらに国の補正予算であります地域

活性化・経済危機対策臨時交付金事業、ならびに地域活性化・公共投資臨時交付金事業が導入
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され、本市では１０億円を超す景気回復対策事業を積極的に行ってまいりました。 
 このように大型に膨らんだ予算の事業執行を行うわけですから、事業においては変更や追加

等も当然、考えられます。例年どおり工事入札差金等の減額、ならびに使い切り予算の廃止に

よる各事業の減額も、予算規模が大きいだけに不用額も相当額、発生するものであります。ま

た、財政当局側とされても財源更正等に大変、苦慮されたと思われるところであります。さら

に国民健康保険、後期高齢者医療、公共下水道の各特別会計においても、年度末の事業執行を

見通した中で予算精査を行い、繰出金の減額を行っております。 
 以上のように、今回の補正予算は投資的事業に積極的に取り組んだ結果であり、早めの予算

精査に入っていることがうかがえる一方、年度末にあって基金管理等、的確に対応した予算で

あると考えられるものであります。 
 今後も市当局にあっては、なお一層の市民サービスの向上が図られるよう、ご尽力をお願い

しながら、今回の笛吹市一般会計補正予算（第７号）につきましては、原案に賛成するもので

あります。 
 以上、討論といたします。 

〇議長（上野稔君） 
 ほかに討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結します。 
 議案第１４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１４号は原案のとおり可決されました。 
 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１０日から１２日および１５日から１７日は、議案調査のため休会といたしたいと思い

ます。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、明日１０日から１２日および１５日から１７日は、休会とすることに決しました。 
 次の本会議は１８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１５分 

 

 １５０ 



 
 
 
 
 

平 成 ２ ２ 年 
 
 

笛 吹 市 議 会 第 １ 回 定 例 会 
 
 
 

３ 月 １ ８ 日 
 
 

 １５１ 



 
平成２２年笛吹市議会第１回定例会 
 

１．議 事 日 程（第５号） 
平成２２年３月１８日 
午後２時３０分開議 
於 議 場 

 
 

日程第 １ 議案第２３号 平成２２年度笛吹市一般会計予算について 
日程第 ２ 議案第２４号 平成２２年度笛吹市国民健康保険特別会計予算について 
日程第 ３ 議案第２５号 平成２２年度笛吹市老人保健特別会計予算について 
日程第 ４ 議案第２６号 平成２２年度笛吹市介護保険特別会計予算について 
日程第 ５ 議案第２７号 平成２２年度笛吹市介護サービス特別会計予算について 
日程第 ６ 議案第２８号 平成２２年度笛吹市後期高齢者医療特別会計予算について 

日程第 ７ 議案第２９号 平成２２年度笛吹市公共下水道特別会計予算について 

日程第 ８ 議案第３０号 平成２２年度笛吹市農業集落排水特別会計予算について 

日程第 ９ 議案第３１号 平成２２年度笛吹市簡易水道特別会計予算について 

日程第１０ 議案第３２号 平成２２年度笛吹市黒駒山恩賜県有財産保護財産区管理会特

別会計予算について 

日程第１１ 議案第３３号 平成２２年度笛吹市大積寺山恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計予算について 

日程第１２ 議案第３４号 平成２２年度笛吹市稲山恩賜県有財産保護財産区管理会特別

会計予算について 

日程第１３ 議案第３５号 平成２２年度笛吹市牛ヶ額恩賜県有財産保護財産区管理会特

別会計予算について 

日程第１４ 議案第３６号 平成２２年度笛吹市大口山恩賜県有財産保護財産区管理会特

別会計予算について 

日程第１５ 議案第３７号 平成２２年度笛吹市崩山恩賜県有財産保護財産区管理会特別

会計予算について 

日程第１６ 議案第３８号 平成２２年度笛吹市名所山恩賜県有財産保護財産区管理会特

別会計予算について 
日程第１７ 議案第３９号 平成２２年度笛吹市春日山恩賜県有財産保護財産区管理会特

別会計予算について 
日程第１８ 議案第４０号 平成２２年度笛吹市兜山外五山恩賜県有財産保護財産区管理

会特別会計予算について 
日程第１９ 議案第４１号 平成２２年度笛吹市水道事業会計予算について 
日程第２０ 議案第４２号 平成２２年度笛吹市営春日居地区温泉給湯事業会計予算につ

いて 
日程第２１ 笹子山恩賜県有財産保護組合議会議員の選挙 
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日程第２２ 大蔵沢恩賜県有財産保護組合議会議員の選挙 
日程第２３ 同意第１号 兜山外五山恩賜県有財産保護財産区管理会委員の選任につ

いて 
日程第２４ 発議第１号 核兵器の廃絶と恒久平和実現を求める意見書の提出について 
日程第２５ 発議第２号 石和温泉駅周辺整備事業に関する附帯決議 
日程第２６ 閉会中の継続審査について 
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再開  午後 ３時００分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（上野稔君） 

 ただいまの出席議員は２４名であります。 
 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 
 本日、傍聴の申請があり、これを許可しましたので報告いたします。 
 傍聴人に申し上げます。 
 傍聴人は議事について可否を表明し、または騒ぎ立てることは禁止されておりますので、静

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

め申し添えます。 
 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（上野稔君） 
   日程第１ 議案第２３号から日程第２０ 議案第４２号までを一括議題といたします。 

 本案については今定例会初日に上程され、各常任委員会に審査を付託してありますので、そ

れぞれの常任委員会委員長から審査の結果について、報告を求めます。 
 はじめに総務常任委員会委員長、降矢好文君。 

〇総務常任委員長（降矢好文君） 
 それでは、ただいま議長より委員長報告を求められましたので、総務常任委員会の報告をい

たします。 
 本委員会に付託されました議案のうち、平成２２年度一般会計当初予算案の審査を３月

１１日、１２日および１５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

査をいたしました。 
 審査にあたり、何点か質疑・意見等ありましたので報告いたします。 
 まず総務部所管では、都市計画税の滞納分については、どのような方法で徴収を行っていく

のか。また、専門的な職員についても検討した方がよいのではないかとの質問に対し、滞納額

の１０％の歳入を見込んでおり、固定資産税と併せ課税されているので、しっかり調査をして、

換価できる状態にもっていくように努力をし、現在、税の徴収対策本部があり、税・料等も含

めて検討をしてきており、また専門職員については、県の滞納整理推進機構とも連携をして、

専門的な知識をさらに深めて、徴収に努力をしていきたいとの説明がありました。 
 経営政策部所管では、財産収入のうち、利子及び配当金の基金が増えているが、これについ

ては、それに沿った基金の使い方があるのではとの質問に対し、この基金については、財政調

整基金を除いた特定目的基金については、それぞれ基金条例が制定されており、その目的のた

めに運用しているとの説明がありました。 
 消防本部所管では、 近、北海道でグループホームの火災があったが、どのような対策を行っ

ているかとの質問に対し、消防本部としては、年間を通じて、通常の立ち入り検査を行ってい

るが、今回このような事例が発生すると、国から数日以内に指導強化の通達などが発送される

が、当消防本部については、国からの通達を待たずに、今日から管内の４施設の特別立ち入り
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検査を実施し指導を行い、その他類似した５施設についても速やかに、立ち入り検査を実施す

る予定であるとの説明がございました。 
 市民環境部所管では、チャイルドシートの助成については、来年度から廃止になると聞いた

が、事業は継続になるのかとの質問に対し、平成２２年度も継続して事業は行うが、今後の考

え方については、チャイルドシートの着用率も大変よくなっており、その目的はほぼ達成して

おり、子ども手当法の関係も考慮しながら、平成２３年度についてのこの助成については、今

後の検討課題であるとの説明がありました。 
 また各支所長、課長にも委員会に出席を求め、支所費についての審査を行いました。 
 なお、一般会計当初予算案については、反対討論がありました。 
 以上、本委員会に付託を受けました案件に関わる主な質疑・意見等の報告を終わります。 
 それでは、審査結果については次のとおりであります。 
 議案第２３号 「平成２２年度笛吹市一般会計予算のうち、総務常任委員会担当項目につい

て」、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。 
 以上をもちまして、委員長報告といたします。 

〇議長（上野稔君） 
 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。 

 日程第１ 議案第２３号 「平成２２年度笛吹市一般会計予算」につきましては、各常任委

員会に分割付託してあります。３常任委員長の報告終了後に討論および採決を行います。 
 次に教育厚生常任委員会に付託しております案件について、教育厚生常任委員長から審査の

結果の報告を求めます。 
 教育厚生常任委員会委員長、前島敏彦君。 

〇教育厚生常任委員長（前島敏彦君） 
 それでは、議長より報告を求められましたので、委員長報告をさせていただきます。 
 本委員会に付託されました平成２２年度一般会計、特別会計当初予算についての議案審査を、

３月１１日、１２日および１５日の３日間にわたりまして、全委員出席のもと、関係当局の出

席を求め開会し、審査いたしました。 
 審査の過程において出ました、主な質疑等について報告いたします。 
 保健福祉部所管では、地域活動支援センター補助金についての質問があり、２２年度からの

新規の事業として、障がい児とその保護者を対象とした事業の活動に対し、６００万円を限度

に補助を行い、障がい児の地域生活を支援するとの説明がありました。 
 次に、生きがいデイサービス事業について社会福祉協議会への委託の割合が大きいがとの質

問に、社会福祉協議会６カ所、民間事業所８カ所に委託しているが、民間事業所は介護保険サー

ビスが中心で受け入れ数に限りがあり、社会福祉協議会全体での利用者が多くなっているとの

説明がありました。 
 次に乳幼児医療費助成対象年齢の引き上げについて質問があり、２３年度を目途に２１年度、
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２２年度の医療費の推移を分析しながら検討するとの説明に、検討の状況について報告を求め

る意見があり、委員会として報告を求めていくことを確認いたしました。 
 市民環境部所管では、２２年度策定する環境基本計画はどのような内容かとの質問に、環境

審議会およびワークショップを立ち上げ、専門家・諸団体の代表者等の意見を聞き、またほか

の策定済みの計画との整合性を図る中で環境保全の理念を定め、行政、事業者、市民の責務を

明確にする１０年間の計画をつくるとの説明がありました。 
 次に、国民健康保険特別会計の保健事業では、２２年度から新規に、特定健診では指導の対

象にならない高血圧予備軍の方の健康教室の開催を予定しており、また特定健診の受診機会を

増やすため、集団健診のほかに市内の医療機関等による個別健診を実施し、受診者にとって受

診しやすい環境をつくりたいとの説明がありました。 
 教育委員会所管では、一宮学校給食共同調理施設設置事業で、厨房設備について働きやすい

ようにするのが大事ではとの意見があり、厨房設備は働く人が快適に仕事ができるように、プ

ロポーザル方式による専門業者の提案を、栄養士・調理員を含めた中で審議し、先に厨房設備

を決めて、それをもとに調理施設の設計を行ったとの説明がありました。 
 次に、いちのみや桃の里マラソン大会事業で、大手の協賛会社の協賛金が見込めなくなった

ため参加費を上げたが、申し込み状況はどうかとの質問に、参加費を３千円から４千円に１千

円上げたため、参加者の減少が懸念されたが、現在までの申し込み者数は４，５００人から４，

６００人で、昨年の大会より４００人ぐらい多くなっているとの説明がありました。 
 次に図書館費で、昨年度に比べて減額になっている理由は何かとの質問に、人件費の減額の

ほか各図書館の蔵書の整備状況、利用状況等を勘案して図書購入費を５３１万円、減額したと

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あります。 
 議案第２３号 「平成２２年度笛吹市一般会計予算のうち、教育厚生常任委員会担当項目に

ついて」、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第２４号 「平成２２年度笛吹市国民健康保険特別会計予算について」、賛成多数で原

案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第２５号 「平成２２年度笛吹市老人保健特別会計予算について」、賛成全員で原案の

とおり可決すべきものと決定。 
 議案第２６号 「平成２２年度笛吹市介護保険特別会計予算について」、賛成多数で原案の

とおり可決すべきものと決定。 
 議案第２７号 「平成２２年度笛吹市介護サービス特別会計予算について」、賛成全員で原

案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第２８号 「平成２２年度笛吹市後期高齢者医療特別会計予算について」、賛成多数で

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

〇議長（上野稔君） 
 以上で、教育厚生常任委員長の報告は終わりました。 

 これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 
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 （ 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２３号につきましては、各常任委員会に分割

付託しておりますので、３常任委員長の報告終了後に討論および採決を行います。 
 それでは議案第２４号を議題とし、討論を許します。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終了します。 
 これより、議案第２４号の採決を行います。 
 本案に対する委員長報告は、可決です。 
 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 多 数 ） 
 起立多数です。 
 よって、議案第２４号は原案のとおり可決されました。 
 次に、議案第２５号を議題といたします。 
 お諮りします。 
 本案については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本案についての委員長報告は、可決です。 
 本案は、委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第２５号は原案のとおり可決されました。 
 次に議案第２６号を議題とし、討論を許します。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結します。 
 これより、議案第２６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２６号は原案のとおり可決されました。 
 次に、議案第２７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。 
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 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本案についての委員長報告は、可決です。 
 本案は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第２７号は原案のとおり可決されました。 
 次に議案第２８号を議題とし、討論を許します。 
 反対討論を許します。 
 ８番、亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 議案第２８号 平成２２年度笛吹市後期高齢者医療特別会計予算について、反対討論を行い

ます。 
 多くの高齢者から年寄り差別だと批判の声が多かった、この制度が発足して２年が経過しま

した。７５歳以上の人が他の世代と切り離されて、後期高齢者医療制度に入れられ、低所得、

無年金、無収入の人まで、すべての７５歳以上から保険料を取り、さらにサラリーマンや公務

員の家族に扶養されていて、本人が保険料を払う必要がなかった人まで払うことになってしま

いました。 
 そもそも、この制度は当時の厚労省が、医療費が際限なく上がり続ける痛みを、高齢者が自

分の感覚で感じ取っていただくようにしたと発言しているように、高齢者に重い負担を押し付

けることで、医療費を抑えることを狙った制度であります。 
 事実、厚労省の患者調査では７５歳以上の１０万人当たりの受診率が激減しております。こ

の制度の財政は国、県、市が５０％、若年層の保険で４０％、７５歳以上の高齢者の保険、お

よそ１０％で賄われております。しかし、この１０％の保険料も医療費が増えたり、７５歳以

上の人口が増えるにつれて、１０％の負担割合が引き上げる仕組みになっております。２年に

一度の見直しが行われて、２２年度はその見直しの時期にあたります。 
 幸い、山梨県の広域連合では保険料は据え置きになりまして、また被扶養者の保険料も軽減

措置、２年間でしたけども、軽減措置が２年継続することとなりました。しかし、７５歳の誕

生日を迎えたとたんに後期高齢者とされて、家族から切り離されて、保険料を新たに負担させ

られる高齢者が２２年度も生まれることに変わりはありません。 
 予算では普通徴収の滞納繰越分が２１年度、２４７万２千円だったのに対し、２２年度はお

よそ１．９倍にも増えて、４５６万９千円にもなっております。年金額が月額１万８千円以上

の人からは、基本的に年金から保険料を天引きしますので、普通徴収の方というのは無年金の

人とか、年金が月額１万８千円以下の低所得の人ということになります。 
 国保では７５歳以上の老人保健の対象者といいますのは、滞納があっても保険証を取り上げ

はできませんでしたけれども、後期高齢者医療制度では保険証取り上げも可能になりました。

笛吹市では現在、２２人の高齢者に短期保険証を発行しているということでありますけども、

これでは安心して医者にかかることができないのではないでしょうか。 
 自民党・公明党の政権の時代に発足した、この年寄りいじめの制度、昨年の総選挙で廃止を

 １５９ 



公約に掲げて政権についた民主党ですけども、政権についたら４年も先送りということになっ

てしまいました。 
 この制度のシステムを手掛けた、ある技術者がもとのシステムに戻すのは、時間もリスクも

少なくて済むというふうに新聞に投書していることからも、廃止して、もとの制度に戻すのは

極めて現実的なことであります。後期高齢者医療制度というネーミングが、評判が悪かったこ

とから、通称を長寿医療制度などといっておりますけども、中身を変えても中身が変わるわけ

ではありません。 
 廃止は多くの市民の願いであります。廃止することを求めて、反対討論といたします。 

〇議長（上野稔君） 
 続いて、賛成討論を許します。 
 ２番、志村直毅君。 

〇２番議員（志村直毅君） 
 議案第２８号 平成２２年度笛吹市後期高齢者医療特別会計当初予算について、原案に賛成

する立場から討論を行います。 
 平成２２年度笛吹市後期高齢者医療特別会計当初予算は、歳入歳出１１億８，３９５万円で

前年度比２．１７％、２，５１３万円の増額となっております。本会計は平成２０年度からの

制度開始により、山梨県後期高齢者医療広域連合が保険者となって実施されており、現政権に

おいて平成２５年度にこれを廃止し、新たな保険制度への移行の方向で検討されております。 
 本制度は国の医療制度改革により、国民皆保険の維持とともに、世代間の負担を明確にした

中で設けられた制度であり、制度開始から問題点も指摘されたこともあり、都度、修正を図り

ながら運営されてきております。 
 制度以降までは、現行制度によって、高齢者の方々などの医療の対応は継続されるべきであ

り、本市としても広域連合が支払う医療費に充てられる負担金等を適正に予算化していく必要

があると考えます。 
 現制度においては、平成２２年度は保険料の改定となる年度ですが、山梨県後期高齢者広域

連合においては、保険料上昇分を連合の余剰金を充当することにより据え置くこととし、現行

の軽減措置を継続することも、広域連合議会において議決しております。 
 本会計が７５歳以上の高齢者等が安心して医療機会を得ることができ、これに対する適切な

医療給付を行うため、広域連合を構成する各自治体における公費負担分の歳入歳出と保険料の

徴収を実施して、広域連合に納めるための会計であることから、本予算案に賛成の議決を議員

各位にお願いし、賛成討論といたします。 
〇議長（上野稔君） 

 ほかに討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結します。 
 これより、議案第２８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。 
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 よって、議案第２８号は原案のとおり可決されました。 
 続いて、建設経済常任委員会に付託しております案件について、建設経済常任委員長から審

査の結果について、報告を求めます。 

 建設経済常任委員会委員長、大久保俊雄君。 

〇建設経済常任委員長（大久保俊雄君） 

 それでは、ただいま議長より報告を求められましたので、建設経済常任委員会委員長報告を

させていただきます。 
 本委員会に付託されました平成２２年度一般会計、特別会計ならびに企業会計当初予算の審

査を３月１１日、１２日および１５日の３日間にわたり、全委員出席のもと関係当局の出席を

求め審査を行いました。 
 審査にあたり質疑・意見等がありましたので、その主なものを報告いたします。 
 まず産業観光部所管では、果樹消費拡大宣伝について、ＰＲの重点地域、エージェントへの

対応などの方策についての質問があり、インターネット配信、容器・パッケージの統一、生産

者の理解、ＪＡとの意見交換などが必要と考える。 
 県、ＪＡ、市が一体となって販路拡大も必要と考えている。また、関東ローカル局でのテレ

ビＣＭ放送などマスメディアを使い、果実と温泉、歴史、文化、健康を融合した広域的な誘客

も図っていきたい。また観光物産連盟も立ち上がったので、より連携を深め、笛吹ブランドを

しっかり確立していきたいとの説明がありました。 
 委員からは、まず品質のよいものをつくること。地元の子どもたちに給食で食べてもらうこ

と。また行政がイニシアチブをとり、ＪＡ、生産者、各種団体等を引っ張っていくことなどの

意見が出されました。 
 また、バイオマスセンター建設に向けては、建設面積、土地単価などから積算して事業費を

推計していくが、建設場所によっては土地造成費も必要と考える。おおよそ７億円前後が見込

まれるとの説明がありました。 
 建設部所管では、石和駅前土地区画整理事業が、３月１１日に直接施行完了宣言し、移転手

続終了となったとの報告があり、今後は都市計画道路等の工事の完成に向け、推進を図る旨の

説明がありました。 
 また、石和温泉駅周辺整備事業に伴い、基本設計委託料が計上されているが、駅舎のスタイ

ル、構想などはどのようなものかとの質問があり、橋上・半橋上スタイルがあるが、地元地区

や関係団体の意見を伺いながら、また駅前シェルターとの整合性もふまえ、具体的な協議を進

めていきたいとの説明がありました。 
 なお今回、駅舎建設、南北自由通路、北口広場整備、アクセス道路、駐車場整備、保育所移

転費用など、事業ごとの積算資料が提示されましたが、駅舎建設費や周辺用地買収単価等につ

いては、なお精査が必要であり、進捗状況に関してタイムリーな状況説明をとの意見が出され、

本事業についての附帯決議を提出することとしましたので、申し添えます。 
 公営企業部所管では、御坂浄水場建設についての質問があり、御坂町下黒駒地内に建設予定

で、今後用地が決定し次第、不動産鑑定を行い、買収単価や用地補償等について検討していく。

配水場を含めた用地面積は約１万５千平方メートルで、平成２５年度末の完成を目指す。事業

総額は約３０億円を見込んでいるとの説明がありました。 
 また都市計画税との関連で、下水道計画区域内の未供用エリア内であっても、合併浄化槽設
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置補助金の交付ができるよう検討が必要だが、庁内の複数の課との調整・協議が必要であり、

都市計画税の２年間の猶予期間内に結論づけたいとの説明がありました。 
 以上、本委員会に付託を受けました案件に関わる主な質疑・意見等の報告を終わります。 
 それでは、審査結果については次のとおりです。 
 議案第２３号 「平成２２年度笛吹市一般会計予算のうち、建設経済常任委員会担当項目に

ついて」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
 議案第２９号 「平成２２年度笛吹市公共下水道特別会計予算について」、賛成全員で原案

のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
 議案第３０号 「平成２２年度笛吹市農業集落排水特別会計予算について」、賛成全員で原

案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
 議案第３１号 「平成２２年度笛吹市簡易水道特別会計予算について」、賛成全員で原案の

とおり可決すべきものと決定いたしました。 
 議案第３２号 「平成２２年度笛吹市黒駒山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計予算に

ついて」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
 議案第３３号 「平成２２年度笛吹市大積寺山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計予算

について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
 議案第３４号 「平成２２年度笛吹市稲山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計予算につ

いて」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
 議案第３５号 「平成２２年度笛吹市牛ヶ額恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計予算に

ついて」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
 議案第３６号 「平成２２年度笛吹市大口山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計予算に

ついて」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
 議案第３７号 「平成２２年度笛吹市崩山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計予算につ

いて」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
 議案第３８号 「平成２２年度笛吹市名所山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計予算に

ついて」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
 議案第３９号 「平成２２年度笛吹市春日山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計予算に

ついて」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
 議案第４０号 「平成２２年度笛吹市兜山外五山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計予

算について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
 議案第４１号 「平成２２年度笛吹市水道事業会計予算について」、賛成全員で原案のとお

り可決すべきものと決定いたしました。 
 議案第４２号 「平成２２年度笛吹市営春日居地区温泉給湯事業会計予算について」、賛成

全員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
 以上をもちまして、委員長報告といたします。 

〇議長（上野稔君） 
 建設経済常任委員長の報告が終わりました。 

 これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 （ な し ） 

 １６２ 



 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２３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２９号を議題とし、討論を行います。 
 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） 
 議案第２９号 平成２２年度笛吹市公共下水道特別会計予算についての反対討論を行いま

す。 
 今回の予算の特徴は、年間事業費を大幅に削減し、そして事業を長期化するという内容です。

ちなみに事業費は平成２０年度が９億８千万円、２１年度が１０億円。それに対して来年度、

２２年度は４億３千万円。５億７千万円からの大幅な減少です。仮に４億円ということで、当

局のほうの計算では、３０年からの長期の事業整備期間ということになります。仮に、今まで

は大体１０億円推移ですけれど、９億円ということでは１５年で完了になります。 
 そして当局のほうの資料では、私から言うと希望的観測だというふうに捉えられますけれど、

５年後に見直す、景気も上向きになるだろう、想定されるから５年後に見直して、整備期間を

２０年というふうに考えていますけれど、現況からいけば３０年ということのほうが強いかと

思います。というのは、景気が回復してもご存じのように、国の借金、地方の借金を考えれば、

それがすぐに税収を含め、歳入のアップというふうにならないと考えられますから。そういう

ところから３点ほど、今回のこの予算の問題点を挙げたいと思います。 
 まず１点目は、年間事業費が５億７千万円から削減されることによって、特に本市の建設、

土建事業者への多大な影響があるんではないかというふうに思います。これは暫定的に、順に

下げていくということは、当然あって然るべきで、公共事業に携わっている土建建設業者が今

でも多いわけですから、これはいわゆるソフトランディングという言葉で言われますけれども、

あまり大きな倒産とか、いくつもの企業が倒産するようなことのないような形でいくためには、

業種を徐々に変えられる、そういうことが必要でありますけれど、今回のこのような半減、５億

円以上の削減というのは、非常に大きな影響を市内の建設、土建業者のほうに与えるものだと

いうふうに考えます。これが１点目です。 
 ２点目は長期化すれば一層、採算性、これが悪化する。赤字に拍車をかける。これは当然の

ことであります。今においてでさえ、経費の回収率が、当局が示した資料では山梨県平均が３４．

３％、笛吹市と同規模の団体が５４．６％、それに対して笛吹市は１８．４％ということは、

山梨県の平均の２分の１の回収率、そしてまた同規模の団体に対しては３分の１の回収率とい

うようなことで、長期になればなるほど、もちろん受益者負担率、利用料等をいただけないわ

けですから、回収率が下がるということは明らかです。 
 もう１つは、長期化すれば、当然、先ほどの合併浄化槽の問題も出ましたけれど、加入率も

これは下がっていくということが予想されます。上がることは決して長期化していないと思い

ますので、こういう点からも長期化は一層の採算性の悪化を招くというふうに思います。 
 ３点目ですけれども、長期化すれば、今回も条例改正がありましたけども、都市計画税の今

後の議論というものが、ますます混乱してくるんだろうと。１５年ぐらいで、どうにか完了で

きるものを、３０年という長さでは、これが果たして都市計画税に市民の合意を得る、そうい
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う上での、ますます難しくなるだろうというふうに考えます。 
 そういうような点から、市のほうではいつも選択と集中という言葉を使いますけども、私は

新しい事業をするよりも、できるだけ早く、この下水道整備ですね、これを行っていく。先ほ

ど全協で示されたように、中長期の、中期の財政計画でも、下水道にはなるべく、一般会計か

らの繰り出しを抑えていくということが背景にあって、事業規模も小さくなっているというふ

うに私は理解しています。 
 こんなこともありますので、私としては下水道全体をしっかり、合併浄化槽との関係で、も

う一度、どうあるべきかを見直す中で、全体の規模を縮小することは非常に重要であると思い

ます。ただ、年間の事業をこのように大幅に削減する。暫定的に削減していくことでは、その

幅もありますけども、議論の余地があると思いますけれども、今年のように事業費の増額の削

減に対しては、事業費の増額見直しを求め、反対という立場の討論でありました。よろしくお

願いします。 
〇議長（上野稔君） 

 続いて、賛成討論を許します。 
 １番、網倉正治君。 

〇１番議員（網倉正治君） 
 それでは議案第２９号 平成２２年度笛吹市公共下道特別会計予算につきまして、私は賛成

の立場から討論を行います。 
 下水道は川や海等の水質の保全をするとともに、私たち市民の住環境、衛生面の改善を図る

ために大変な事業であり、笛吹市公共下水道は平成２０年度末の普及率が５８．３％と、まだ

まだ低い状況であるため、早期完成を望んでおります。 
 しかしながら、平成２０年からの世界同時不況により、市の平成２１年度税収は前年度

９４億円から見込みで８８億円に減少しており、下水道特別会計への繰り出しについては、起

債の償還に充当するために、１７億６，６００万円から１７億９千万円と増加をしています。

さらに下水道債の起債残高の合計は年々上昇し、平成２０年には２４２億円に達し、起債償還

額も平成１８年の１８億１千万円から毎年償還額に変動がありますが、平成２１年には約

２４億８千万円と増加をいたしております。 
 従来どおり、下水道事業費の規模を持続していたのでは、下水道会計のみならず、一般会計

の財政基盤までも影響が及ぼしかねないため、早期に財政状況の改善をする必要があります。 
 税収の好転、起債残高の減少など、現状での建設改良費の財源を維持する要因がないために、

事業の見直しおよび経費削減などの経営努力を行い、健全な財政基盤を確保することが不可欠

であります。 
 平成２２年度当初予算編成には、下水道事業における今後の経営状況の見直しを考えながら、

計画的に事業実施に向けた編成が行われており、国庫支出金では公共下水道費交付金および公

共下水道費補助金等の補助事業を積極的に取り入られていることがうかがえます。 
 下水道事業は市民生活にとりまして、欠かすことのできないライフラインとして重要なもの

であります。市民の期待に応えられるよう、今後も常に経済的に重点を置きながらも、市民生

活水準の向上をモットーに行財政改革を進めながら財源を確保し、予算編成に当たられて、工

夫と鋭意、努力をお願いいたし、賛成討論といたします。 
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〇議長（上野稔君） 
 ほかに討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結します。 
 これより、議案第２９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２９号は原案のとおり可決されました。 
 次に、議案第３０号を議題といたします。 
 お諮りします。 
 本案については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本案についての委員長報告は、可決です。 
 本案は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第３０号は原案のとおり可決されました。 
 次に議案第３１号を議題とし、討論を許します。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結します。 
 これより、議案第３１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３１号は原案のとおり可決されました。 
 次に、議案第３２号から議案第４０号までを一括議題とします。 
 お諮りします。 
 本９案件は討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本９案件についての委員長報告は、可決です。 
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 本９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３２号から議案第４０号は原案のとおり可決されました。 
 次に議案第４１号を議題とし、討論を許します。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結します。 
 これより、議案第４１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４１号は原案のとおり可決されました。 
 次に、議案第４２号を議題といたします。 
 お諮りします。 
 本案については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本案についての委員長報告は、可決です。 
 本案は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第４２号は原案のとおり可決されました。 
 以上で、各常任委員会に付託いたしました議案の採決が終了いたしました。 
 これより、各常任委員会に分割付託いたしました議案第２３号を議題とし、討論を行います。 
 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） 
 議案第２３号 平成２２年度笛吹市一般会計予算について、反対討論をします。 
 今回の特徴は、全体としては去年よりも増額ということですけれど、その中で人件費の削減、

これが大きい金額です。平成２１年度と比較しますと、平成２１年度が４７億４千万円。それ

に対して平成２２年度は４６億４千万円ということで、ちょうど１億円、２．３％の減少です。 
 行財政改革大綱に基づく人件費の削減ということですけれど、これから地域主権の時代、そ

ういう時代に、私は本当に職員の能力、マンパワー、これが笛吹市の活力源だというふうに考

えます。そういう意味での見直しも、これから必要であろうというふうに考えます。 
 そういう中で、３点ほど、今のことも含めて指摘したいと思います。 
 １つは、人件費の削減によって必要な人員の配置さえ、されていないのではないかというふ
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うに思います。これは生活援護課に関わるところですけれど、生活援護課では援護を受ける方、

職員１人当たり８０人というのが基準というふうに聞いています。現在、７９人というふうな

説明もありました。そういう中で、課のほうの予測からして８０人を、来年度はオーバーする

だろうというふうな説明もありました。これはよく指摘されるように、申請から決定まで

１４日原則、２週間原則ありますけれども、私もケースを知っていますけれど、これが大幅に、

１４日というものを大幅に超えているというような決定の状況であります。これは職員の能力

とか、あるいはやる気とか、そういうものを超えたところの問題であろうかというふうに思い

ます。 
 そして８０人の基準というのは、これはあくまでも 悪の状況を想定しての８０人です。

もっともっと少ない対象世帯へ、職員がしっかり早く対応することが必要かと思います。もち

ろん、これは市民の命にも関わっていることであります。そして早く対応することによって、

人によっては就職ができるというようなことで、全体のまた経費の削減にもなろうかというふ

うに思いますけれども、今の状態では、非常に職員が一生懸命やる中でも難しいということだ

と思います。しかも、これが課内のほうからも、部のほうからも、人事担当のほうに増やして

もらいたいという要望も、要求もあがっている中で据え置かれてきていると。これは全体の人

件費の削減ということが、大きく影響しているというふうに見ざるを得ないと思います。 
 ２点目ですけれど、来年度また、支所の縮小再編ということがあります。これによっても人

件費を削減していくわけですけれど、市民サービスの向上ということを常に当局が言っている

わけですけれど、一番市民に近い支所、こういうものから職員を減らして、そして中にはまた

本庁のほうに移していくというようなことでは、普段言っていることと、なかなかやっている

ことが逆であろうというふうに思うわけです。 
 以前に保健師が地域から本庁のほうに、すべて引き上げたというようなこともあります。と

りわけ、先ほど言いました地域主権の時代、これは言うまでもなく、住民自治というものが基

本になります。住民自治を支えているのは、言うまでもなく支所であります。その支所がもっ

ともっと、権限と財源をもって当たっていく、これがこれからの時代であろうかと思いますけ

れど、そこからどんどん人を引き上げていく、あるいは減らしていくというようなことでは、

この今からの地域分権の社会、地域主権の社会に合った、そういう行政は、なかなか難しいだ

ろうというふうに思います。 
 ３点目は今、言いました、先ほども言いましたけれど、地域主権の社会というのは、これは

マンパワー、職員の能力、職員の仕事力、これが重要だと思います。今の状況を見ますと、ま

すます縮小、再生産を笛吹市ではしていくような感じでならないわけです。もっともっと職員

をしっかり確保する中で、そういう中で行政を進めていく。とりわけ、いわゆる国からの補助

金、今まで義務づけ、枠付けの補助金が一般交付金という形できます。それをどういうふうに

使うかというのは、職員の能力にかかっているわけです。 
 そういう中で、ただただ人件費を大綱によって削減していくという方向は、将来の笛吹市、

これからの笛吹市の活力を失わせていくようなものだと思います。適正な人件費の確保を求め

て、反対討論といたします。 
〇議長（上野稔君） 

 続いて、賛成討論を許します。 
 ２１番、川村惠子君。 
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〇２１番議員（川村惠子君） 
 議長の許可をいただきましたので、議案第２３号 「平成２２年度笛吹市一般会計予算」に

つきまして、これを原案のとおり賛成する立場から討論を行います。 
 リーマンブラザーズ経営破綻後の世界的な景気後退を受け、以来、わが国経済は内需、外需

ともに厳しい情勢から抜け出せない状況が続いております。民主党を与党とする新政権は、国

民生活が第一、コンクリートから人への理念のもと、国民生活に安心と活力をもたらす施策の

充実を訴え、景気回復を確実化するための第２次補正予算の執行、ならびに子ども手当、農業

の戸別所得補償、高校の実質無償化等の新規施策を実施することとしております。 
 また、政府は平成２２年度予算において、地方への配慮として、地方が雇用情勢等をふまえ

た当面の地域活性化に向けた施策などを円滑に実施できるよう、地方交付税１兆１千億円を増

額計上しております。しかしながら新規国債発行額は４４兆３千億円にのぼり、国においても

財政全体の見直しは急務であり、財政規律の維持は今後の政局の焦点となるところであります。 
 このような状況の中、本市におきましても地方交付税の増額こそ見込めるものの、歳入の根

幹であります市税をはじめ、各種の交付金も減額見込みであり、市にとりまして、大変厳しい

状況であると考えております。 
 そうした中にあって、平成２２年度の一般会計予算を見ますと、総額２８８億円となってお

り、前年度と比較し４．５％、１２億５千万円の大幅な増額となっております。このことは不

況下における景気対策の一環として、公共事業を前倒しして行うとともに、合併特例期間

１０年のうち６年目を迎える中で、一宮学校給食共同調理場建設、石和温泉駅周辺整備、防災

行政無線デジタル統合事業など、合併特例債を活用した大型普通建設事業に、積極的に取り組

む予算となっております。 
 さらに本市においては、第１次笛吹市総合計画、ふえふき協奏曲第１番 みんなで奏でる“に

ぎわい・やすらぎ・きらめき”のハーモニーの計画策定３年目を迎え、将来像実現を目標に、

笛吹市発展の基礎づくりを継承しながら、オンリーワン都市笛吹市を追求し、さらに発展させ

るための大切な予算であるとも認識しているところであります。 
 予算編成にあたっては、前年度以上に各部局の裁量を強化した上で、枠配分の中でマネージ

メント機能を十分発揮しながら、予算編成を行ったものと伺っております。事務事業の見直し

や再構築を図りつつ、施策の優先度を十分に精査し、財源の重点的かつ高利的配分も行うなど、

限られた経営資源で 大の事業効果が発揮できるよう、創意と工夫が予算書の中に、随所に見

受けられているところでもあります。 
 しかしながら、年々、合併特例債などの地方債借入額は増加しており、交付税措置される有

利な起債であったとしても、将来の笛吹市や住民に危惧されるような負担を残すことがあって

はなりません。 
 今後とも事業施策選択には誤りのないような、細部での調査、研究、精査を行うことはもち

ろんですが、第２次行政改革大綱のもと、行財政改革にも積極的に取り組んでいただき、さら

なる歳出の抑制をお願いするところであります。 
 笛吹市のさらなる発展を目指し、みんなで奏でる“にぎわい・やすらぎ・きらめき”のハー

モニーの実現に向けて、荻野市長を先頭とし、職員一丸となって予算執行にあたられることを

期待し、平成２２年度笛吹市一般会計予算につきましては、原案のとおり賛成するものであり

ます。 

 １６８ 



〇議長（上野稔君） 
 続いて、反対討論を許します。 
 ７番、渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 議案第２３号 「平成２２年度一般会計予算」に反対討論をいたします。 
 私どもも兼ねてから言ってきたこと、提案してきたことでありますが、新規就農農業後継者

支援事業を、今年はスタートするということであります。また、国の基準どおりではあります

が、共同調理場方式ということについては問題がございますが、老朽学校給食施設の解消に踏

み出したこと。また、無謀な借金体質を将来的に是正する公共下水道事業の見直し、これにつ

いては合併処理浄化槽事業が、もっと積極的に行われないと、水をきれいにしていくという目

的が達成されない。片手落ちではございますが、そういう点で、いくつかの積極的な前進があ

ると思います。 
 それにもかかわらず、反対せざるを得ない。それは予算の基本的な性格が、１つは基本的に

新自由主義行革路線の推進予算であること。そして地域を壊し、一人ひとりの市民、特に困難

を抱えた市民に心が届いていないこと。 
 それから２つ目に、湯水のように大型施設建設にお金を使おうとする。また、その準備を行

う予算であること。こういうことでございます。 
 まず、第１の行革路線推進の問題。１つは、今年も正規職員１３名の削減。春日居支所、境

川支所の２課体制から１課体制への縮小が行われる計画です。投票所はこの間、４０カ所から

２９カ所に削減された上、２２年度、さらに２０ないし２４カ所に削減する計画です。 
 支所については体制、職員数の削減、縮小以上に問題なことは、支所の機能と役割の縮小で

す。仕事は基本的に窓口業務に限られ、住民と一緒に地域づくりを行うことや住民の相談に向

き合い解決を図る仕事、これは基本的に与えられていないと解釈せざるを得ません。 
 今までの合併前との比較で例を挙げますと、合併前の八代町だけではありません。どこの町

でもそうだったと思いますが、旧町では民生課の職員と保健師が社会福祉協議会などとも協力

して、地域や各種団体をいつもまわり歩いていた。困難を抱えた家庭を訪問しておりました。

役場の職員は誰よりも地域を熟知し、現場で汗を流しておりました。そうした役場職員と住民

の交流の中で、ボランティアの参加者も増え、ボランティア団体も大きく育ったのであります。 
 今、市役所は税・料の徴収アップを強制手段で向上させようとし、また医療費も減らすこと

に必死になっております。しかし、成果は上がっておりません。例えば国保医療費は、平成

１６年合併時に比べ、この５年間で笛吹市は１２８％に増えております。この間、全国的には

１０８％の伸びです。笛吹市の医療費の伸び率は、突出しているといえます。 
 かつて、非常に有名だった境川に代表される地域医療体制、こういうものも本当に貧弱に

なってしまいました。民生課保健師等の地域活動の弱体化、地域学習活動の後退の結果ではな

いでしょうか。国保税納入率の低下も同じことが、原因の１つではないでしょうか。 
 福祉、医療に限ったことではありません。地域づくり、人づくり、同じことが言えます。笛

吹市は行政、民間、市民の役割を見直すといっています。机の前で計画書を作り、上から目線

でＮＰＯやボランティアを育成すると言っているのではないでしょうか。これは違います。行

政は市民共有の財産であり、市民活動の核であります。 
 現場を知らず、現場で汗を流さず活力ある地域、そして笛吹市が生まれるなどと思ったら大
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間違いです。上から目線の経営者も職員も必要ではありません。支所が大事です。 低、支所

長と保健師と社会教育主事と若干の職員を配置し、協力して地域の課題、住民の課題に向き合

い、汗を流せば必ず地域は変わっていくでしょう。 
 この項の２つ目として業務委託、臨時職員の問題について、次に述べます。 
 石和西小学校の給食の業務委託について、これは法に違反していること、はっきりしました。

業務委託全般について見直す旨の回答もございました。臨時の職でない仕事に臨時職員を充て

ている問題については、いまだに見直しの姿勢が示されておりません。これらの改善について、

２２年度予算ではなんの対処も講じられておりません。行政みずから脱法行為を行い、官製

ワーキングプアをつくること、これは到底認められません。 
 次に移ります。財政感覚、世間体でいえば金銭感覚の問題についてです。 
 財政見通しも持たず、大型施設構想を打ち出し、あとから財政見通しをつくる。こうしたや

り方、見直すことが必要ではないでしょうか。今年度予算では、その大型施設建設事業、一部

着手しております。 
 まず石和温泉駅周辺整備事業については、議会をはじめ、どこからも竜王駅なみの豪華駅舎

の建設をなどという声はありませんでした。ところが今回、予算の駅舎基本設計委託３千万円。

駅周辺整備詳細設計委託料２千万円の内容は、竜王駅なみの駅舎に１２億４，５００万円。全

体では４０億円という構想に基づくものであることが分かりました。 
 議会で出ていた意見は適正規模、石和温泉駅にふさわしい風情のあるものという意見であり、

当局もこれになんの異議も唱えておりませんでした。旅行客も豪華駅舎を見に来るのではない

ことは、利用客が相変わらず増えない竜王駅が示しているとおりであります。 
 次に緊急だとして９月補正で通し、１１月に競争入札にかけるとされた簡水対策事業詳細設

計予算５，２００万円は今もって宙に浮いたままで、執行の見通しも立っておりません。９月

補正の際にも、そして今日に至るまで、国交省、県、甲府市、甲府市といっても中道町でござ

いますが、それと笛吹市の協議が整っていないためだということであります。これはサッカー

場構想を絡めたための混乱と困難でございます。 
 ９月補正も執行できない上に、２２年度当初予算で用地取得費など、５，５００万円を計上

しております。５千万円、１億円という額がなんと軽く扱われていることかと驚いて、また嘆

いております。 
 ２１年度もいくつかの問題がありました。御坂体育館のトイレ保守工事は４，５００万円の

予算が議員の提案で６００万円、８分の１に減額することができました。これはできてよかっ

たと思います。あまりにも高すぎる太陽光発電装置設置予算、そして９千万円の新たな借金計

画、これについては一般住宅に比べ、なぜ２倍もの予算になるのか。また建設費を下げる努力

をどうしていくのか。納得できる説明はございませんでした。２２年度予算についても、この

金銭感覚は続いていると判断せざるを得ません。 
 なお、太陽光発電の部品を特定の会社のものを使うという市長の言明は、当該企業の役員が

脱税容疑で逮捕され、役員が容疑を認めたと報道された今日に至っても撤回されておりません。

国税５億円の脱税があれば、笛吹市の法人住民税の脱税額も６千万円を超えることになります。

市長の言動は市のトップにあるまじきものであるとともに、市政への市民の信頼を失墜させ、

全国からの市の評価も低めさせるものではないでしょうか。 
 後に、申し上げたいと思います。 
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 ぜひ市民協働の一番の基盤、地域をこれ以上、壊さないよう地域を大切にしていただきたい。 
 ２つ目に市民の願い、特に困難を抱えた市民にしっかり目配りしてほしい。 
 ３つ目に民間に学べ、民間にできることは民間になどといわず、住民奉仕、市民協働の中軸

を担う、かけがえのない仕事をしている市職員に、その自覚と誇りを与えていただきたい。 
 このことを申し上げまして、平成２２年度一般会計予算と施政方針への反対討論といたしま

す。 
〇議長（上野稔君） 

 ほかに討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結します。 
 これより、議案第２３号の採決を行います。 
 本案に対する委員長報告は、可決です。 
 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 多 数 ） 
 起立多数です。 
 よって、議案第２３号は原案のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（上野稔君） 
   次に日程第２１ 「笹子山恩賜県有財産保護組合議会議員の選挙」を行います。 

 お諮りします。 
 選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により指名推選にしたいと思い

ます。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定いたしました。 
 お諮りします。 
 指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議長が指名することに決定いたしました。 
 笹子山恩賜県有財産保護組合議会議員に上野隆弘君、樋口公忠君、近藤柴郎君、雨宮孝一君

を指名いたします。 
 お諮りします。 
 ただいま、議長が指名しました方を笹子山恩賜県有財産保護組合議会議員の当選人と定める

ことにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 ただいま、指名しました方が笹子山恩賜県有財産保護組合議会議員に当選されました。 
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  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（上野稔君） 
   次に日程第２２ 「大蔵沢恩賜県有財産保護組合議会議員の選挙」を行います。 

 お諮りします。 
 選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により指名推選にしたいと思い

ます。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定いたしました。 
 お諮りします。 
 指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議長が指名することに決定いたしました。 
 大蔵沢恩賜県有財産保護組合議会議員に上野隆弘君、樋口公忠君、近藤柴郎君、雨宮孝一君

を指名いたします。 
 お諮りします。 
 ただいま、議長が指名しました方を大蔵沢恩賜県有財産保護組合議会議員の当選人と定める

ことにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 ただいま、指名しました方が大蔵沢恩賜県有財産保護組合議会議員に当選されました。 
 ここで、暫時休憩といたします。 
 再開を４時３０分といたします。 

休憩  午後 ４時１７分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ４時３０分 
〇議長（上野稔君） 

 再開いたします。 
 ただいま、市長より人事案件１件、また各委員長から所定の賛同者とともに２件の発議が提

出されました。 
 お諮りします。 
 これを日程に追加し、直ちに議題にしたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、お手元に配布の議事日程のとおり、日程を追加いたします。 
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  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（上野稔君） 
   これより日程第２３ 同意第１号を議題とし、市長より提案理由の説明を求めます。 

 市長、荻野正直君。 
〇市長（荻野正直君） 

 本日、追加提案させていただきました案件につきまして、概略の説明をさせていただきます。 
 同意第１号 「兜山外五山恩賜県有財産保護財産区管理会委員の選任について」であります。 
 兜山外五山恩賜県有財産保護財産区管理会委員のうち、１名の委員から辞職願が提出された

ことに伴い、後任の委員を新たに選任する必要があるため、同財産区管理条例第３条の規定に

より、議会の同意をお願いするものであります。 
 後任の委員は、春日居町在住の芦澤秀寿氏をお願いしようとするものであります。 
 住所は笛吹市春日居町熊野堂４８０番地、生年月日は昭和２４年７月９日、満６０歳であり

ます。 
 任期は、前任者の残任期間であります平成２４年１０月１１日までとなります。よろしくご

審議の上、ご同意賜らんことをお願い申し上げます。 
〇議長（上野稔君） 

 説明が終わりました。 
 これより、同意第１号の質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑を終結します。 
 お諮りします。 
 同意第１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１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１号の討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結します。 
 これより、同意第１号の採決を行います。 
 本案は、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 全 員 ） 
 起立全員です。 
 よって、同意第１号は原案のとおり同意されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（上野稔君） 
   次に日程第２４ 発議第１号を議題とします。 

 提出者より、提案理由の説明を求めます。 
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 降矢好文君。 
〇９番議員（降矢好文君） 

 発議第１号 
 平成２２年３月１８日 提出 
 笛吹市議会議長 上野稔殿 

提出者 
笛吹市議会議員 降矢好文 

賛同者 
笛吹市議会議員 前島敏彦 
   〃    大久保俊雄 

 核兵器の廃絶と恒久平和実現を求める意見書の提出について 
 上記意見書を、別紙のとおり地方自治法第９９条の規定により提出する。 
 提案理由 
 唯一の被爆国として、核兵器の廃絶と恒久平和を実現させるため、国会および政府が核兵器

廃絶に向け主導的役割を果たすよう、本意見書を提出するものである。 
 意見書につきましては、お手元にお配りしたとおりでございます。 
 以上でございます。 

〇議長（上野稔君） 
 お諮りします。 
 本案については、質疑・討論および会議規則第３６条第３項の規定により、委員会付託を省

略したいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、発議第１号は質疑・討論、委員会付託を省略することに決定しました。 
 これより、発議第１号の採決を行います。 
 本案は、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 全 員 ） 
 起立全員です。 
 よって、発議第１号は原案のとおり可決されました。 
 追って、意見書を関係機関に送付いたします。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（上野稔君） 
   次に日程第２５ 発議第２号を議題とします。 

 提出者より、提案理由の説明を求めます。 
 大久保俊雄君。 

〇１６番議員（大久保俊雄君） 
 発議第２号 
 平成２２年３月１８日 提出 
 笛吹市議会議長 上野稔殿 
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提出者 
笛吹市議会議員 大久保俊雄 

賛同者 
笛吹市議会議員 降矢好文 
   〃    前島敏彦 

 石和温泉駅周辺整備事業に関する附帯決議 
 笛吹市議会会議規則第１３条の規定により、別紙のとおり提出いたします。 
 提案理由 
 大型施設構想については折に触れ詳細な資料提出、ならびに事前説明を積極的に行うよう努

め、事業実施の可否を含めた、今後の事業展開の判断をくだしていくための情報提供を強く求

め、提出するものである。 
 決議文につきましては、お手元の議案書のとおりでございます。 
 以上でございます。 

〇議長（上野稔君） 
 お諮りします。 
 本案については、質疑・討論および会議規則第３６条第３項の規定により、委員会付託を省

略したいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、発議第２号は質疑・討論、委員会付託を省略することに決定しました。 
 これより、発議第２号の採決を行います。 
 本案は、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 全 員 ） 
 起立全員です。 
 よって、発議第２号は原案のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（上野稔君） 
   日程第２６ 「閉会中の継続審査について」を議題といたします。 

 各常任委員長、議会運営委員長およびリニア対策特別委員長より、閉会中の継続審査の件が

提出されております。 
 お諮りします。 
 本件についてはお手元に配布のとおり、閉会中の継続審査とすることにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、本件については各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査と決しました。 
 以上で、本定例会に付議された案件はすべて終了いたしました。 
 市長より閉会に際し、あいさつの申し出がありますので、これを許します。 
 市長、荻野正直君。 
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〇市長（荻野正直君） 
 平成２２年第１回定例会の閉会にあたりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 
 本市議会は２月２５日から本日まで、２２日間に及ぶ日程で開催されました。本会議に上程

いたしました提出案件のすべてにつきまして、原案のとおりご議決・ご承認を賜り、本日ここ

に総額２８８億円の平成２２年度一般会計予算が成立をいたしました。正副議長さまはじめ、

議員各位におかれましては、本会議ならびに各委員会を通じ、慎重かつ熱心なご審議にお努め

いただき、感謝を申し上げます。 
 ご議決いただきました新年度予算につきましては、現下の厳しい経済情勢に加えて、いまだ

先行きの不透明感がぬぐえない政局の中にあって、市民に身近な普通建設事業など、各種事業

の達成に向けて有利な財源を 大限有効活用し、昨年比４．５％、１２億５千万円増額の積極

的予算とさせていただいたところであり、その積極性を議員の皆さま方にもご理解をいただい

たものと認識をいたしております。 
 厳しい状況だからこそ知恵を出し合い、どれだけ市民の皆さまに喜んでいただけるか。笛吹

市を訪れたお客さまに満足していただけるか。目標達成に向けて、積極果敢に行政経営を推し

進めてまいる所存であります。 
 さて先週、３月１０日に議員各位にもご臨席を賜る中で、市内中学校の卒業式を挙行させて

いただいたところですが、そこで私は生徒の皆さんの礼儀正しさ、心づかいに非常に感銘を受

けました。教育関係者のこれまでの努力が実を結ぶとともに、学校教育ビジョンに掲げる人づ

くりの施策が着々と進んでいることを、身をもって感じたところであります。 
 また、私は今定例会の施政方針の中で品格ある市役所という話をさせていただきましたが、

今回、感じた礼儀や心づかいは、まさに品格に通じるものだと思います。平成２２年度は市役

所の品格をキーワードに、市民からより信頼される市役所を築いてまいりたいと思います。 
 さて、本市はこれから１年で も美しい季節を迎えます。市内一面が柔らかく、温かみのあ

るピンク一色に染め上がる中、４月１日から１８日まで笛吹市桃の花まつりが開催されます。

桃の花びらが舞う中を４千人のランナーが駆け抜ける、いちのみや桃の里マラソン。春日居町

地内を走るＪＲ中央線沿線の桃畑のライトアップ。笛吹桃源郷の空から眺める熱気球搭乗体験。

戦国時代さながらに再現される川中島合戦戦国絵巻。そのほか、各地域の会場で趣向を凝らし

た桃の花まつりイベントが開催されます。 
 なお、今年も石和温泉駅を起点に市内の花まつり会場などを巡る桃の花バスが４月３日、

４日、１０日、１１日の４日間、３コースを巡回いたします。また引き続き、ＪＲ東日本が山

梨県を重点販売地域に指定したことにより、７２本の臨時列車が運行されるなど、例年にも増

して県内外から、おおぜいのお客さまがお見えになると予想をいたしております。おもてなし

の心を第一に笑顔でお迎えをしたいと思います。 
 合併して６年目に入り、行政経営は新市の一体感の醸成と併せ、笛吹ブランドの定着からバ

リューアップへ成長してまいります。みんなで奏でる“にぎわい・やすらぎ・きらめき”のハー

モニー、オンリーワン都市の形成に向け、これからも渾身の力を傾注し、まい進してまいりま

すので、議員各位の絶大なるご協力をお願いし、閉会のあいさつとさせていただきます。 
 誠にありがとうございました。 

〇議長（上野稔君） 
 以上をもちまして、平成２２年笛吹市議会第１回定例会を閉会いたします。 

 １７６ 



 大変ご苦労さまでした。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

閉会  午後 ４時４５分 
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