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開会  午後 １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、ただいまから平成２２年笛吹市議会第２回定例会を開会いた

します。 
 会議に入るに先立ち、このたび第８６回全国市議会議長会定期総会において、市議会議員と

して１０年以上、在職した風間好美君が市政の振興に尽力された功績が認められ、表彰を受け

ました。受賞者に対し、心から敬意を表しますとともにお祝い申し上げます。 
 つきましては、この際、表彰状の伝達を行います。 
 風間議員は、前のほうへお願いします。 
 （表彰状・伝達） 
 開会にあたり、一言ごあいさつを申し上げます。 
 天候不順が続いております。昨日も降雹が一部地域でありました。また、今日も昨日以上に

荒れると予報もされております。昨年のことを思い出しますし、また心配でもあります。何か

天候も不安定な世情を反映するのかと、関係ありませんけども、思わずにはいられません。 
 国政では、新しい代表が決まりました。とにかく今まで、約束したことはぶれずに実行して

いただきたいと思います。 
 さて先日、笛吹市多目的施設建設検討委員会は建設に対し、両論併記の答申をされました。

これからは、執行部と議会に判断を任されたと認識しております。議会といたしましても議論

を重ね、方向性を出していかなければと考えます。これからは議員全員で積極的に会合を開き、

議論をしていきたいと思います。 
 今定例会も活発な議論を期待し、よりよい笛吹市の発展に寄与できるよう、皆さま方のご協

力をお願いいたします。 
 なお、地球温暖化防止のため、冷房の温度を高めに設定しておりますので、上着を脱いで結

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

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

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

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（上野稔君） 
   日程第１ 「会議録署名議員の指名」を行います。 
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 会議規則第７９条の規定により 
 ６番 風間好美君 
 ７番 渡辺正秀君 
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」を議題といたします。 

 お諮りします。 
 今定例会の会期は、本日から６月１５日までの１２日間としたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、本定例会の会期は、本日から６月１５日までの１２日間と決定しました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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。 

 農業委員会会長 荻野勇夫君から欠席の届が提出されておりますので、ご報告をいたします。 
 本日までに受領した請願は、お手元にお配りした請願文書表のとおり、教育厚生常任委員会

に付託いたしましたので、報告いたします。 
 次に監査委員より、平成２２年２月分から平成２２年４月分の例月出納検査の結果について、

報告がありました。 
 お手元に配布してありますので、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 市長より行政報告ならびに日程第５ 報告第１号から日程第３２ 議案第７３号まで

の２８案件を一括議題とし、提出議案に対する要旨説明を求めます。 
 市長、荻野正直君。 

〇市長（荻野正直君） 
 本日ここに、平成２２年６月定例議会の開催にあたり、提出いたしました案件につきまして、

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

民の皆さまのご理解を賜りたいと存じます。 
 一昨日、６月２日の午前、鳩山首相は緊急の民主党両院議員総会で、突然、退陣を表明し、

まもなく新たな首相が決定されると思われます。 
 昨年の衆議院議員総選挙で、単独過半数を得て発足した鳩山政権も、８カ月半で総辞職する

こととなり、多くの課題が山積する国政に不安を感じざるを得ません。 
 中でも、依存と分配から自立と創造への政治転換である、地域主権の取り組みにつきまして

は、地域主権戦略会議において、具体的な議論が本格化するところでありましたので、今後も
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議論が停滞することがないよう強く望むとともに、私自身もみずからの重責を再認識し、全身

全霊を傾注し、施政経営に臨む決意を新たにしたところでございます。 
 また４月２０日、宮崎県内で発生した口蹄疫は、関係機関による懸命の防疫措置にもかかわ

らず、感染は拡大の一途を辿り、これを受けた宮崎県は、５月１８日に非常事態宣言を発令す

るまでに至りました。その後も感染は広がりを見せ、牛・豚を合わせた被害頭数は約２０万頭

に達する見込みであり、畜産農家に甚大な被害をもたらしております。 
 今回は国、県の初動体制の遅れが指摘されておりますが、被害を 小限に抑えるには、日ご

ろからあらゆるケースを想定し、状況に応じ的確な対応がとれるよう、準備することが肝要で

あり、改めて危機管理に対する備えの重要性を感じたところであります。 
 さて、本市の大型施設整備構想の１つであります多目的施設につきましては、笛吹市多目的

施設建設検討委員会において、計５回に及ぶご協議を重ねていただき、去る５月２７日、賛否

両論のご意見のご報告をいただいたところであります。 
 今後、これらをもとといたしまして、市議会からのご意見も賜りながら検討を重ねてまいり

ます。 
 以下、第一次笛吹市総合計画の施策体系に沿って、主な事業のご説明をさせていただきます。 
 はじめに、過疎対策についてであります。 
 本年４月１日付けで、過疎地域自立促進特別措置法の一部が改正され、新過疎法が施行され

たところであります。今回の改正につきましては、過疎法の６年間の期限延長とともに、過疎

対策事業債の対象が、いわゆるソフト事業にも拡充されたところであります。 
 集落の維持および活性化、そのほか住民が将来にわたり、安全に安心して暮らすことができ

ることを目的に、今後、山梨県過疎地域自立促進方針に基づき、笛吹市過疎地域自立促進計画

の見直しを行い、市議会にお諮りをしたいと思います。 
 次に、芦川農産物直売所についてであります。 
 直売所は３月２７日・２８日にプレオープンし、４月３日にグランドオープンすることがで

きました。若彦トンネルの開通により交通量も増え、盛況のうちに２カ月が経過し、山菜のシー

ズンを迎えたゴールデンウィーク期間中は、売り上げも５日間で４月対比５０%を超え、品物

の確保に追われるほどの賑わいをみせておりました。 
 また現在は、すずらんが見ごろを迎え、連日多くの方が訪れている状況であり、今後もさら

に充実を図る中で、地域の活性化に取り組んでまいります。 
 次に、桃の花まつりについてであります。 
 市内各地におきまして、開催いたしました笛吹市桃の花まつりも盛況のうちに幕を閉じるこ

とができ、桃・ぶどう日本一と温泉の郷を十二分にアピールできたものと確信をいたしており

ます。 
 今後は、桃の花まつりにつきましても、来年度に向けて、早期に検証を行うとともに、本年

５月に、新たに芦川町観光協会員も加わり、市全地域の会員で組織されることとなりました一

般社団法人 笛吹市観光物産連盟を中心といたしまして、各観光協会等のさらなる連携を図り、

観光体系の確立を目指してまいります。 
 次に、観光振興アクションプランの策定業務についてであります。 
 暮らしたくなる旅の地、笛吹桃源郷を目指し７つの基本的方針を定め、本年３月に完成しま

した笛吹市観光ビジョンを基本とし、その具体的活動を示す笛吹市観光振興アクションプラン
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の策定に着手したところであります。 
 広く市民の皆さまのご意見をお聞きする中で、市内に多く存在する地域資源の掘り起こしを

行い、笛吹市に来訪いただくお客さまに、さまざまな魅力を感じていただき、再度訪れていた

だくための具体策を、常に検証できるプランとしてまいります。 
 次に、緑化対策事業についてであります。 
 ４月３０日に青空が広がる好天のもと、御坂町大野寺の福光園寺寺有林を会場に第４回笛吹

市植樹祭を開催し、市内全域から緑化団体や緑の少年少女隊など約２５０人の参加をいただき、

参加者全員により、ヤマモミジの苗木２千本を植樹いたしました。 
 緑や森林に対する関心が高まる中、緑をつくり・緑を育て・緑を守る意識の啓発に寄与でき

たものと考えております。 
 次に、ごみ減量推進事業についてであります。 
 「やってみるじゃん ごみ減量」をスローガンとして、取り組んでおります生活系可燃ごみ

５３％減量事業も２１年度末の実績値においては、基準年対比で約２９％の減量となっており

ます。 
 終目標年度となる今年度は、さらなる減量の取り組みとしてミックスペーパー、その他プ

ラスチックの分別排出の推進強化のため、４月から５月までに、市内の排出場所を６８カ所増

設いたしました。 
 また、ごみの分別推進や生ごみの出し方など地区説明会を継続開催し、ごみ減量アクション

プランを基本に、関係者との協働による事業を展開しているところであります。 
 次に、笛吹市環境基本計画についてであります。 
 平成２１年度から事業を進めております計画策定につきましては、今年度、環境の現状と課

題、市民意識の動向等を踏まえ、望ましい将来像と目標および行動計画の検討などを行います。

また環境審議会を設立し、市民の皆さまや事業者と連携して、年度内の計画策定を目指す中、

積極的に取り組んでいるところであります。 
 次に、予防接種についてであります。 
 まず、日本脳炎の予防接種につきましては、これまで、積極的な勧奨を差し控えることとさ

れておりましたが、平成２２年度から３歳児に対する初回接種に対して、積極的に行うよう厚

生労働省からの通知がありました。これを受けまして、本市では、３歳児の初回接種から積極

的な勧奨を再開することとしました。 
 また、子宮頸がん予防ワクチンの公費助成についてでありますが、山梨県では接種費用の一

部を助成する方針を固め、６月の定例県議会に補正予算案を上程いたしました。これを受けま

して、本市におきましても、子宮頸がん予防ワクチンの接種費用を助成することといたしまし

た。 
 助成対象は小学校６年生と中学校３年生とし、県の助成と併せ、４万５千円を上限として補

助することで、おおむね対象者の負担はなく、接種できるものと考えております。これにより、

予防対策につなげていきたいと考え、本定例会に補正予算案を提出させていただいたところで

あります。 
 次に、子ども手当についてであります。 
 次代を担う子どもの健やかな成長を社会全体で支援するため、平成２２年度につきましては、

中学校終了前までの子ども１人につき、月額１万３千円の子ども手当を支給いたします。 
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 本市の受給対象世帯数はおおむね６，３００世帯で、対象となる子どもの人数は１万６００人

余りと見込んでおります。本年度は４月・５月分を６月に、６月から９月分を１０月に、１０月

から翌年１月分を２月にと、３回に分けて支給するものであります。 
 次に、保育所についてであります。 
 石和温泉駅周辺整備事業に伴いまして、移転建て替えを計画しております石和第五保育所に

つきましては、駅に近接する立地条件を生かし、一時預かり保育や延長保育、体調不良児の保

育等にも対応でき得る機能を有するとともに、子育て支援センターを備える施設として、平成

２３年度中の完成を目指し、本年度、基本設計ならびに実施設計に着手してまいります。 
 また、公立保育所の耐震化や老朽化対策のための施設整備を順次進めるとともに、私立保育

園の老朽化等による建て替えにつきましても、支援対策を図るなど、安心・安全な保育環境の

整備を推進してまいります。 
 次に、高齢者福祉についてであります。 
 第４期介護保険事業計画の中で、平成２２年度に八代・境川・芦川地域へ整備を計画してお

ります、地域密着型サービスのグループホームにつきましては、昨年１０月に公募を行い、市

内外の２事業者から応募がありました。 
 審査の結果、市内でデイサービス等の介護保険事業を行っている事業者に決定したところで

あります。事業者には本年度中の指定に向け、施設整備を進めていただくこととなっておりま

す。 
 次に、国民健康保険についてであります。 
 ２１年度の医療費の実績は、前年に比べ２億１，３００万円の増加であり、１人当たりの医

療費で見ますと、５．３％も増えております。この原因として考えられるのが、医療の高度化

と合わせ、生活習慣病などに起因する医療受診者の増加が挙げられます。また、国保税につき

ましては、低迷する経済状況の影響などから、依然として収納率の低下が続いており、国保財

政を圧迫している状況であります。 
 こうした現況を改善するため、本年度より特定健診の受診率アップのための、個別健診の導

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

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

取り組みを実施してまいります。また本年度も、国保税につきましては、７月１日の本算定に

向け事務を進めており、その経過については順次ご報告をいたします。 
 なお、後期高齢者医療制度につきましては、平成２５年度には新たな制度により高齢者の皆

さまの医療保険が運営される見通しであり、現在、国の高齢者医療改革会議において、その内

容が検討されておりますので、今後の動きを注視しながらも、現在の事業の円滑な運営を図っ

てまいります。 
 次に、教育施設の整備についてであります。 
 平成２１年度からの繰越事業であります公共投資臨時交付金および、きめ細かな臨時交付金

を活用した施設整備についてでありますが、地域経済活性化の趣旨に鑑み、早期着工・早期完

成を目指して、取り組みを進めているところであります。さらに、小中学校太陽光発電システ

ム整備事業につきましては、１８校に整備するものでありますが、工事区域を１２区域に分割

する中で、早期完成を目指し発注する見込みであります。 
 また、快適な学校教育空間整備事業につきましては、市内全小中学校のトイレ改修等を行う
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ものであり、すでに各学校の改修要望個所の調査が終了しておりますので、夏休み前の早い時

期に着手したいと考えております。 
 一宮学校給食センターの整備につきましては、本体建設、電気設備、機械設備、厨房設備お

よび外構工事を分離発注することとし、平成２３年３月末の完成に向け、取り組んでおります。 
 次に、学校教育についてであります。 
 学校教育ビジョンの具現化に向け、市内にあるすべての学校等による保・幼・小・中・高連

携会議の中で、あいさつ、聞き方、言葉遣いを共通のテーマとすることが確認され、「きらめ

き ひびきあう ふえふきの子」の実現に向けての取り組みを推進しております。 
 また、学校情報通信技術環境整備事業補助金と経済対策臨時交付金を充てた事業で、電子黒

板２０台、児童生徒の使う教育用パソコン１６４台、先生方の使う校務パソコン４４５台の整

備が完了いたしました。さらに児童生徒へのきめ細やかな指導支援のために、学習支援講師等

を３７名配置しており、各学校の実状に合った、より柔軟な指導支援にも取り組んでおります。 
 次に、生涯学習関係についてであります。 
 ５月２２日、平成２２年度市民講座スコレー大学の開学式をスコレーセンターにおいて開催

いたしました。今年度は各学期を通じ、笛吹市発、平和へのメッセージと地域からの発信の２つ

をテーマに講座を設けてまいります。 
 なお、６月から始まっておりますスコレー大学の１学期には、２９講座に約７４０名の申し

込みがありました。また、このほかにも各地区の特性を踏まえた、地域講座やスコニティ講座

など、地域色のある講座の提供を行ってまいります。 
 次に、スポーツを楽しむイベントについてであります。 
 ４月に開催いたしました大会につきまして、ご報告を申し上げます。 
 まず７日、８日に第６回笛吹市みさか桃の花まつり全国ゲートボール大会を開催し、全国か

ら１６５チーム、約１千名の参加をいただき、友好と交流を深めることができました。 
 また１１日には、第６回笛吹市いちのみや桃の里マラソン大会を開催し、４，３００名余り

の多くの方々に、春爛漫の桃・ぶどう日本一と温泉の郷をお楽しみいただけたものと考えてお

ります。 
 次に文化、スポーツ施設整備事業についてであります。 
 平成２１年度よりの繰越事業であります、地域活性化・きめ細かな臨時交付金によるスコレー

センター集会室観覧席修繕工事・八代総合会館外壁改修工事・春日居中体育館バスケットゴー

ル修繕工事・境川スポーツ広場、境川テニスコート改修工事につきまして、１２月中旬の完成

を目指し、準備作業を進めております。 
 また、各地区体育施設の修繕および改修につきましても順次進めております。 
 次に、文化財事業についてであります。 
 県指定史跡の寺本古代寺院跡につきましては、現在、早期に国指定史跡となるよう、県教育

委員会や文化庁と協議しております。 
 今後、調査委員会を立ち上げた上で学術調査を実施し、国指定史跡に向けた調査データの収

集を進めてまいります。 
 また、国指定史跡の甲斐国分寺跡につきましては、４月に市民の皆さまを対象に、現地見学

会を実施し、地元の方々を中心に多くの皆さまにご参加いただきました。２２年度はさらに講

堂跡・回廊跡などを調査し、市民の皆さまにも現地公開をしてまいります。 
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 次に、市民協働の取り組みについてであります。 
 昨年開催いたしました市民協働・男女共同参画フォーラムの早い段階からの協議が必要との

検証を受け、今年度フォーラム開催に向け、すでに第１回の検討委員会を開催いたしました。 
 今後も笛吹市の新しい公共を考え、市民と行政が対等な立場に立っての協働の実現を目指し

てまいります。 
 また、地域振興基金運用益を活用した地域振興促進助成事業、市民ボランティア・ＮＰＯ法

人助成事業につきましても募集・審査を開始し、すでに３件、助成金の交付を行いました。 
 次に、男女共同参画についてであります。 
 第１次男女共同参画プラン「輝け男女 笛吹プラン」は、今年度で計画年度である５年が経

過いたしますので、本年度は平成２３年度から５年間を期間とする、第２次笛吹市男女共同参

画プランの策定を行います。 
 市民の男女共同参画に対する市民アンケートの調査を実施するとともに、「輝け男女 笛吹

プラン」のワークショップ参加者の公募を行い、公募による市民と男女共同参画推進委員会の

メンバーにより検討を進めてまいります。 
 次に、住基カード普及促進事業についてであります。 
 住基カードにつきましては、４月末日現在、１万２，３６３枚を交付し、自動交付機による

利用者につきましても３割を超え、普及が進んでいるところであります。 
 また住基カード利用による、さらなる行政の効率化と住民サービスの向上を図るため、コン

ビニ交付の導入につきましても、検討を行ってまいりました。コンビニ交付の導入につきまし

ては県が中心となり、コンビニ交付・広域交付事業として、参加市町村の募集が行われました。

その結果、本市を含む５市がコンビニ交付・広域交付事業の申請を行ったところであります。 
 今後も、住基カードを電子自治体の基盤とし、利用促進を目指すとともに、市民の皆さまに

住基カードの利便性をお知らせし、普及啓発に努めてまいります。 
 次に、第２２回参議院議員通常選挙についてであります。 
 任期満了に伴います参議院議員通常選挙は７月執行予定であり、現在その準備を進めており

ます。選挙の確実な実行はもちろんですが、開票事務のさらなる効率化および迅速化について、

引き続き取り組んでまいります。 
 続きまして、本日、提出を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。 
 提出させていただいた案件は条例案５件、補正予算案９件、その他の案件７件、合わせて２１案

件でありますが、主なるものにつきまして概略を申し上げます。 
 はじめに、条例案についてご説明を申し上げます。 
 まず笛吹市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び笛吹市職員の育児休業等に関する条例

の一部改正についてであります。 
 少子化対策の観点から、喫緊の課題となっている仕事と子育ての両立支援等を一層深めるた

め、男女ともに子育てをしながら働き続けることができる、雇用環境を整備するための法律改

正に伴い、所要の改正を行うものであります。 
 次に、笛吹市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正についてで

あります。 
 労働基準法の一部改正に伴い、所要の改正を行うものであります。 
 次に、笛吹市職員給与条例の一部改正についてであります。 
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 職員の給与を支給する以前に、法律に基づくもの以外のものにかかる金銭を給与から控除す

ることについて、地方公務員法第２５条第２項の規定に基づく根拠規定が必要であるため、行

うものであります。 
 次に、笛吹市火災予防条例の一部改正についてであります。 
 国において、これまでに実用化されている固体高分子型等の燃料電池に加えて、固体酸化物

型の燃料電池が実用化および商品化の作業について、一定の進歩が見られたことを踏まえ、新

たに対象火気設備等として位置づけられたこと。また福祉施設等において、初期拡大抑制機能

に関する設備等の基準が新たに設けられたことにより、関係省令の一部改正が行われたことを

受け、所要の改正を行うものであります。 
 次に、笛吹市春日居町内市立保育所整備基金条例の廃止についてであります。 
 春日居町内の市立保育所の施設整備が完了し、基金が必要でなくなったことに伴い、条例の

廃止を行うものであります。 
 続きまして、補正予算案について、概略をご説明申し上げます。 
 平成２２年度笛吹市一般会計補正予算（第２号）でありますが、歳入歳出それぞれ１１億３，

５００万円を追加し、総額を２９９億６千万円とさせていただくものであります。 
 まず歳入の主なものといたしまして、国庫支出金につきましては、子ども手当国庫負担金を

主に８億７，７００万の増額するものであり、県支出金は子ども手当県負担金３，２１０万円、

子宮頸がん予防接種県補助金５２５万円、リニア県委託金３，１３０万円など、１億２２０万

円を増額するものであります。 
 また、財政調整基金より１億３，７００万円の繰り入れ、合併特例債１，３８０万円の追加

を計上いたしております。 
 次に歳出の主なものにつきましては、子ども手当支給に伴う経費が８億９，２００万円、子

宮頸がん予防接種および日本脳炎予防接種再開による経費３，４８０万円、市有バス購入費用

に３千万円、私立八代保育園建設補助事業に３，６７０万円、八代ふるさと公園整備に３，

７３０万円、リニア推進費に３，２１０万円などの増額、また共済費負担率の増加等による職

員人件費５，９４０万円の追加をお願いするものであります。 
 次に、特別会計の補正予算案であります。 
 国民健康保険特別会計、介護保険特別会計、介護サービス特別会計、後期高齢者医療特別会

計、公共下水道特別会計、簡易水道特別会計の６会計、３，６６９万円の補正をお願いするも

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

予算の組み替え、資本的支出におきましては、９８万円を増額するものであります。 
 また、笛吹市営春日居地区温泉給湯事業会計補正予算（第１号）では、収益的収入および支

出において、予算の組み替えをお願いするものであります。 
 その他の案件につきましては、その末尾に提案理由を付記しておりますので、それによりま

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

た。 
 よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせて
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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。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（上野稔君） 
   日程第５ 報告第１号から日程第１１ 報告第７号を一括議題といたします。 

 本件につきましては、議案書にありますとおり、地方自治法施行令および地方公営企業法に

基づく継続費繰越計算書および事故繰越繰越計算書、ならびに繰越明許費繰越計算書の報告で

すので、ご了承をお願いいたします。 
 次に日程第１２ 議案第５３号から日程第３２ 議案第７３号を一括議題といたします。 
 この際、申し上げます。 
 ただいま、市長より要旨の説明がありました案件については、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５３号から議案第７３号までの２１案件については、

お手元に配布してあります議案付託表のとおり、所管の常任委員会に付託いたします。 
 以上で、本日の議事はすべて終了しました。 
 次の本会議は７日、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。 
 大変、ご苦労さまでした。 

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

散会  午後 ２時０６分 
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再開  午前 ９時５８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。 
 本日も上着を脱いで結構です。 
 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりです。 
 報告事項を申し上げます。 
 農業委員会会長、荻野勇夫君より欠席届が提出されておりますので、報告いたします。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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、１２名から２２問の通告がありました。 
 質問は、通告順に行います。 
 なお、関連質問については、申し合わせのとおり同一会派のみ５分間とし、通告者の２問目

の質問終了後となりますので、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、住宅版エコポイント制度について、お伺いいたします。 
 ２００９年１２月８日に閣議決定された、明日の安心と成長のための緊急経済対策において、

エコ住宅の建設、エコ住宅へのリフォームに対して、住宅版エコポイントを発行する制度の創

設が盛り込まれました。 
 この制度は、エコ住宅の普及を促進することにより、地球温暖化対策と景気対策の両立を目

指すもので、国土交通省、経済産業省、環境省の合同により実施されます。事業予算として１千

億円が平成２１年度第２次補正予算に計上され、追加経済対策の柱の１つとなっています。 
 日本では、地球温暖化の原因となる二酸化炭素の排出量のうち約１４％、家庭部門が占めて

おります。また、日本経済産業協会によると、冬の暖房時にも窓などから約４８％の熱が外に

流出しているそうです。こうした、真冬の熱放出や真夏の熱侵入を抑える工事といったほうが

イメージしやすいかもしれません。 
 エコポイントの発行対象は、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など、さらに断熱改修と併せて、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に、ポイントが追加されます。 
 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おります。発行されるポイントは、家電エコポイントと同じく１ポイン

ト１円相当です。新築の場合は住宅の規模や価格にかかわらず、１戸当たり３０万ポイントが

付与されます。リフォームの場合は、上限を３０万ポイントとして、工事個所に応じて付与さ

れ、窓などの断熱改修では、二重窓にする内窓設置や窓全体の交換で、大きさに応じて７千か
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ら１万８千ポイント、窓ガラスの交換では１枚当たり２千から７千ポイントが発行されます。 
 一定量を超える断熱材を入れる工事については、外壁に入れる場合に１０万ポイント、屋根

や天井に入れる場合に３万ポイント、床に入れる場合に５万ポイントが発行されます。さらに

断熱改修と併せてバリアフリー工事を行う場合は、上限を５万ポイントとしてポイントが加算

されます。手すりの設置や段差解消で５千ポイント、廊下幅などの拡張では２万５千ポイント

となっています。当然、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。 
 取得したポイントは、商品券やプリペイドカード、地域商品券や地域産品、環境に配慮した

優れた商品と交換することができます。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、即時交換が可能になりました。 
 ポイント発行の対象となる新築やリフォーム工事を行った業者に、追加的に省エネとは直接

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

きる仕組みとなっています。 
 例えば２０万ポイントを取得したとすると、キッチン改修などで２０万円分を工事費に充て

ることができます。お金を追加して、より充実した工事を行うことも、また追加工事を抑えて、

残りのポイントで商品を受け取ることも可能です。 
 ポイントの申請は通常、工事終了後にリフォーム工事を行う住宅の所有者が行います。全国

３，８００カ所に設置された窓口で受け付けております。申請書の作成方法や、また窓口の場

所については、住宅エコポイント事務局のホームページに紹介されています。 
 この制度の施行にあたり、自治体としてもエコ住宅の建設を後押しし、地元地域の活性化に

つながる施策が求められます。例えば、新築住宅に地元建材の使用を促す対策や地元建設業者

による施工に補助金を出すなど、国と自治体が連携した取り組みが考えられます。特に今回の

エコポイントは、車や家電よりポイント数が大きいため、政府としてもできるだけ多くの交換

商品になるよう、公募も予定しています。この点についても、地元特産品や商店、企業と連携

してカタログを作成するなど、地元地域の活性化に大きく貢献することができます。 
 そこで、本市における住宅版エコポイント制度の施行に伴う取り組みをお伺いいたします。 

〇議長（上野稔君） 
 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、豊角産業観光部長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 渡邉清美議員の一般質問にお答えいたします。 
 今回、国において創設された住宅版エコポイント制度は、省エネ型住宅の普及促進を図るも

のであり、断熱効果の向上などにより、エネルギー使用量の削減が期待されることから、家庭

における二酸化炭素の排出削減を進める、有効な対策の１つであると認識しております。 
 本市においても、地球温暖化防止対策を推進するにあたり、この制度を有効に活用して、家

庭における二酸化炭素の排出削減を進めていく必要があると考えており、制度の内容やポイン

ト交換の方法等を広報ふえふき６月号に掲載し、制度の周知に努めておるところでございます。 
 住宅版エコポイント制度のポイント交換による地域活性化への取り組みについてですが、山

梨県内では地域商品券や寿司券およびモモ、ブドウの地域産品がポイント交換として登録され

ております。 
 笛吹市内におきましても、該当となる事業者といたしましては、商工会・農協などが考えら
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れますが、現在、エコポイント事務局への申請は行っておりません。住宅エコポイントの対象

工事期間も今年の１２月末までとなっておりますので、現状では提供事業者の申請は困難と考

えております。 
 以上で、答弁といたします。 

〇議長（上野稔君） 
 ２０番、渡邉清美君。 

〇２０番議員（渡邉清美君） 
 ありがとうございます。 
 ポイントを受け取るのは２０１３年までですから、それまでの間にぜひとも、そういった働

きもしていただきたいと思います。 
 あと１つ、お伺いいたしますが、山梨県としまして地元建材を使う、木材の住宅というのも

打ち出しておりますけども、これに対する広報とか、そしてまた、これも、今の時期、経済的

な活性化を狙ってのエコポイントと同時にいっているものなんですけども、そして、このアド

バイザー、木材の建築をするにあたっての建築士とか、いろんな大工さんとか、いろんな方が

あると思いますけど、そのアドバイザーの育成も県のほうでやっていると思うんですけど、そ

のへんのところは、どのくらいの進捗状況か。また、この本市において、アドバイザーになら

れている方がいらっしゃるのかどうか、そのへん把握していらっしゃるかどうか、お伺いして

質問を終わります。 
〇議長（上野稔君） 

 答弁を、豊角産業観光部長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 先ほどの再質問でありますが、県において４月１日、山梨中央銀行、それから山梨信用金庫、

この２金融機関が県産材の利用住宅のローン金利の優遇制度を始めました。これについてはも

ちろんのこと、県が補助する県の産材認証センターがございますが、ここでの発行の認証確認

書を持参することとなっております。この２機関に申請を申し込みますと、住宅ローンの金利

が引き下がるということになります。 
 それからアドバイザー関係になりますが、当然ながら県で認証確認書を発行するわけですか

ら、県においては当然ながらと思いますが、私どものほうで、今現在、何名の方がどのような

格好でということについては、ちょっと把握しておりませんので、よろしくお願いしたいと思

います。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（上野稔君） 
 ２０番、渡邉清美君。 

〇２０番議員（渡邉清美君） 
 それでは、２問目を質問させていただきます。 
 改正貸金業法への対応についてをお伺いいたします。 
 多重債務者に陥るのを防ぐ改正貸金業法が、６月１８日に完全施行されます。この改正法は

２００６年１２月に国会で、全会一致で成立。その内容は、これまで段階的に実施されてきま

した。当時の社会状況は無担保・無保証で融資する貸金業者から、お金を借りていた消費者は

約１，１７０万人。国民の１０人に１人が利用していたことになります。このうち貸金業者を
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５件以上、利用していた人は約１８０万人、平均借り入れ総額は約２４０万円にのぼっていま

した。 
 金融機関に比べ、比較的金利が高い貸金業者から借りたお金を期限までに返済することがで

きず、その返済のために他の貸金業者から新たな借金をする。こうした行為を繰り返すうちに

借り手は返済能力を超え、借金の返済に行き詰まってしまい、誰にも相談できず、行き場を失っ

た利用者が夜逃げや命を絶つなどの悲劇が相次ぎ、社会問題化しました。改正法の狙いは、新

たな多重債務者を出さないことに 大の力点を置いています。 
 これまで、貸し手側の貸金業者には多重債務者と分かった上で、追加融資をする現実があり

ました。一方、借り手側には十分に返済できる見通しがなくても、安易にお金を借りてしまう

という面があったことも否めません。 
 借金返済は当然、自己責任ですが、こうした現実を放置すれば、多重債務者の増大に歯止め

をかけることができません。そこで、あえて踏み込んだ規制を行うことを国会の中で決められ

ました。 
 改正法が成立・公布された２００６年１２月以来、新たな規制が段階的に進められてきまし

た。この６月１８日からは、改正法の２つの柱である総量規制の導入と上限金利の引き下げが

スタートします。総量規制により、返済能力を超える借り入れが原則禁止されます。具体的に

は貸金業者からの総借入残高が利用者の年収の３分の１を超える場合、追加融資は受けられま

せん。これに伴い、貸金業者が借り手の総借入残高を把握できる仕組みが併せて整備されます。

また、上限金利の引き下げにより、出資法で定める上限金利２９．２％を利息制限法の２０％

に引き下げます。従来、曖昧に扱われていたグレーゾーン金利を廃止することにより、利用者

の金利負担が軽減されます。 
 完全施行には、慎重論もあるようです。現在の借り手の約５割は、総量規制に該当するとい

われています。このまま完全施行されると、新たな借り入れができず、返済が困難になる人が

出てくるおそれがあります。総量規制に該当しそうな人々のうち、７７％は完全施行前に借入

額を年収の３分の１以内にする目途がついていません。暴利をむさぼるヤミ金利に流れるおそ

れがあります。 
 金融庁は４月２６日、総量規制に該当する人々を念頭に、返済期間を延長して毎月の返済額

を少なくするローンに借り換えを行えば、総量規制の例外とする内閣府令改正案を発表しまし

た。ただし、この場合、月々の返済額は増え、支払期間も延びることになります。 
 日本貸金業協会が今年４月に発行した調査で、改正内容の認知度を貸金業者の利用者に聞い

たところ、半年前と４月時点ではほぼ数値が上がらず、約半数の人が内容を理解していないか、

まったく知りませんでした。さらに所得階層別で見たところ、年収３００万円以下の利用者の

認知率は４３．２％、貸金業者を利用する比率の高い低所得者の方ほど、内容を分かっていな

いことが浮き彫りになりました。 
 改正法の円滑な実施に向け、改正内容の周知徹底を図り、行政の相談窓口の拡充の必要性を

感じますが、本市の取り組みをお伺いいたします。 
 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。 
 答弁を、加藤市民環境部長。 
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〇市民環境部長（加藤寿一君） 
 渡邉清美議員の一般質問にお答えいたします。 
 近年、返済しきれないほどの借金を抱えてしまう、多重債務者の増加が深刻な社会問題となっ

たことから、これを解決するため、平成１８年、従来の貸金業法が抜本的に改正され、段階的

導入が行われ、今年６月１８日より改正貸金業法の完全施行となります。 
 完全施行により、個人利用者は、借入残高が年収の３分の１を超えない上限を制限する総量

規制による借り過ぎ・貸し過ぎの防止や法律上の上限金利が、２９．２％から借入金に応じて

１５％から２０％に引き下げられることにより、新たな多重債務者を増加させない効果が期待

できると考えております。 
 しかしながら、ご指摘のように、すでに多重債務者となり、返済が困難な方や総量規制によ

り新たな借り入れができない方が、ヤミ金融に流れていくおそれが懸念されております。 
 金融庁でも、今回の改正で多重債務問題の解決として、貸金業の適正化の中で業者に対して

参入条件の厳格化、自主規制機能強化、行為規制の強化をし、またヤミ金融対策として、罰則

の強化も同時に掲げております。 
 市といたしましても、改正貸金業法の内容についての認知度が低いことから、広報紙やホー

ムページ、ポスター、リーフレットの活用とともに、県の消費者行政活性化基金を利用いたし

まして、若者向けのパンフレットを作成し、多重債務防止など市民への周知徹底を図りたいと

考えております。 
 現在、多重債務者の救済対策といたしまして、月に一度、多重債務者無料相談を実施し、２年

目を迎えております。２１年度は１９件の相談実績があり、引き続き実施をしてまいります。

また、総量規制により新たな借り入れが困難になった市民に対しては、セーフティネット制度

としてあります、笛吹市社会福祉協議会が行っている生活福祉資金貸付制度などの紹介をし、

今後は金融庁や県の取り組みを踏まえ、各関係機関・部署と連携を図り、進めてまいりたいと

考えております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（上野稔君） 
 ２０番、渡邉清美君。 

〇２０番議員（渡邉清美君） 
 ありがとうございます。 
 相談に行く方たちが、知られてはまずいというか、そういうことで行きづらい面もあると思

いますけども、そのへんの場所的な、プライバシーが守られているのか。そしてまた、相談の

内容がどういう内容かを、各場所によって書かれると思うんですけども、そういうのは、しっ

かりと把握できるようなことになっているのか。２０年度はどのくらい書いているのか、ちょっ

と教えてください。 
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） 

 渡邉清美議員の再質問にお答えをいたします。 
 多重債務の相談に訪れる方のプライバシーの確保でございますけども、この開催につきまし

ては、市の広報等でお知らせをしております。それから、この多重債務の相談をやっていただ

 ２４ 



いているのは、資格を持ちました行政書士の方にお願いをしてございます。総合相談と同じよ

うに、個室の中で相談を受け付けるということでございまして、３０分を基本的に、相談いた

しております。そういう意味では、プライバシーは十分、守られているというふうに考えてご

ざいます。 
 それから件数でございますけども、ただいま２１年度の件数を申し上げました。２２年度の

件数につきましては、今、ちょっと把握をしておりませんので、のちほど、お答えをさせてい

ただ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） 
 ２０番、渡邉清美君。 

〇２０番議員（渡邉清美君） 
 ご答弁、大変にありがとうございました。 
 私の質問は、これで終わらせていただきます。ありがとうございました。 

〇議長（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。 
 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。 
 議長の許可をいただきましたので、質問いたします。 
 新年度に入り、現状を１７文字にしますと「先を読め 読めるわけない 先がない」、これ

はサラリーマン川柳コンクールの入賞作でありますが、サラリーマンだけでなく、企業経営者、

また一般の主婦、すべての人々に共通する認識ではないでしょうか。 
 鳩山首相退陣、菅内閣 明日発足と、政局もいよいよと緊迫した場面を迎えてまいりました。

連立政権は安心・安全な国民生活を、根幹から揺るがすような安全保障政策の根本的な議論が

置き去りにされ、ほかにも経済政策や社会保障と、期待が高かっただけにその失望も大きく、

首相の判断力や指導力の不足に負う部分が多大であったのではないでしょうか。 
 今後も単なる数合わせに奔走するのではなく、新内閣、新首相が担う大きな役割を厳しく、

私どもはチェックしなければならないと思います。 
 私どもを取り巻く地方経済も、依然として大変厳しい状況が続いております。各種経済指標

は大半が上向きに反転し、政府は景気後退局面が２００９年３月に終わったと認定いたしまし

たが、年度替わりの中小企業、個人商店の廃業・閉店も散見され、ゴールデンウィーク明けの

観光客の入り込みも大きな落ち込みとなっており、大変、憂慮されるところであります。 
 桃・ブドウ生産日本一、湧出５０周年を迎える温泉とさまざまな資源を 大限生かし、なお

一層、暮らしやすいまちづくりの実現のために、判断力・指導力を荻野市長には発揮していた

だくことを熱望しつつ、私ども議会も議会こそ自治の主役、これを肝に銘じ、質問をいたしま

す。 
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 まず１点目でありますが、構造改革特区活用および部局横断型プロジェクト事業による地域

の住みやすさアップと活性化について、行います。 
 鳩山政権も事業仕分けにより、独立行政法人や公益法人廃止・削減を打ち出し、独立行政法

人で６００億円削減。先日、終了した第２弾の公益法人改革で４０億円削減と、予算面の効果

は限定的でありますが、今まで聖域とされていたものに大きくメスが入りました。公共工事の

削減も併せ、日本経済の縮小懸念も指摘されますが、一方で地域主権・地方分権に向けた大き

な戦略も数々、打ち出されております。 
 首相が議長である政府の地域主権戦略会議は、去る２４日、地方自治体の権限強化に向けた

各省庁の第２次回答の結果が公表されました。例えば、有料老人ホーム設置の届け出受理や農

地の権利移動の許可など、市町村へ権限移譲を１０８項目、義務付け・役付け見直しを４６項

目追加するなど明示されまして、それらや規制緩和に対する地方自治体の受け入れ資質の向上、

また知恵と工夫の競争による活性化が、喫緊の課題となるのではないでしょうか。 
 その中でも注目されるのは、特定地域に限って規制を緩和・撤廃する構造改革特区を大幅に

拡充した、総合特区制度の導入をしていく方針が固まりました。この構造改革特区を簡単に説

明いたしますと、２００２年にはじまり、地域からの発案により既存の規制を緩和する制度で

あります。その基本理念は、知恵と工夫による地域の活性化と自助と自立の精神尊重を挙げ、

その目的は実態に合わなくなっている国の規制が地方公共団体や民間企業の経済活動・事業を

妨げていることから、地方公共団体や民間企業の発案により、地域の特性に応じて規制を緩和

する特区を設け、日本全体の構造改革を推進することであります。 
 そして、その特区の効果としましては、地域が認定を受けることにより、これまで国の規制

により、取り組みたくてもできなかったことが可能になり、地域の特性に応じた産業の集積や

新しい産業および市民生活の新たな利便性が生まれ、地域経済の活性化が図られると明示され

ております。 
 ちなみに、昨年秋までに延べ２２回、合計６５３件が実現し、県内自治体においても２０件

が認定され、地域主権・地域活性化につながっておることは、マスコミ等で報道されておりま

す。さらに予想される支援措置としては、河川も含む国有地の貸付特例ですとか、都市計画の

規制緩和、不動産取得税および固定資産税の減免、先進的な医療の提供と温泉滞在などを組み

合わせた医療観光の拡大等が、具体的に想定されております。 
 本市においても、日本一の果実と温泉の観光資源、観光農業および教育や人材育成等、多面

的に結びつけ、官民協働のまちづくりの実現、策定された総合計画をより現実なものとするた

めの施策の充実には、本制度の積極的な活用も必要と思われます。 
 多くの自治体が認定を受け、まさに今後のキーワードとなるであろう地域主権につなげてお

りますが、本市においては、この制度をどのように理解しているのか。また今後、この特区認

定に向けたプロジェクト、計画等、具体的な取り組みについて、お聞かせください。 
 さらに今後、多様化するさまざまな住民ニーズに対して、市および市民が有する人的・物的・

知的な資源を 大限に活用するためには、総合的に、かつ部局横断的に施策を立案・実行・検

証する、いわゆるＰＤＣＡのマネージメントサイクルを円滑に循環させていくことの重要性は、

市長も再三言われておりますけども、その中でさらに市民協働の視点から、自治会ですとか地

域団体、ＮＰＯ等の市民も公共主体となり、政策づくりや実施に関わる機会を増やしたプロジェ

クト等の事業も重要性を増すと思われますが、今後の取り組み、方向性について、まず１問目
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としまして、お聞かせください。 
 以上です。 

〇議長（上野稔君） 
 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、池田経営政策部長。 
〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 大久保俊雄議員の一般質問にお答えいたします。 
 政府は、昨年１２月に明日の安心と成長のための緊急経済対策をとりまとめ、特区制度の活

用により、新たな需要創出に向けた国民の創意や工夫に基づく提案等の実現に取り組むことと

いたしました。 
 これを踏まえまして、構造改革特別区域推進本部において、特区として区域を限定するもの

ではなく、全国において実施することが時期・内容ともに明確な規制改革事項や規制所管省庁

において、今後検討を進める規制改革事項等の方針を出し、構造改革特区につきましては、今

後拡充されていくものと考えております。 
 まず、この制度をどう理解しているかについてですが、議員のおっしゃるとおり市民の皆さ

まや、さまざまな団体との協働のまちづくりには、とても有効な制度であると考えております。 
 今後も他の特区事例なども参考にしながら、行政内部やまちづくりなど、さまざまな協議の

中において、仮に特区申請が必要な事案が発生いたしましたら、積極的に取り組んでまいりま

す。 
 次に、特区認定に向けた具体的な取り組みはにお答えいたします。 
 特区制度につきましては、まちづくりの中で、支障となる制度などの規制について、緩和等

の措置がとられるものであり、地域の活性化や協働のまちづくりのための有益なツールである

と考えております。このため、特区認定を受けるために施策を立案するということよりは、む

しろ施策実現のためには、どのような特区が必要かとの観点で取り組んでまいりたいと考えて

おります。 
 次に、総合的に取り組むプロジェクト型事業に、お答えいたします。 
 今後、地域のニーズはますます多様化し、各部局が連携し、横断的に取り組まなくてはなら

ない事案が多くなってくると考えております。 
 このような総合的な取り組みの第一歩は、情報の共有化であり、統一された認識であると思

います。このため、月に一度、特別職および各部長を構成員とする経営会議を実施しておりま

す。経営会議は単なる報告の場ではなく、事務事業や施策の進行管理をはじめ、各部局での課

題・問題を協議する場であり、各部局の課題を行政全体の課題として捉え、事業を推進するこ

ととしております。また各部局においても、課長等による同様な会議を開催しております。 
 このような取り組みは、部局横断的な施策推進を可能とし、今も観光振興ビジョン実現のた

めのアクションプランの策定や観光にお見えの外国人も含む国際化への対応計画、総合計画の

中で施策連携プロジェクトにも位置付けられております各施策を、横断的につなぐ健康づくり

に関する研究協議等々、部局を超えて全庁的に取り組んでいるところです。 
 今後も、ふえふき協奏曲第１番の実現の視点であります各施策をつなぎ、のばし、支えるこ

とにより相乗効果を生み出し、総合力を高める「ふえふきＤＮＡ戦略」の考え方に基づきまし

て、従来の縦割り行政では対応が難しく、非効率な事業につきましては、部局横断的な連携を
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強化して、取り組んでまいります。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（上野稔君） 
 １６番、大久保俊雄君。 

〇１６番議員（大久保俊雄君） 
 まずはじめに、今までの２００２年から、県内でも２０と。例えば遊休農地解消ですと、山

梨の農地いきいき特区ですとか、都留市の都留あぐりビジネス推進特区。また給食で、安心・

安全な給食提供という視点から、富士吉田のすこやかな成長を応援する総合特区。南アルプス

市は、より安全・安心できる給食ということで、地域の抱える問題解決や市民の要望、こういっ

たものを特区を活用して、いろいろな自治体がされておりますけども、笛吹市は取り組む予定

があったのか。必要がなかったのか。また、笛吹市が手を挙げなかった理由というのをお聞か

せいただきたいんですけど。まず、そちらのお答えを。 
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） 

 ご指摘のとおりでございまして、県内で２０特区ございます。笛吹市の取り組みといたしま

して、全然なかったということではございません。特区申請はなかったものの、実は事業系ご

みの処理関係に関連いたします、いわゆる廃棄物の清掃に関する法律の関係でございまして、

公が関わることができるものは、いわゆる生活系ごみの処理ということです。しかしながら旅

館・ホテルさん等々、事業系の処理は、いわゆる廃棄物の清掃に関する法律等により、公が処

理できないというようなこともございまして、実はＢＤＦということで取り組んでおりますけ

ども、そのへんをなんとか特区制度を活用しながら、有効に資源化できないかというような取

り組みの中で検討・協議してきた経過がございます。 
 しかしながら、そこのところ、国の考え、県の考え方も踏まえまして、これは事業系であり

ましても、これは資源として認めて、自治体で対応できるということになりまして、改めて特

区申請は行わないでいたという経過もございます。 
 なお、全国的な特区、いわゆるどぶろく特区に代表されますような、それから、またご質問

がございますけども、保育所の給食の外部搬入でございますとか、幼稚園の３歳未満児の入園

許可でございますとか、すでに、農地の関係もございますけども、全国展開されておりますよ

うな事例も多々ございまして、本市が抱える課題等につきましては、大きな法律改正に基づく

ようなもので、それにつきましては、笛吹市の現状と課題というようなことで、国にも働きか

けをしているということでございます。 
 特区制度に限って言えば、本市として取り組みはしておりますものの、申請に至らなかった

ケースがあったということで、ご理解をいただきたいと思います。 
 以上です。 

〇議長（上野稔君） 
 １６番、大久保俊雄君。 

〇１６番議員（大久保俊雄君） 
 今後、いろいろな経営会議ですとか、部局長会議もされているということで、いろいろ部局

横断的にも取り組むということでありますけども、これからも当然、総合計画は一番の機会に
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なるわけですけども、例えばグリーン・ツーリズムとかリニア関連、インバウンドもそうです

し、県ですとチャレンジミッションというような名目で、いろいろ部局横断的な、知事のもと

に取り組んでおるわけですけども、例えばキーワードなんかは、グリーン・ツーリズムなんか

は、これは農林振興課ですとか観光商工課、教育委員会などの部局で、全部の部ではなくて、

必要な部局を立ち上げながら、またやるべきだというようなこともあり、これから時代の流れ

で経済も変わったり、法律もどんどん変わる中で、そういった部分を立ち上げる必要がある中

で、例えば組織的に、たしかに部長がいれば、やはりイニシアティブといいますか、主導権を

握る部局があって、また国からの補助金がこういうふうに新しく、今年は出た。また、こうい

う部分に使えるんではないかと。情報提供を各部、各課にしていただいて、地域の要望だとか、

そういった部分を吸い上げるということで、部局横断的な中で、そういった部分の主導権とい

うのは、どのように組織として、円滑に組織を動かす上で考えておられるのか、お伺いします。 
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） 

 ただいま申し上げましたように、経営会議という組織がございまして、その中で主導権を発

揮してまいりたいと。ちなみに、笛吹市の行政組織条例の中で、経営政策部の業務の中に市の

政策の企画立案のほか、市の政策の推進と調整に関することというものがございまして、基本

的にイニシアティブにつきましては、一番関連の深い部署がとっておりますけども、全体的に

幅広い部分につきましては、経営政策部がイニシアティブをとりまして、調整・政策推進を行っ

てまいるという位置づけになっております。よろしくお願いします。 
〇議長（上野稔君） 

 大久保俊雄君。 
〇１６番議員（大久保俊雄君） 

 ぜひ、池田部長には大変、大きい課題だと思いますけども、お願いしたいということと、も

う１点、市民の意見を少しでも吸い上げるプロジェクトという部分が大事になるのかなと。市

民の意見が反映された各種事業の遂行という中で、例えば意見を吸い上げるのは地域審議会で

すとか、いろいろ区長会だとか、経済団体の意見を尊重する手法がとられておりますけども、

近年ＰＩと、パブリックインボルメント、こういったものでインターネットとかで、主要施策

で市民の意見を募って反映させるということですけども、 近、ＰＩという言葉も聞かなくなっ

たのかなという部分で、パブリックインボルメントを 近ではどういった事業に使って、年間

どのくらい、このＰＩを使った意見集約をされているのか。また、ぜひ生の声を、市長に対す

る思うことは、インターネットとかでされているようですけども、また、こういったパブリッ

クインボルメント、ＰＩの手続きというのも必要になろうかと思うんですけども、現状と課題

をお聞かせ願いたいんですけど。 
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） 

 基本的に、パブリックインボルメントでございますけども、その前のパブリックコメント制

度を、わが市はいち早く導入いたしまして、各種計画の策定等すべて、これはパブリックコメ

ント制度に基づきまして、市民からのご意見をいただくようなシステムになっております。 
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 それから個々の事業でいけば、パブリックインボルメントというようなことでございます。

現在、私の把握している限りでは、これからの取り組みだろうというように考えております。 
 以上です。 

〇議長（上野稔君） 
 大久保俊雄君。 

〇１６番議員（大久保俊雄君） 
 例えば、先日、リニア関連で、リニア水資源有効活用協議会というものを立ち上げたわけで

すけども、やはり、その建設部ですか、所管が。そのメンバー、会長は議会から龍澤会長がさ

れているわけですけども、いろいろこういったものも、例えば、その地域は地域なんですけど

も、笛吹の水というのを考えれば、例えば水ビジネスとか、世界的な事業にもなろうかなと思

いますし、やりようによっては、やはり地域の活性化、また地域企業の活性化には欠かせない

手法であるのかなという中で、このリニアもそうですけども、これは例えば常任委員会なんか

でも、もうちょっと、市の財産で考えれば、例えばいろんな観光団体とか、おおぜいの団体を

入れるべきであるという意見もあったんですが、なかなか限られているということで、そういっ

た意見も集約といいますか、これから、いろいろあれが出ようかと思うんですよね、大きな。

そういった場合に、 終的には市長の判断ということになろうかと思いますけれども、情報を

収集して、リニアをもっと大きい目で見れば、もっとほかの、会議の使い方だとか、検討会議

のやり方もあろうかと思うんですが、そこらへんはいかがでしょうか。情報は、どこまであが

るのかということと、市民の意見と、決めていく上での協議会の立ち上げというのを、ちょっ

とお伺いしたいんですけども。 
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） 

 ただいまの再質問でございますけども、水を市の資源ということに特定した、ご質問でよろ

しいでしょうか。確認でございます。 
〇１６番議員（大久保俊雄君） 

 広く解釈すれば、水というのは市の財産だから。それで、ＪＲも水の所有権というものは、

結果として市が使ってくださいということだし、若彦トンネルにしても、かなり、すぐ使えな

いにしろ、長期的に見れば、１つの大きな市の財産かなという部分があるわけですから。 
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） 

 特に市の資源の有効活用ということでなくて、手法だけのお話をさせていただければ、先ほ

どからお話をさせていただいておりますように、経営会議で各部局から付議事項というような

ことであげていただきます。その中で、いわゆる内部の横断的な取り組みをするか、それとも

各部局で市民も交えて、研究・協議をしていく方向とするかということも協議いたします。そ

の中で判断してもらいます。いずれにしても、システムはそのようなシステムになっておりま

す。市民も交えて、さらに各部局も横断的にということであれば、そのような体制をとってま

いりたいと考えております。 
 以上です。 
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〇議長（上野稔君） 
 荻野市長。 

〇市長（荻野正直君） 
 大久保議員のご質問ですね、市民の意見を広く集めるというのは非常にいろんな面で、実は

苦慮しているんです。結局、全員の意見を聞くわけにはいきませんから、基本的には審議会と

か検討委員会等々を開く際に、できるだけ市民の公募をしようということで、それぞれの委員

会、審議会には公募による市民が必ず入るようにしていただいております。 
 もちろん人数に制限がありますから、これとて大久保議員が期待するような、大きな成果が

出てこないかもしれませんけども、でも一応、市の方向としてはそういう方向でやらせていた

だいておりますし、大きな問題になりますと、これは市民ミーティングというような形で、夜、

直接、出て行って、各地区でご意見をいただくというような方向もとっていきたいというふう

に考えております。 
 それから今、市の中で、いわゆる各部の横断的なものの考え方でございますけども、これに

つきましては、やはり、その課題によりけりだと思いますけども、今、市で一番大きく掲げて

おりますのは、やっぱり安心・安全、そして健康、なおかつ地域の産業発展、この４つを大き

なキーワードにして、いわゆる次年度の計画を今、つくろうとしております。 
 その中で特に健康に関しましては、１つの部だけではとても対応できません。したがって、

例えば、今、考えておりますのは経営政策部、それから産業観光部、それから福祉、それから

生涯学習等々、そういったところをいくつか組み合わせて、できれば来年度、大々的に、この

健康に関しては、展開をしていきたいというふうに考えております。 
 いわゆる地域主権というような、こういうことの中で、やはり一つひとつを、じっくりとし

た、そういうプロセスをしっかり組み立てる中で進めていきたいなと、こんなふうに考えてお

ります。 
 それから、もう１つ。特区の件でございますけども、特区の件につきましては、いくつかチャ

レンジをしてはいるんですけども、そこまで至らなかった。というのは、それまでやらなくて

も解決できたというようなことが、いくつかございました。 
 今、私、大きい声をしてあげておりますのは、実は今、消防の広域化の問題がございます。

これは笛吹市だけの問題ではありませんけども、広域化にする場合には、例えば、今、主流で

議論されているのは広域行政事務組合、これでやれというのが全体的な主流であります。しか

し私は、この問題については、いわゆる県が主体的にやってほしいと。例えば、これは東京消

防庁をご覧いただければ分かりますけども、東京都一本でやっているわけですね。なぜ、それ

が山梨県でできないのか。 
 なぜ、このことを申し上げるかというと、いわゆる責任の所在ですね。例えば広域行政事務

組合、例えば私がそこの一番の長になった場合は、では甲府市からはじまって、全部の山梨県

の、いわゆる市町村に対しての責任があるわけです。では、どこまで問えるかというようなこ

とを考えますと、やっぱり災害対策本部、本部長をするのは知事であります。やはりこのこと

が大きな、私は課題ではないかなと。そんな形で、特区についてもいろいろな方面から検討さ

せていただいております。ご理解をいただきたいと思います。 
〇議長（上野稔君） 

 １６番、大久保俊雄君。 
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〇１６番議員（大久保俊雄君） 
 今の特区認定、これは１つのキーワードになるわけですけども、特区認定でなくても、例え

ば規制緩和と、これは徐々に、年々、打ち出されておりますし、例えば河川敷の利用とか規制

緩和に対する、そういったもの、どこか立ち上げなくても、規制緩和に対して、市がどういう

ふうに打ち出しているのかということで、ともすれば、われわれも国交省の規制緩和だとか、

そういったものに、非常に毎日、接することが多いんですけども、規制緩和と言いつつ、例え

ば緑ナンバーの車両を運転するには、ここ何年かですかね、入るときに適正検査、１人８千円

するような適正検査を義務付け、６０歳を過ぎれば、みんな受けなければならないとか、そん

なことをしなくたって、われわれ全部、例えば働いている人の目を光らすわけなんですけど、

次から次へ、そしてまた、それが自動車事故対策センターと、今回、事業仕分けにもなったん

ですけども、みんなあれなんですよね、次から次へ天下りですよ。ということで、ともすれば、

やはり、ものを申していかないと、こんな規制はいらないではないかとか、いろいろものを申

さないと、当然、市ではできないこと、県に力を借りて国にものを申す。こういう部分で、た

しかに規制が緩くなっている部分もあるんですけども、非常に裾野を広げて、地域の暮らしや

すさとか、これから増えるわけですけども、規制緩和ということに対して、市はどのように、

いろいろ本当に、自由になった部分に対して取り組んでいくのか、そこらへんもちょっと、お

話をお伺いできればと。 
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） 

 実は特区制度の趣旨からいきますと、先ほど大久保議員の冒頭のご質問の中にもありました

けども、国といたしまして、どういう規制緩和をすればいいのかということで、いわゆる特区

制度が設けられたんです。いわゆる特区制度でそれを検証しつつ、よい効果が得られれば、全

国展開していきましょう、規制緩和しましょうという制度です。とりあえず、特区制度が一番

だと思います。 
 それ以外に本市として、取り組みにつきましては、必要に応じて規制緩和を踏まえた課題・

要望事項ですね。国に対して要望書をあげるとか、国会議員さんにあげるとかという活動、そ

の一環として、全国市長会に対しまして、山梨県市長会を通しまして、規制緩和が必要だとい

うものにつきましては、市長会を通して国へ働きかけをしていくというようなことも行ってお

ります。 
 以上です。 

〇議長（上野稔君） 
 大久保俊雄君。 

〇１６番議員（大久保俊雄君） 
 続いて２問目の質問をさせていただきますけども、来年１月、２０１１年に高温の温泉が湧

出して早や５０年、半世紀を迎えるわけでありますが、これを機会に市の内外の皆さまで、わ

が笛吹市の魅力を再認識し、市民の一体感を醸成するための具体策について、いくつかお伺い

します。 
 いまさら申すまでもなく、昭和３６年１月２４日、果実温泉郷を目指してボーリングを続け

ていた石和町八田地区の畑から、摂氏４６度もある高温の温泉が地上数メートルまで噴出し、
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毎分１，２００リットルのお湯が近くの小川へ溢れ出しました。果実郷温泉郷の幕開け、青空

温泉の出現でありました。 
 河原は露天風呂に早変わりし、石和町民だけでなく、県内各地から老若男女が押し寄せ、芋

を洗うような連日の盛況、青空温泉の賑わいを当て込んで、幾多の物売りが店を開き、川の中

では酒を酌み交わす風景も見られました。 
 また、温泉と農園を組み合わせた遊園地の出現ですとか、また、このころから一部のブドウ

園では観光農園に様変わりし、観光客がブドウ狩りを楽しむ姿が見られるようになりました。 
 その後、甲府バイパスの開通、中央道の全線開通、関係者の懸命な努力によって、一時は旅

館・ホテルも１００軒余りを数え、年間の入り込み客も３００万人を超える全国屈指の果実温

泉郷に発展しました。 
 しかしバブルの崩壊、全国県内各地での温泉の掘削、旅行形態の団体から個人への変化等、

入り込み客も減少し、県観光部による平成２１年山梨県観光客動態調査結果によりますと、県

内５エリアにおいて、峡東地域は日帰り観光客７１７万人と、前年比マイナス４．５％。減少

幅は５地域の中でワースト。宿泊客数も１０３万人と、前年比マイナス８．４％。こちらも減

少幅はワーストということでありますし、さらに年度替わりのこの時期において、歴史ある企

業、商店、旅館等が廃業・譲渡に追い込まれるケースが複数発生しておりまして、大変、逼迫

する状況が続いております。 
 私自身も温泉湧出直後に生まれ、温泉の歴史とほぼ、時を同じくして生きてまいりまして、

運命共同体の感すらあるわけでありますけども、この間、１０年間ほどは学生、サラリーマン

と、この地を離れましたけども、やはり春には桃のじゅうたんを思い出し、夏には花火、冬に

は湯けむりの立つ露天風呂を思い出したわけであります。 
 今、このように生まれ故郷に帰って生活するのも、やはり、この地域を愛しているからと思

いますし、当然、やはり笛吹市民の方も地域愛を持ちながら生活する、これが一番の基本では

ないかなと実感するところであります。 
 また、温泉湧出により笛吹地域の産業構造やライフスタイルも大きく変化し、果実と温泉と

母なる大地の恵みを大きく享受してまいりました。この半世紀という節目の年に、私ども、こ

の５０年を振り返る中で、地域の歴史・文化の価値の素晴らしさを再認識し、次の世代へ継承

する責務を果たすための方策ですとか、また地域産業の長期低迷を打破する活力ある地域の創

造、また合併後の市民のさらなる一体感を醸成するための具体策をお伺いするわけであります

けども、まず果実と温泉、素晴らしい環境と歴史等、ほかの地域にはない素材の真の価値を、

再度ここで市内外の人々に再認識していただくための具体策と、今後さらに多くの観光客誘客

のため、また確実に観光消費のアップにつながるよう、記念イベント等の開催も必要に思われ

ますが、具体策はいかがでしょうか、お聞かせください。 
 また、総合計画や観光ビジョンの策定、こういったものが出されまして、観光振興計画や観

光アクションプラン、これはまた策定中ではありますけども、さらに見込んで１００年、一世

紀に向けて、例えば観光立市基本条例等を策定し、並々ならぬ強い決意を表すことも１つの観

光立市として重要な方策に思われますが、いかがお考えでしょうか。 
 さらにまた、市民の一体感と醸成することの重要性を考える中で、大型建設プロジェクトの

中で、多目的ホール建設にあたる一体感という言葉が出てまいりましたので、あえて伺います

が、５回にわたる建設検討委員会を経て、去る２７日に検討結果報告書が市長宛てに提出され
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ました。賛否両論があり、両論併記でありましたけども、それを受けて、市はどのように判断

なされ、今後進めていくのか。具体的方策、またスケジュール等をお聞かせください。 
 以上、２問目の質問といたします。 

〇議長（上野稔君） 
 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、豊角産業観光部長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 大久保俊雄議員の一般質問にお答えします。 
 まず果実と温泉、環境と歴史等、素晴らしい素材を再度認識してもらう具体策についてであ

りますが、明治時代からの長い歴史を持つ石和温泉が、昭和３６年１月２４日、高温泉湧出を

機に、その名を一躍全国に轟かせ、現在の石和温泉郷の幕開けとなってから、来年１月で５０周

年の区切りの年を迎えるものであります。 
 市におきましては、この機会を対外的観光アピールの絶好の機会と捉え、石和温泉郷だけに

留まることなく、笛吹市全域においての観光客誘致につながる具体的施策の展開を図ってまい

ります。 
 幸い昨年４月、一般社団法人 笛吹市観光物産連盟が各町の観光協会の統括的団体として組

織され、笛吹市全体での活動が容易にできるようになったことから、この機会に御坂町で行なっ

てきたぶどうまつりを、石和・春日居温泉郷と共同で行えるものに拡大していくことや１１月

３日の山梨ワインヌーボー解禁日のイベントの中に、温泉湧出５０周年を観光のアピール重点

ポイントとして盛り込むなど、計画しております。 
 また、全国のエージェント等へ早い段階から日本一の桃・ブドウの生産地で提供できるフルー

ツと５０周年記念を前面に出した旅行商品等を提案するなど、桃・ブドウの消費拡大と石和温

泉宿泊者増加等、相乗的な誘客活動につなげてまいります。 
 すでに石和温泉観光協会では、この機会をまたとない宣伝時期と捉え、記念フラッグの作成

や共通のバッジの着用、さらに具体的な企画も立案しているため、この流れを市全域に普及し、

さらに活力ある継続的な観光施策の充実を図ってまいります。 
 次に、観光消費額がアップするための記念イベント等の開催について、お答えします。 
 現在の観光客の姿は多様化の一途を辿り、今までの団体型宿泊観光から小規模団体や個人で

の動きが活発となり、さらには海外からの観光客も増大し、行動単位の混在化が進んできまし

た。また観光客の求めているものも、従来型の温泉宿泊と観光地見学から体験型観光や地元住

民の皆さまとの触れ合い型観光、さらにはプチ観光地を地元ボランティアとまわる商品等にも

人気が出てきております。 
 笛吹市が持つ豊かな自然要素と人材を観光資源として、観光客へ発信していくことが大切と

考えております。このため、温泉湧出５０周年を観光アピール重点要素と捉え、特に平成２３年

１月３０日の石和温泉の日前後に、笛吹市の素晴らしい観光資源を取り入れて実施できる記念

イベントを計画策定中であります。 
 イベントの中には、温泉湧出５０周年にちなんだ抽選会や記念石碑の移設、割引パスポート

の発行、各旅館・ホテル独自の企画提案など、現在さまざまなアイデアを網羅することで、構

想を立案しております。計画がまとまり次第、市長トップセールスや各種観光宣伝行動等の中

で、県内外にイベント実施の宣伝と紹介ができるよう努め、市内全域で相乗的観光客の増大に
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つながるよう働きかけることが観光客の誘客につながり、ひいては観光消費額の増額にも結び

つくものであると考えております。 
 次に、観光立市基本条例等制定の考えはについて、お答えします。 
 笛吹市における観光は、桃・ブドウ生産量日本一に象徴される果樹産業と併せ、市を代表す

る基盤産業であることは言うまでもありません。 
 本市の基本計画である、第一次笛吹市総合計画や笛吹市都市計画マスタープランでも、観光

振興の観点から、明確に観光振興を推し進める基本方針として示しております。また昨年には、

さらに踏み込んだ笛吹市観光振興ビジョンを策定し、この中で温泉と果物、そして歴史の再認

識とシナリオづくりを目指し、笛吹を楽しむ１００のプラン提案など、７つの具体的方針を定

めたところであります。 
 さらに本年は、練り上げた計画を、いかに実現していくかの方法を具現化した観光振興アク

ションプランの策定に入り、また並行して、さまざまな観光商品の提供プランや宣伝広告活動

など、実際の計画実現に向けての行動もスタートしております。 
 観光の計画は、お客さまのニーズも多様化の一途を辿り、国内外の情勢や景気動向等も影響

されるため、観光戦略をいかに的確につくり、プラン構築に生かしていくかが、大きな成功の

要因となっております。 
 このため、今年度、作成に入った観光アクションプランを観光行政発展の具体的な道しるべ

として、そのときのニーズに合ったものに常に見直しながら目標に向け進むことが、観光振興

の目に見えた発展には、近道であると考えます。 
 ご質問のとおり、向こう５０年間という長い方向性をはっきり持ちながら、行政を進めてい

くことは極めて重要ではありますが、現段階では総合計画、都市マスタープラン、観光振興ビ

ジョン、そして観光振興アクションプランという具体的に示した計画に基づき、観光の振興プ

ランの実現に向け、市、笛吹市観光物産連盟、各観光協会等、関係機関が一致団結しながら全

力で目標達成に向けてエネルギーを傾注することが、今、行うべきことであると考えます。 
 次に多目的施設建設構想について、お答えします。 
 多目的施設の検討につきましては、市内各団体の代表者など、４４人と多くの皆さまにより

所属する団体等の意見も伺いながら、可否も含め、検討を重ねていただきました。 
 検討委員会におきましては、検討委員の所属する団体等でも意見が分かれる状況とのことで

あり、５月２７日に賛否両論のご意見のご報告をいただきました。 
 建設に前向きなご意見としては、市民の皆さまが芸術文化に接することができ、健康増進に

もつながり、合併後の一体感の醸成に欠かせないとのご意見や、地域の活性化や市外からの利

用客による経済への相乗効果にも期待できる。さらに将来の子どもたちにとって、夢のある環

境を整備することは必要であり、この機会にしかできない等をいただいております。 
 また建設に対し、消極的なご意見としては、 も多くいただいたものが、建設費や維持管理

費などの財政面でのご心配であり、そのほかといたしましては、この施設建設により、既存施

設がなくなっては、かえって不便になる等のものであります。 
 今回の検討委員会を通じての、各団体等でのご議論の中で、より多くの皆さま方のご意見を

伺うことができましたので、今後これらをもとにいたしまして、市議会からの意見も賜りなが

ら、庁内において方針等を検討してまいります。 
 以上、答弁といたします。 
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〇議長（上野稔君） 
 大久保俊雄君。 

〇１６番議員（大久保俊雄君） 
 まずはじめに５０周年ということで、われわれも温泉と果実と、市全体の節目の年を迎える

わけですけども、事実、５０周年を迎えるということが意外と知られていないんですよね。わ

れわれも、いろんな石和の方々ばかりでなくても、よその地域の方とも、いろんな産業に携わ

る方も、早いものだねということで、１つの話題づくりではないんですけども、いい時代もあっ

たからはじまって、この道だって何年に出たとか、ともすれば、あそこの家の息子はどこの出

身だとか際限なく話題にも出ますし、つまるところ、本当にいい時代もあったねと。そして、

またあの時代がくればいいよねと。そうはいえ、笛吹というのはいいところだよと。東京から

も近いし、交通のアクセスもいいし、自然には恵まれている。こういう話題で、ともすれば、

ひとつ、盛り上がる可能性もあるわけですし、また市民に対しても、この５０年というのは、

やはりＰＲすべきだと思うし、例えば、大きな市役所に垂れ幕を作っていただくとか、また５０周

年のイベントも徐々に取り組むということですけども、やはりイベントの具体的な観光客に来

ていただくにも、半年、ともすれば１年前からいろいろＰＲする。対エージェントとか、地元

の方はそうですけども、県内外のエージェントにもＰＲする。こういったものに早く周知徹底

する必要があろうかなと思うんですが、そこらへんの周知徹底の策というのは、いかがでしょ

うか。市民、対エージェントとか、もろもろの対象があるわけですけども、お聞かせください。 
〇議長（上野稔君） 

 荻野市長。 
〇市長（荻野正直君） 

 大久保議員の質問の観光に関しては、非常に実は頭が痛い課題なんです。と申しますのは、

先ほど大久保議員のご指摘のとおり、お客さまの志向が変わってきてしまっているんです。お

客さまの志向が変わったところで、では旅館そのもの、１軒１軒がどういうふうに変わってい

るか。こことの大きなジレンマがあるんです。いわゆる従来型の考えというのは、例えば、今

度、５０周年、市で金を出してイベントをやってくれと。たぶん、こういうことを言っている

はずです。でも、私は今、そうではなくて、５０周年の機会に、時代が大きく変わったと。こ

のことをみんなで考えていきたいと、こういうように思っているわけです。そして、行政とし

てやらなければならないこと。これは行政として、しっかりやります。それから、今度は業者

として、やっていただくこと。このことをやっぱり、お互いにしっかりと議論をしていったり、

あるいはそれぞれがそういう認識を早く持っていただきたいと、こう思っているわけです。 
 例えば、どういうことかと申しますと、今まで石和温泉というのは、黙っていても温泉でお

客さまが来てくれていたんです。なおかつ、それにフルーツがあり、あるいは近隣の富士五湖

があり、富士山があり、あるいは八ヶ岳等々があって、そういうところが１つの魅力だったん

ですね。ところが、今はもう日帰り型でございますから、さっと見て帰ってしまう。例えばイ

チゴ園をプラスしたり、いろいろフルーツ狩りやなんかをセットにしても、いわゆる日帰りで、

そこへはお客さんが来ているんです。来ているんですけど、帰られてしまう。やっぱり、この

へんをどうするかということが、大きな課題だと思います。 
 もう１つ、旅館さんのいわゆる体質、これも大きく変えなければいけないと思うんですね。

例えば、今までは、いわゆる色まちという言葉を使うのが適当かどうかあれですけども、芸者
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さんが今、笛吹市には２００人ちょっといるはずです。一番多い時期では、８００人近くいま

したよね。減りました。しかし、では、この芸者さんがいて、いわゆる、どういう芸者さんは、

そのお客さまにサービスができるのか。こういったことについても、やっぱり芸者さんと、い

わゆる宴会の仕方も変わってきていると思うんです。それをやっぱり、われわれは、もう１回、

確認をしなければいけないというふうに思っておりますし、それから例えばフルーツと旅館を

どう結びつけるか。いろんな提案を私ども、させていただきました。例えば、フルーツを出し

たい。しかし、笛吹市のフルーツは、全国でも日本一だから値段が高いと。なかなか使えない

というような話もありました。そのとき、ご提案を申し上げましたのは、はね出しというもの

ですね。こういったものをうまく使ったらどうですかと。結局、言えば、そんなものを持ちに

行っている暇がない。市でなんとかしてくれ、農協でなんとかしてくれと。すごく、おいしい

ものが、いっぱい出ているわけなんですね。そういうところの頭の切り替えをしていただかな

いと、これからの観光というのは、私はできないと思います。 
 それから、もう１つ。この間もそのことを痛切に感じたんですけども、やっぱり市民が自分

の市のよさをどれだけ知っているかということなんです。これについては大変、時間がかかる

と思います。しかし、これにもチャレンジしていきたいなというふうに思います。例えば、甲

斐国千年の都の宣言をさせていただきました。本を作りました。しかし、では、例えば私なら

私が、その地域へ行って、そこがいわゆる説明できるかというと、なかなかできない。やっぱ

り、こういうことを一人ひとりの市民ができるようになることによって、その市が、よそから

来たお客さまにとって、大変、魅力ある地だと思います。 
 例えば、今、成功している例を１つ申し上げますと、春日居がやっている菊の散歩道、もの

すごく手間ひまがかかっています。しかし、来たお客さまに一様に喜んでいただいている。こ

れは花を好きな方がそこへ行って、なおかつ花の好きな方が説明をしてくれる。このことが、

私は大きな意味があるんではないかなというふうに思っております。 
 もう１つ、この間、芦川のすずらんまつりへ行きました。３人ほどのグループがいまして、

こういうことを言っていました。写真で見たり、インターネットで見ると、すずらんというの

はすごくきれいで期待してきたんだけど、何、この花はと。それはそうです、あのニホンスズ

ランというのは、私があえて、ここで言うまでもないと思いますけども、花が何輪付くと思い

ますか。普通、大体、多くて７輪なんです。９輪付いている花を探すのが大変なんです。とい

うようなことを、ちょっと説明してあげると、そんなに可憐な花だったんですかということに

気付いていただけると。そして、なおかつ雑草がいっぱいで困るよねといったときに、そこに

ちょうど、たまたま私、パンフレットを持っていまして、いわゆる十何種類の高山植物がある

んです。このカタログを見てくださいという形で、ご説明を申し上げましたら、これは私の手

前味噌かもしれませんけども、そういうことなんですかという形でご納得をいただいて、もう

観光がそういうふうに大きく変わっているということをみんなで確認して、そして今、ご指摘

の５０周年記念、もちろん、これは行政として、そういうケアをしっかりやりたいと思います。 
 そのために今、行政でやろうとしているのは、例えば今年から観光物産連盟に、元ＪＴＢで

働いていた方を採用させていただきました。この方にお願いしているのは、笛吹市内を中心に、

笛吹市だけでなくていい、いわゆる山梨県内全体でもいいと。１００のプランを作ってくれと。

そして自分の好きなプランを選んで、笛吹市を訪れていただくと。それが１泊２日コース、２泊

３日コース、いろんなコースが出てくると思います。そういう形で、私は行政としてバックアッ
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プしていきたいなと、こういうふうに考えております。 
 したがって、行政としてやらなければならないこと。そして民間でやらなければならないこ

と。やっぱり、こういうことをお互いに、観光物産連盟、あるいは旅館組合、あるいは石和町

の観光協会、それぞれの観光協会等々を通じて、もう一度、やはり大きく観光が変わっている

点をみんなが認識しない限り、何をしろこうしろといっても、これは絶対、前に進まないなと、

こういうふうに思っております。 
 以上です。 

〇議長（上野稔君） 
 大久保俊雄君。 

〇１６番議員（大久保俊雄君） 
 市長のほうから大変心強い、強力な観光物産連盟を使って１００のプランとか、いろいろな

観光協会、旅館組合、ＮＰＯとか、いろいろ、情報を共有して推進していくというようなお話

もいただけましたので、本当に民間も、農協の方とか生産者とかＪＡ、いろんな団体が同じテー

ブルに１回ついて、いろんな、いいところ悪いところの話をするのも必要かなと思いましたし、

１つは地域の方が自分のところの歴史を認知して、また、来られた方にも話をするということ

も出ました。まったく、そのとおりだと思います。おもてなしというんでしょうか。私どもの

建設経済常任委員会でも、２月１２日、１３日、鉄砲隊で２５年来、お付き合いのある米沢市

へ視察に行ってまいりまして、たしかに行政も、ポスト天地人、ＮＨＫで流された放映後がい

かに大事かということで、市民力の結集によるブランドづくりというプロジェクトもつくって

いますし、現にわれわれも、上杉家とか直江家の菩提寺とか、お寺もいくつか行ったんですか、

ジャンバーを着た方が本当に丁寧すぎるくらい、時間を気にしながら説明を聞かなければなら

ないくらい、にこやかに対応していただきまして、やはり、その市のブランドづくりプロジェ

クトにも、子どもから高齢者まで、兼続の偉業を理解し、学習の機会をつくるということで、

本当に徹底されているのかなということで、また今、市長が言われたおもてなしをいかに浸透

していくか。例えば民間の業者とか、旅館さんなんかもおもてなしの心が大事だということで、

社員研修とか、いろんなあれをされているわけですけども、やはり子どもから高齢者まで、い

ろいろ冊子も作ったり、教育委員会で。歴史の認識というのはなかなか、本はいただいたんで

すけども、では現に理解して、これから大きくなる上で、また人にも説明できたり、本当にい

い町だなという教育というのも、これは大事だと思いますし、例えば石和北小学校の赤尾校長

先生あたりは、授業で子どもさんに、あの本を活用しながらしているし、また地域でもそうい

う話を、先生もしていただいたり、まったく大事なことかなと。勉強、算数とかをやるのも大

事なんですけれども、高齢者から子どもまで、スコレーとかいろいろ、授業でもやっているん

ですけども、おもてなし、イコール、すべての人が認識することに対して、行政サイドはどの

ようにお考えか、ちょっとお伺いしたいんですけども。 
〇議長（上野稔君） 

 豊角産業観光部長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 ご指摘のとおり、お客さまを誘客するには、まずおもてなしの心、気持ちよく来ていただく

ためには、絶対条件だとは認識しております。たまたま、今日からですが、石和温泉旅館組合

で、おもてなしの心研修という学校を、今日、たまたま始めました。 
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 今現在の計画ですと、月２回、３カ月間にわたり、旅館等の女将も含めた従業員、今回につ

いては４０名の研修参加ですが、市で持っております史跡文化等のボランティアガイド、ここ

を講師に招く中で、実際、お泊りいただいたお客さま方に笛吹市が持つ豊かな史跡文化、こう

いったものについてのガイドができる、 低限のガイドができるような体制づくりということ

で始めます。 
 それから今現在、先の週刊新潮にも載っておりましたが、中国からの観光客、富士山が人気

ということだろうとは思いますが、非常に増えている傾向があります。こういったことから笛

吹でも、おもてなしの心の一環になりますが、中国人の研修生を採用するという中で、おもて

なしの心、また日本語を覚えて帰ってもらって、さらに中国からの観光客の誘客にも結び付け

ていく。こういったことで、おもてなしの心については、積極的な取り組みを進めております。 
 以上であります。 

〇議長（上野稔君） 
 大久保俊雄君。 

〇１６番議員（大久保俊雄君） 
 今、いろいろ、おもてなしの心ということで、中国人誘客というような言葉が出ましたので、

ちょっとお伺いしますけども、インバウンドと、これは誘客ですか、部長にちょっとお伺いし

ますけども、中国人が日本で泊まる県というのは、山梨は何番目でしょうか。部長。 
〇議長（上野稔君） 

 豊角産業観光部長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 先ほどもちょっと申し上げましたが、週刊新潮によりますと、山梨県は４番目ということで、

非常に全国４番ですので、東京、大阪、千葉に次いでの山梨４番ということで、非常に多くの

中国人が観光スポットとして訪れる、こういった県だと認識しております。 
〇議長（上野稔君） 

 大久保俊雄君。 
〇１６番議員（大久保俊雄君） 

 今、部長、ちょっと４番目ですから、すごい数になりますし、７月１日からビザの解禁とい

うことで、今まで所得、２４万元、これは日本円で３４０万円以上の方にしかビザを渡さなかっ

たのが今度は５万元、６８万円と。これは１０倍から２０倍以上の方にビザを渡すということ

で、これは紛れもなく、一番のターゲットは日本でありますし、１２億人の人口、世界の５人

に１人が中国人だと考えれば、単に国際貢献まで発展した交流というのを考えていく中で、早

急なプロジェクトと、こういったものを私は必要に思われますし、今、話にありました富士山

というのは、これは４０人中４人は希望されておりますし、はとバスのツアーも４年連続、富

士山コース、日帰り１泊も踏まえた日帰りツアー、ナンバー１なんですよね。やはり、富士山

ということは山梨ですし、例えば忍野八海の観光地ですとか、河口湖のホテルなんかは中国語

の対応も、今、徹底して官民が、なんでも民間ではなくて、フォローしたりしていくというこ

とで、また具体的なフォローアップといいますか、当然、横内知事も今度は中国のテレビを使っ

て宣伝をするということですし、県は県で、山梨県へたくさん来いということで、来た方はど

こに泊まるかと。これは自治体間の競争といいますか、魅力を打ち出さないと、単に宿泊、キャ

パシティがあるからということでお客さんを望めないわけで、また時代の流れというのは、さっ
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きも言わせてもらったんですけど、法律にしても、国際の流れを見ても、世界中の流れを見て

も、まさに急に決まったことですし、プロジェクトというものに対して、積極的な、さっきも

言わせてもらいましたけども、部局横断的な、１つのチャレンジミッションというようなもの

をつくっていただきたいなと思うんですが、そこらへんはいかがでしょうか、お考えは。 
〇議長（上野稔君） 

 荻野市長。 
〇市長（荻野正直君） 

 いわゆる外国人の中で、特に中国人の旅行客の扱いというのは、非常に私は難しいと思って

おります。どういうふうに難しいかというと、かなり、非常に打算的ですね。現在、笛吹市に

泊まっていただいているお客さま、どういうホテルに泊まっているか、全部、ここで名前を挙

げるわけにはいきませんけども、見ていただければ分かると思うんです。低料金ですね。しか

も夕方遅く来て、朝早く帰ってしまう。ほとんど残らないんですね。つい 近も、中国資本で

１つのホテルを買って、そして夜、宿泊施設として造りました。ここへ旅行者が、市内のお土

産屋さんも今、まわっているんです。どういうことをやっているかというと、ここで売ってい

るお土産を、私が売ってあげましょうと。だから、カタログをくれと。なおかつ、リベートを

これだけくれと。リベートの幅が半端ではないんですね。そういうふうな私は、中国的な商法

というのは、そういう商法ではないかなと。これは私どもが香港に行ったり、台湾はそんなこ

とがなかったんですが、香港なんかへ行くと、よく分かりますよね。品物を見せないで、バス

なんかで一つひとつ商品を説明して、そして私が明日の朝まで用意してやるからうんぬん、こ

ういうケースが結構あるんです。言われてみますと。 
 したがって、この中国人をどういう形で、私は笛吹市へ泊まってもらうか。しかも今、中国

から来る方も、やっぱり個室を好みますよね。いわゆる日本流の畳、本来ならば畳に寝ていた

だいて、あの布団に寝ていただく。私は、これが一番ベターだと思いますけども、実際にはそ

ういうことは、あまり望んでいない。中には、そういう方もいらっしゃいますけども、これを

どうするか。今、その模索をしているのは、中国人研修生に来ていただいて、中国の方たちに

こういうものだということを理解していただいて、今、きているブームではなくて、次のブー

ムのときには、日本のそういう生活に慣れていただこうと。そのへんを狙って、今の研修生も

お受けをしているわけです。 
 もう１つ、私は中国の富裕層を狙った人間ドックだとか検診ですね、こういったものをセッ

トにした、１つのプランも提供したいと。今回、上海へ行かせていただきますけども、これを

今、作っております。それぞれの病院に話を聞いておりますけども、これについても、病院で

もお引き受けをしていいというふうなご意見を、何社からかいただいております。そういうも

のを組み合わせして、プランを出していくと。 
 もう１つ、中国人の観光客で難しいのは、日本の温泉ですね。温泉に対して、ものすごく魅

力を感じています。ところが、彼らが日本の温泉に入ったときに、どういう入り方をするか。

ある高級ホテルで、大きい風呂があって、中国人観光客がどんと来た。日本人観光客がいまし

た。その方に聞いた話ですけども、あそこは 近、外国人を取り出した。もう二度と、あのホ

テルには行きたくないと、こういう話を聞いているわけです。たしかに生活習慣の違い、これ

をどういう形で吸収していくか。こういったことを含めて、ただインバウンドで寄せればいい

ということではないと思います。私は以前から言われておりましたけども、旅館の方たちに、
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そうではないんだと。日本の、今ある旅館は日本の旅館なんだと。だから、この日本の旅館の

よさをどういう形で発信していくか、このことが大きなテーマではないですかと言ったら、す

ごく叱られました。市長は、ちっとも私たちのことを考えてくれていないと。そういう話をし

ましたら、そういう答えが返ってきまして、非常に残念だったんですけども、やはりそういう

ふうな、いろんな部分で分析をする中で、私は中国人の観光客というのを歓迎すべきプログラ

ムをつくっていきたいなと、こういうふうに思っております。 
〇議長（上野稔君） 

 大久保俊雄君。 
〇１６番議員（大久保俊雄君） 

 インバウンド、中国人のモラルとかということもあれでしょうけども、この夏は３回、中国、

上海、香港、また太原とか、市長、また議会としてもトップセールスということで参加はさせ

ていただくわけですけれども、日本の桃を売ることによって来ていただいて、中国人の方もや

はり、買い物は好きですからね。例えば化粧品なんかも、ある１つの化粧品を買う。そしてジャー

なんかも、みんな電子ジャーですかね、ある会社のジャーを買うということで、そういった部

分も、市内にはいくつも、こういうこともあるわけですから、また総合的にメリットといいま

すか、誘客に向けて、やはり考えてほしいなということ。 
 もう１つは、県と市の連携といいますか、山梨県も観光推進機構と連携、こういったあれも

ありますし、情報共有の具体策といいますか、日本橋にも県の物産館もありますし、県は県で

山梨県へ来ることを考える。 
 １つですね、民業圧迫というんではないんだけども、山梨県観光推進機構も、今後はエージェ

ントの資格を取って、募集ができるんですよね。これは１月から、ずっと３月まで。石和七福

神まいり、そしていろいろなコースをやったんですよね。これ。お金を取って。推進機構が、

直接電話で旅行業務ができるんですよね。 
 １つ、気になるのが、推進機構にも出向というのが、大手エージェントからの出向、大手バ

ス会社からの出向、全部、そこの２社だけでやっているということがありますし、また観光協

会だとか、いろいろ観光に携わる観光連盟だとか、そういう部分を同じテーブルで話をして、

こういうツアーをしてくれればいいんですけどもね、直接、これは県にやる。これは民業圧迫

の たるものですよ。こういう方々が花火にしろ、観光協会費だとか出してくれるかといえば、

出さないわけですから、ぜひまた、なんでも自由だというのは、これはちょっとおかしいわけ

で、ましては出向で職員が来ているから、そこを使うなんていうのは、また旅行業協会の山梨

県支部長から、そこらへん情報を収集したり、要望を出したことがあるんですが、そこらへん

を知らないと、なんでも県は自由、今度はエージェントの資格を取って、採算だなんていわれ

れば、補助金をもらってやられれば、これはひとたまりもないんですよ、中小零細企業。ここ

らへんもぜひ、情報収集、情報共有、また、すり合わせということをいかがお考えでしょうか。

県とのすり合わせ。私もさっき、言ったように、県は来てくれるけども、あとはどこへ泊まる

かは、厳しいこの自治体間競争の中で、けして悪いというんではないんですけれども、そこら

へんの情報共有の観点からはいかがでしょうか。お伺いします。 
〇議長（上野稔君） 

 豊角産業観光部長。 
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〇産業観光部長（豊角英人君） 
 インバウンド関係で、県の推進機構との兼ね合いになろうかと思いますが、当然ながら、私

どもが観光客誘致についての、いいものについては、ぜひ連携は継続的に図っていきたい。こ

の中の、内容的な見極めは今後、必要になろうかと思います。情報等を入れる中で、私ども笛

吹が持つ観光資源、これを有効に活用できるようなインバウンド対策をしたいと思います。 
 以上になります。 

〇議長（上野稔君） 
 大久保俊雄君。 

〇１６番議員（大久保俊雄君） 
 インバウンドではなくて、国内旅行者も踏まえた県との連携ということです。 

〇議長（上野稔君） 
 豊角産業観光部長。 

〇産業観光部長（豊角英人君） 
 旅行関係にもなりますが、細かい情報を入れる中で、そのへんについて、ぜひ笛吹にとって

有利な方向になるものについては、ぜひ進めていきたい。また、その逆の場合についても、当

然ながら考えられることから、それについては十分、精査する中で進めてまいりたいと考えて

おります。 
〇議長（上野稔君） 

 大久保俊雄君。 
〇１６番議員（大久保俊雄君） 

 それと、この多目的ホールということで、検討会議をいろんな情報提供、判断材料があった

中での会議かなという部分が少し懸念されるわけですけども、市民ミーティングしても参加者

が非常に少なかったということで、数十名の出席だったということで、今後、つくる、つくら

ないと、慎重を期す中で議会の判断ということですけども、これからやはり、市民のさらなる

情報提供とか、また違う形での意見集約というのはお考えなのか、ちょっとお伺いしたいんで

すけども。 
〇議長（上野稔君） 

 池田部長。 
〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 ホール建設の方向性につきましては、これから庁内の検討会議の中で、どういう手法で方向

性を見出すのかということを研究・検討してまいりたいと考えております。その中で、ただい

ま議員がおっしゃったことについても、研究するのかなと考えております。 
 以上です。 

〇議長（上野稔君） 
 大久保俊雄君。 

〇１６番議員（大久保俊雄君） 
 いろいろと意見集約、情報収集ということでお願いしたいことと、 後になりますが、こち

らも、なんでもああしろこうしろではなくて、やはり、いろんな意味で、市の決意も、５０年、

新しい歴史に向けて取り組んでいただけるという思いも伝わりましたし、われわれもやはり、

決しておねだり行政というんではないんですけども、何も努力しなくて、ああしろこうしろで

 ４２ 



はない。われわれ民間も努力した上で、プラスアルファで、行政がどのようにしていただける

のかということが、非常に大事なのかなという思いもしましたので、また私ども、知恵を出し

合って、賑わいが復活するような取り組みに向けて、頑張らなければいけないのかなというよ

うな決意を新たにしましたので、決意を新たにして質問を終了いたします。ありがとうござい

ました。 
〇議長（上野稔君） 

 以上で、大久保俊雄君の一般質問を終了します。 
 関連質問を許します。 
 ２番、志村直毅君。 

〇２番議員（志村直毅君） 
 それでは、大久保議員の一般質問に関連質問をさせていただきます。 
 大変、広範にわたっての大久保議員の質問だったわけですけども、私のほうから１点、河川

敷を活用という部分で、お聞きをしたいと思います。 
 先月でしたか、全国紙、地方紙、それぞれ報道がありましたとおり、水辺空間の賑わいを創

出し、都市や地域の再生に役立てるということを狙いとした規制緩和策の１つとして、国土交

通省が来年度から全国の河川敷で、民間の事業者が国や都道府県などの河川管理者の許可を得

れば、オープンカフェやキャンプ場、イベント施設などを営業できるというようにしていくと。

こういう方針を出されました。これは待っていましたというか、非常に期待を持っております。

先ほど、市長の答弁でも健康という部分もキーワードにということで、私も以前の一般質問で

もそうした賑わい創出、健康、それから環境、こういったことを結びつけた観光につながる、

あるいは健康づくりにつながる、こういったイベントをぜひ考えて、企画していっていきましょ

うというお話もいたしましたが、４月に甲府の荒川ですね、あちらのほうで荒川よっちゃばれ

ウォークというのが開催されまして、これには約１千人、参加者がありました。こちらはＮＰ

Ｏ法人が主催ということで行われたわけですけれども、このＮＰＯ法人は、このほかにも魚の

放流ですとか、清掃活動なんかもしているわけです。 
 こうした民間の事業者が笛吹市内にも、これから育っていけば、なおうれしいわけですけど

も、それとはまた別に、これまで笛吹市でも水ウォークというイベントをやっておりました。

これも多いときには１千人以上の参加者がありまして、本当に、この笛吹市の財産である笛吹

川、この河川を活用して、大きな事業ができたらなというふうに思っております。 
 その部分で、これから、私も荒川よっちゃばれウォークのほうには、ちょっと開会式のほう

に参加をしてきたわけですけども、お話を聞きますと、この荒川から笛吹川をサイクリングロー

ド、ずっと通っていますから、これを活用して、甲府盆地をぐるっとまわるような、徒歩、あ

るいは自転車を使った、健康も兼ね備えたイベントをこれからやっていきたいと。もちろん県

と関係の市町村で協力をしながら、やっていきたいというようなお話がありました。 
 そういう中で、あとサイクリングロードがない部分については、この石和から甲府の山梨学

院大学の前を通って、国道４１１号を活用していくということになりますが、この部分で、こ

の周遊のルートができれば、きっと１万人ぐらいは、県内外から参加があるだろうということ

で、そんな暁には石和温泉、あるいは湯村温泉にもおおぜいの宿泊のお客さまが来ていただけ

るんではないかというような、これから企画も持っているようです。 
 その部分で、笛吹市としても、またそういった、この規制緩和策を十分、積極的に活用して
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いただけたらという思いでございますので、この点について、ご所見をお伺いしますとともに、

結びつくところが、これも１点、平等川にかかる、今、市道８号線の拡幅をやっていただいて

いますけども、新恵比寿橋、歩道を架けていただくと。なかなか、これが早く進めたいんです

けども、電線が上を通っていましたり、いろんな課題もあって、前にゆっくり進んでいるとい

うような状況で、その向こうの濁川に架かる新油川橋についても、甲府市にも同時に歩道を設

置してほしいという要望を出しております。また、こちらのほうも市のほうからも、甲府市に

も引き続き要望を出していただいて、円滑に歩道が、できるだけ早く設置できるように、お力

添えをいただきたいと思っております。このことをお聞きして、関連質問といたします。 
〇議長（上野稔君） 

 荻野市長。 
〇市長（荻野正直君） 

 初に、今の市道８号線でございますけども、これは調査中でございます。甲府市とも話が

できておりまして、歩道については、今の１４０号の交差点改良が済みますと、８号線の工事

に着手するという方向で進めておりますから、間違いなく歩道をつけるということで、計画に

は入っております。 
 それから河川敷を活用した方法ですけども、これにつきましては、今、特に笛吹市内で鵜飼

橋から石和橋までの間、今、花火大会をやっている場所でございますけども、このエリアにつ

いては、すべて笛吹市で年間通して、いわゆる占有の許可をいただいております。ただ、お土

産が付いておりまして、河川の中の草は全部、自分たちで刈れと、こういうことでございます

けども、これを活用して、さらにイベントができるようにというふうに思っておりますし、ま

た鵜飼がございますけども、今まで鵜飼のときは飲食等々の提供がなかなか難しかったんです

けども、今年度から鵜飼の場において飲食の提供ができるように、今、関係機関と調整中でご

ざいます。 
 一つひとつでありますけども、そういう形で河川の活用をもっともっと、そして水辺で親し

めるような、そういうふうな場所にしていきたいなと、こういうふうに思っております。よろ

しくお願いいたします。 
〇議長（上野稔君） 

 関連質問を終わります。 
 一般質問を続けます。 
 １９番、中川秀哉君。 

〇１９番議員（中川秀哉君） 
 議長の許可をいただきまして、通告に従いまして、これより一般質問をさせていただきます。

１９番、公明党の中川秀哉でございます。 
 はじめに昨年６月の議会におきまして、市内のテレビ難視聴とデジタルデバイド、情報格差

解消のために本市の取り組みを伺うとの一般質問をさせていただきました。これに対しまして、

本市では本年度、芦川町への公共施設へ市内ケーブルテレビ放送の配信のために予算を編成。

これまでの市当局の取り組みにつきまして、大いに評価するともに、今後、市内全町への配信

などをされることを期待して、以下、質問に入らせていただきます。 
 今回、私は、環境月間における市の温暖化対策について伺うということで、質問をさせてい

ただきました。 
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 去る５月１４日、衆議院環境委員会は、２０２０年までに温室効果ガス排出量を、１９９０年

比で２５%削減する目標を明記した、地球温暖化対策基本法案を与党の賛成多数で可決いたし

ました。 
 この基本法案には、２５%削減の具体策として、暮らしに新たな負担を求める地球温暖化対

策税（環境税）の導入を明記したほか、企業に温室効果ガスの排出削減を義務付けた上で削減

量の過不足を売買する、国内排出量取引制度を施行後１年以内に創設することなどが盛り込ま

れております。 
 本市では、合併前から行政が負担する街灯というものと、また各行政区が負担する街灯とい

うものが存在するということで、市民から不公平感が訴えられております。わが市が合併して

５年目を迎えるという中、市内街灯の電気料負担の見直しを求めたいというふうに思っており

ます。 
 これにつきましては、さらにわが地元区内でも高齢化や独居世帯が多く、年間約２５万円等

の負担となる、この電気料の取りまとめも厳しい現状でございます。本市も６年目を迎える中

で、今後この電気料に対しまして早急な見直しが必要と考えておりますけども、この市の現状

と今後の取り組みについて、お伺いいたします。 
 さらに、昨年１１月より電気料金の売電価格の高騰とともに、暮らしに新たな負担を求める

といわれる、この地球温暖化対策税の導入によりまして、ますます個人への負担は多くなって

くると予想されます。つきましては今後、各区に電気料金の負担を求めていく場合には、この

ＣＯ２削減目標２５%を目指すとともに、笛吹市内各行政区、これは例でございますが、公民館

などに有効な補助制度を利用して、太陽光発電の整備費用を補助すべきと提案させていただき

ますが、市当局のご見解を伺います。 
 ２つ目として、市民と協働する笛吹市環境学習月間の制定をということでございますが、先

進地の鹿児島市などでは、環境家計簿というものを作成し、各家庭で使用する水道とか電気、

またガス代など、この使用量を対前年と比較して、ＣＯ２削減目標２５%を目標に頑張っている

ということでございます。 
 昨年６月議会におきましても質問させていただきましたが、温室効果ガス削減目標２５%に

向けた現状と取り組みについて、市の当局の所見を伺います。 
 ３番目に、電動アシスト付き自転車の購入費一部助成を求めるでございます。 
 先の、先進地でもございました、この環境家計簿の推進とともに、ＣＯ２削減目標２５%を目

指して、鹿児島ではマイカー通勤から自転車通勤を検討する市民に対して、今話題の電動アシ

スト付き自転車の購入費について、有効な補助制度を市で考えているというふうにいわれてお

りますが、本市につきましても、これまでバス等々、市内バスが運行されている場合に、それ

にご利用されていた方もいらっしゃいましたが、今、またマイカー通勤等が主となってきてい

るというふうな感がございます。この中で、もし、その環境に関する意識のある方々のために、

月、何度でも自転車通勤、また、そういうものを目指す場合には、ぜひ、この有効な制度を使っ

た助成をご提案させていただきますけども、市のご所見をお伺いいたします。 
 後に４番といたしまして、７月７日、クール･アースデーへの取り組みについて、推進を

させていただきます。 
 過去三度、私も質問させていただきましたけども、今年も地域と協力して、市内公共施設を

中心にライトダウンを積極的に推進していくことを求めますけども、この参加について市当局
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のご所見を伺い、以上をもちまして、市当局の見解を伺う中で、質問を終わらせていただきま

す。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。 

 答弁を、加藤市民環境部長。 
〇市民環境部長（加藤寿一君） 

 中川秀哉議員の一般質問にお答えします。 
 初に合併６年目を迎え、市内街灯の電気料負担の見直しを求めるについてであります。 
 ご質問の市内街灯について、市では大きく２つに区分して管理しております。１つは２０ワッ

ト程度で行政区などの申請に基づき、防犯を目的として設置した照明施設を防犯灯として管理

しております。もう１つは、街路地や道路の照明を目的で設置した照明施設を街路灯と位置づ

けております。 
 防犯灯につきましては、現在、各行政区において電気料をご負担いただいており、学校周辺

や公園などの公共の場所に設置してあります防犯灯につきましては、電気料・球替えともに市

の負担としております。 
 また、昨年度より緊急雇用創出事業を活用し、３年間を予定して、全市の防犯灯の調査をい

たしております。行政区間での不具合などがある場合は、その調査結果をもとに早急の見直し

を行う考えでおります。 
 街路灯につきましては、道路照明施設設置基準に基づき、道路の交差点部、横断歩道部、橋

梁部、踏み切り部等に設置することとされています。また、例外的な事例としては、都市計画

事業として整備された駅前通りの県道石和温泉停車場線、駅前から松本踏み切りまでの県道石

和温泉停車場松本線や市部通りの国道４１１号については、鉄道の玄関口に相応しいまちづく

りや観光と新しい商業の拠点となる良好な市街地の形成を図る目的から、高質空間形成施設の

地区指定を受け、道路照明灯の本数、照明器具などについて、グレードアップされた経緯があ

ります。 
 道路照明灯の電気料金は当然、当該道路の道路管理者が負担することとされていますが、市

においてはご指摘のとおり、次に示すものが存在します。 
 まず市道以外の道路において、道路照明灯の電気料金を市において負担しているものは、駅

前通りの県道石和温泉停車場線、駅前から松本踏切までの県道石和温泉停車場松本線、芦川町

内の県道笛吹市川三郷線のすずらんの形をした道路照明があります。また、市道以外の道路に

おいて、道路照明灯の電気料金を行政区において負担しているものは、市部通りの国道４１１号

があります。さらに、市道の道路照明灯の電気料金を行政区において負担しているものは、駅

前区の土地区画整理内に存在します。それぞれ年度は異なりますが、県、市および行政区が維

持管理協定を締結し、電気料を負担しているところであります。 
 また今後、街路灯の電気料金負担の見直しにつきましては、ご指摘のとおり高齢化や社会情

勢等の状況により、行政区での負担は厳しくなることが予想されますが、県、市および行政区

が維持管理協定を締結している以上、現状においては難しい状況であると考えております。 
 次に笛吹市内行政区全公民館に有効な補助制度を利用して、太陽光発電整備費用の補助につ

いての質問にお答えします。 
 地球温暖化の原因は、温室効果ガスである二酸化炭素の発生が原因とされておりまして、防
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止対策としては、自然エネルギーの利用促進が重要な課題であると認識しております。この自

然エネルギーの１つであります太陽光発電は、二酸化炭素などの排出がないことから石油に替

わるエネルギーとして、その普及が期待されております。 
 本市における公共施設への太陽光発電システムの導入につきましては、市役所南館庁舎をは

じめ笛吹市消防本部、保育所関係では、かすがい東保育所のほか３カ所、そのほか御坂児童セ

ンターや学びの杜など、合計で９カ所の施設に設置されております。 
 また、公民館関係では八代町岡区の公民館に設置がされておりまして、地域住民が主体とな

り、市民出資により取り組まれたものであります。さらに、今年度には市内の全小中学校に太

陽光発電システムを設置する予定のため、準備を進めているところでもあります。 
 一方、市民に対しましては、平成１８年度から住宅用太陽光発電システム設置費の補助金制

度により支援を行っているところでありまして、２１年度には６２件の申請に対して補助金の

交付を行い、太陽光発電システムの導入促進に努めているところであります。 
 今後は、既存の住宅用太陽光発電システム設置費の補助金制度の対象施設として、公民館施

設も含め、交付要綱を整備するとともに、国や新エネルギー・産業技術総合開発機構および一

般社団法人 新エネルギー導入促進協議会が公募する、地域新エネルギー等導入促進事業の活

用の可能性についての検討を行い、利用できる補助制度の調査や、公民館など地域の公共施設

へ新エネルギー導入を希望する団体等に対して情報提供を行うなど、地域住民が地球温暖化対

策に取り組みやすい環境づくりを整備するとともに、太陽光発電をはじめとする新エネルギー

の有効な利用促進を図ってまいりたいと考えております。 
 続きまして、市民と協働する笛吹市環境学習月間の制定をとの質問について、お答えいたし

ます。 
 初に、温室効果ガス削減目標２５%に向けた現状と今後の取り組みについてですが、温室

効果ガスの実態把握および削減目標への取り組みにつきましては、地球温暖化対策の推進に関

する法律により、市町村の事務・事業に関し、温室効果ガスの排出量の削減と吸収作用の保全・

強化のための措置に関する計画を策定することとされております。 
 本市では平成２０年度に市の施設を１事業所として捉え、市役所本庁舎などにおけるエネル

ギー消費のみならず、支所、出先機関、上下水道配水施設、小中学校、保育所、消防本部庁舎

等のすべての公共施設と、すべての職員を対象として排出される温室効果ガスの総排出量に関

する削減の数量目標と達成期限を掲げた、笛吹市地球温暖化対策実行計画を策定いたしました。 
 この計画に基づき、平成２１年度には、ガソリンの使用量の削減やハイブリッド車の率先導

入を行い、また環境への負荷の少ない製品を選択するグリーン購入の推進および電気、紙、水

の使用量、廃棄物の発生量などを抑制するため事務経費の削減など、率先して環境保全に努め

実践するなど、地球温暖化防止に取り組んでまいりました。 
 これまでの温室効果ガスの排出抑制数値は、基準年度である平成１９年度の数値を基準値と

して、平成２５年度までに、笛吹市の事務事業から排出される二酸化炭素総排出量の目標削減

量２９６トンに対し、速報値で１，３２１トンの減量であり、目標削減率３％に対して１２%
の削減率で目標数値を上回る見込みとなっております。 
 また、市民との協働では、市における地球温暖化対策および環境保全対策としては、ごみの

発生抑制と再利用およびリサイクルを中心に、ごみ減量と分別排出を通じて廃棄物の減量施策

を行ってまいりました。 
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 その主な取り組みといたしましては、資源ごみやミックスペーパー、その他プラスチックの

分別排出を推進し、可燃ごみの排出量を平成２２年度までに５３%削減の目標に向け取り組み

を行い、資源循環型社会の構築を図っているところであります。 
 平成２１年度までの削減率は２９%でありますが、今年度も引き続き資源ごみやミックスペー

パー、その他プラスチックの分別排出の徹底を促進するとともに、生ごみの排出につきまして

も資源化に向けた取り組みを推進しながら、さらなる努力を重ねてまいりたいと考えておりま

す。また、市内の小学校での環境にやさしい学校づくりや環境教室の開催により、子どもたち

の環境教育も実践してまいりました。 
 今後も、子どもから大人までのすべての人が環境問題を正しく理解し、主体的に行動する地

球温暖化対策を進めるため、環境学習月間を設け、環境家計簿などの普及に学校から保護者・

家庭へ、そして地域へと広がる取り組みができるよう、関係部局と連携を図りながら、環境教

育を継続してまいりたいと考えております。 
 さらに、バイオディーゼル燃料の製造事業や住宅用太陽光発電システム設置補助金事業など

も推進しております。バイオディーゼル燃料の製造では、廃天ぷら油の回収量として９，８００リッ

トル、住宅用太陽光発電システム設置補助件数６２件の実績により、高い成果が出たところで

あります。 
 今後におきましても、笛吹市地球温暖化対策実行計画による実践内容の検証を行うとともに、

アクションプランの着実な実施および、家庭や市内事業所での二酸化炭素の削減への取り組み

を呼びかけ、温室効果ガス削減に向けた地球温暖化対策に取り組んでまいりたいと考えており

ます。 
 続きまして、電動アシスト付き自転車の購入費の一部助成についてであります。 
 地球温暖化対策の１つとして、二酸化炭素を排出しない環境にやさしい電動アシスト自転車

の利用につきましては、環境負荷の軽減や高齢者福祉、健康づくりなどの観点からも促進する

ことが必要であると考えております。 
 電動アシスト付き自転車購入に対する補助金交付制度につきましては、他の自治体でも実施

している状況もあります。 
 今後、本市といたしましては、温室効果ガスの削減を推進するにあたり、地球温暖化防止に

有効なものであると考え、自転車や電動アシスト自転車の利用促進を図ってまいりたいと考え

ておりますが、当面は現在、国で取り組んでおります全国の事業所を対象とした通勤時などの

過度な自動車利用を控え、公共交通の利用や自転車、徒歩などに転換を促すエコ通勤事業に対

する市内事業者の取り組み動向と、電動アシスト付き自転車購入のニーズ動向に注視していき

たいと考えております。 
 続きまして、７月７日、クール・アースデーへの取り組みを推進するについてであります。 
 クール・アースデーのライトダウンにつきましては、地球温暖化防止への啓発を求める取り

組みの一環とし、国民一人ひとりが日ごろ、いかに照明を使用しているかを実感していただく

ことにより、日常生活の中で地球温暖化防止対策を実践する動議づけとなることを目的として、

７月７日に実施されるキャンペーンであると認識しております。 
 これまでの本市の取り組みといたしましては、市役所本庁を含めた公共施設や夜間照明施設

および石和温泉旅館協同組合加盟施設における看板等の消灯、さらに駅前広場のライトアップ

施設などについて、夜８時から夜１０時までの２時間において消灯をお願いし、ご協力をいた
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だき実施しているところであります。 
 また広報ふえふきにより、七夕ライトダウンの取り組み内容の周知を行い、ご理解とご協力

をお願いしているところでもあります。 
 本年も、市の商工団体や一般市民などにも一斉消灯への参加を呼びかけて、７月７日、クー

ル・アースデーとして、みんなで地球環境を考え、環境にやさしい取り組みの輪を広げ、温室

効果ガス削減に向け、取り組んでまいりたいと考えております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（上野稔君） 
 再質問はありますか。 
 中川秀哉君。 

〇１９番議員（中川秀哉君） 
 ご答弁、ありがとうございました。 
 まさに今、申し上げてきたことは、市民の実情が兼ねそろえたところでございますが、前向

きに今後の公共施設の１つとしても、公民館も検討していただけるというご答弁もいただきま

した。ぜひ、住民としてもできる努力をしながら、共に共有できる施設として、公民館の中で

太陽光の設置、もしくは負担の軽減につながる有効な補助事業の１つとして、進めていただく

よう、お願いを申し上げます。 
 １点、確認をさせていただきますと、各事業関係の維持協定があるということでございます

けども、その期限というのは、それぞれどのくらいになっているのかというのが、もしお分か

りになりましたら、１点、ちょっと確認、質問させていただきたいと思います。 
 あと２問目以下、電動アシスト付き、また市民環境、クール・アースデーにつきましては、

ぜひ今後とも進めていただきたく、お願いを申し上げ、再質問に代え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） 

 佐藤建設部長。 
〇建設部長（佐藤貞雄君） 

 ただいまのご質問の、街路灯の協定の期限ということでありますけども、当初、協定等を結

んだ、その日から継続して協定が結ばれております。 
 なお、市部通りにつきましては、今まで建設計画の中で、一番、今、市部通りのまちづくり

クラブとか、そういったところが代表になっておりますけども、その以前については、各町ご

との協定等があり、完成に伴って、新たに市部通りと県との協定が交わされ、期限につきまし

ては、その協定した以降、継続した期間となっております。 
 以上です。 

〇議長（上野稔君） 
 以上で、中川秀哉君の一般質問を終了します。 
 関連質問を許します。 
 （ な し ） 
 関連質問を終わります。 
 ここで、暫時休憩いたします。 
 再開は１時３０分といたします。 
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休憩  午前１１時５８分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 １時２８分 
〇議長（上野稔君） 

 再開いたします。 
 一般質問を続けます。 
 ７番、渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 議長の許可をいただきましたので、一般質問をさせていただきます。日本共産党の渡辺正秀

でございます。 
 鳩山政権は公約違反を繰り返しながら、詭弁という悪弊ばかりで、誠に見苦しい限りであり

ましたが、ついに鳩山政権は崩壊いたしました。 初に、小学校で見たことを標語的に紹介し

ます。「注意され ありがとうと答える子 さわやか」「ごめんなさい 僕、間違っていたとい

う勇気」。私も、大人の世界もこうあってほしいものであります。「ありがとう」「ごめんなさ

い」と言える素直な心、これは品格の条件だと思います。 
 さて、１問目は市営住宅家賃問題についてです。 
 過徴収問題は和解に至りましたが、この経過と和解条件は市政に大きな課題を残したと思い

ます。まず、この経過についてであります。 
 占有床面積の間違い、すなわち家賃の間違いに私が気付いたのは平成２０年１１月、私は真っ

先に市の担当課に連絡し、市みずから間違いを正し、過徴収金の返還をするように促しました。

その後、団地住民に間違いを知らせました。団地住民は、三度にわたって要請を行いましたが、

市の答えは床面積は間違っていたが、利便性係数で調整されたものと思われ、家賃額は妥当だっ

た。したがって、還付できないというものでした。 
 やむなく団地住民有志４名は提訴し、その裁判の中で市は原告４名に対して、１５７万円の

支払い義務があることを認める和解案を示しました。原告団は早期決着のために合意しました。 
 この問題、 初から市の誤りは明白であり、裁判になるような問題ではありませんでした。

市はみずから間違いを正し、過徴収金を返還すべきだったと思います。そこで、伺います。 
 １つ、私の調査では、全国１２自治体が同じ間違いをしているが、裁判になった例を知って

いるかどうか、伺います。 
 ２つ、 初に間違いを知らせたとき、間違いを見つけてくれて、ありがとうと言ってほしかっ

た。団地住民に対しては、間違ってごめんなさいと言ってほしかった。今、そうした姿勢があ

るかどうか、伺います。 
 次に、和解条件についてです。 
 団地の皆さんが賛成しておきながら、なぜ、この問題を取り上げるかということですが、こ

の問題は家賃問題に限らず、税金や使用料、分担金等の過誤納付、過徴収があった場合、市は

どのように対処するか。公平、公正、一貫性を保つことができるかという問題を投げかけてい

るからです。今回の和解条件について、以下、伺います。 
 平成１０年度分は返還しない、利息は付けない、こういう自治体を知っているかどうか伺い

ます。 
 ２つ、行政法に則った和解提案だったかどうか、伺います。 
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 ３つ、他の例との公平性・一貫性はどうか、いかがでしょうか。 
 次に、平成２２年度利便性係数改定についてであります。 
 前建設部長は、２１年度からの公営住宅法施行令改正に伴う住宅家賃の上昇を避けるために、

笛吹市としては激変緩和措置をとるのではなく、利便性係数を見直して家賃上昇を避けたいと

言明しております。今回の見直しは、この利便性係数を見直して、値上げを避けたいという明

言から出発したものであります。そこで２点、質問したいと思います。 
 前部長言明に反する引き上げではないのかということです。 
 ２点目は、平成２１年度の一部団地引き下げの理由は何か。 
 以上、伺いたいと思います。 

〇議長（上野稔君） 
 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、佐藤建設部長。 

〇建設部長（佐藤貞雄君） 
 渡辺正秀議員の一般質問にお答えいたします。 
 まず、家賃過徴収問題の経緯と市の対応についてですが、昨年の１月から３月にかけ、一部

の市営住宅の入居者から家賃算定について誤りがあるのではと、要請書の提出が３回ありまし

た。その際、２回の説明会において、市は同規模の住宅と比較した場合、居住専用面積の算定

に誤りがあったものの、家賃そのものはバランスが取れており、不当に家賃を賦課してきたと

いう認識はないことをご説明してきましたが、ご理解をいただけませんでした。 
 今回の問題は双方の見解の相違により訴訟に至ったものと考えており、これと同様に訴訟問

題になったケースについて、把握しておりません。 
 また過徴収の指摘の件につきましては、中身を精査した結果、規模係数の算定につきまして、

一部誤りがあったため、適正な規模係数に訂正を行わせていただきました。 
 また、居住専用面積の算定について誤りがあったことは事実であり、このことについては市

といたしましても遺憾であると考え、今後につきましては再発防止に向け、事務処理の適正か

つ正確な業務に努めるよう徹底し、業務を進めてまいります。 
 さらに家賃の一部返還の際には、お知らせとご理解をいただく説明文を発送し、返還の事務

を行ってまいります。 
 次に和解条件について、お答えいたします。 
 今回の訴訟は民事裁判でありますので、民法に沿った和解内容となっております。民法第

１６７条、債権等の消滅時効に、債権は１０年間行使しないときは消滅すると規定しており、

今回の返還請求権も１０年の消滅時効にかかるものであります。 
 また民法第７０４条、悪意の受益者の返還義務等に、悪意の受益者はその受けた利益に利息

を付して返還しなければならないと規定されておりますが、市は悪意の受益者に該当しないと

判断した市の代理人弁護士の指導によりまして、利息を支払わない内容で和解案を原告側に提

示いたしました。 
 和解案につきまして、原告側は内容を確認し了承したので、３月の第６回口頭弁論において、

和解の合意に至りました。これにより、５月の臨時議会では和解についての議決をいただき、

５月２６日の第７回口頭弁論において、和解が成立いたしました。 
 次に平成２２年度利便性係数改定について、お答えいたします。 
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 利便性係数につきましては、これまで合併前の旧町村それぞれで定めた係数を採用してきま

した。利便性係数は、事業主体が一定の数値の範囲内において定めることができるとされてお

りますが、市として統一した明確な基準が設けておりませんでしたので、平成２１年度中に利

便性係数検討委員会を立ち上げ、委員さんには、不動産鑑定士および県の住宅担当の方になっ

ていただき、検討してまいりました。この結果、市としての基準が策定できましたので、平成

２２年度より採用し、家賃算定をいたしておりますが、激変緩和措置等を踏まえた係数となっ

ております。 
 また平成２１年度の一部団地の引き下げ理由についてでありますが、平成２１年度の公営住

宅法施行令の一部改正により規模係数の改正があり、この改正に基づき家賃を算定すると、従

来の家賃から急激に上がる結果となりましたので、これを避けるため、利便性係数の見直しを

行い、激減緩和措置を行ったものであります。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（上野稔君） 
 渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 私が調べた、１２しか分からなかったわけですが、その１２すべて、笛吹市のように謝罪も

しない、裁判にならなければ払わないという自治体はございませんでした。笛吹市はオンリー

ワン都市でございます。オンリーワン都市より、普通の市に変わってほしいと思っております。 
 さて、今回の問題は行政の過失によって発生した、行政と市民の問題です。訴えられた中身

は民法によって訴えられたとしても、市が適正な支払いを、返還を行うためには行政法に基づ

かなければなりません。したがって、本件は行政法に則って処理すべき問題です。 
 まず、地方自治法第２３１条の３第４項では、分担金や使用料の還付については、地方税の

例によるとしております。地方税の例とは、地方税法第１７条の速やかに還付という規定。１７条

の４第１項の還付加算金の規定です。国家賠償法第１条は、公務員の過失による損害は国また

は公共団体が賠償することを定めており、第４条は国家賠償法の規定以外は民法の規定による

としております。民法７０９条、７１０条は賠償責任を定め、７２４条で時効について損害を

知ってから３年間、不法行為のときから２０年と定めております。利率については、民法４０４条

で、５％としております。そこで伺います。 
 今回の和解条件は、市から出されたものであります。和解条件は、今、述べた法に則って出

されたものか、再度伺います。 
〇議長（上野稔君） 

 佐藤建設部長。 
〇建設部長（佐藤貞雄君） 

 ご質問にお答えいたします。 
 今回の訴訟につきましては、民法上の不当利得請求でありまして、結論からいいますと、こ

の民法上の不当利得請求に対しまして、市としましては、民法に沿った形の中で適正に対応し

たと判断いたしております。 
 まず１点目でありますけども、返還義務等でありますけども、利息の問題につきましては、

民法に載っておりますとおり、悪意の受益者の返還義務等に、悪意の受益者はその受けた利益

に利息を付して返還しなければならないと規定されておりますけども、先ほど答弁いたしまし
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たとおり、市は悪意の受益者に該当しないと判断したため、利息の支払いをしない内容で和解

案を原告側に提示をいたしました。併せて原告側の訴えの中には、そのすべての期間に対して

返還請求を行っておりましたけども、やはり今回の訴訟については民法上の訴訟でありますの

で、やはりこれについても、民法第１６７条の規定によりまして、債権は１０年間、行使しな

いときは消滅するという、この規定に則りまして、返還請求権も１０年の消滅時効にかかるも

のでありますので、それらも併せた中で原告側に和解案を提示したところ、いずれにいたしま

しても、原告側がそれらの内容について納得し、了解をいたしましたので、今回の和解の成立

に至ったものでありまして、適正な法のもと、裁判という司法のもとでの和解の成立ができた

ものであると固く信じております。 
 以上です。 

〇議長（上野稔君） 
 渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 今の答弁で、行政法に基づいてはいないということだと思います。市民から、どのような要

請があったとしても、市は一貫性を持った法体系のもとに、ことを進めなければなりません。

そういう点で、この対応というのは、行政法に基づかない対応であったということを指摘しな

ければなりません。全国で、公務員の過失による固定資産税や家賃、保育料等の過徴収金は国

家賠償法、地方自治法に則って基本的に返還されております。笛吹市における固定資産税の過

誤納も還付加算金、利息を付けて返還しております。今回の和解条件はそういう点で、法にも

前例にも反している。これは公平性・一貫性を今後、保つことが大変困難なことになったと私

は思いますが、そういう点で是正が必要だと思いますが、そのような是正が必要だという考え

があるかどうか、お答えを願います。 
〇議長（上野稔君） 

 佐藤建設部長。 
〇建設部長（佐藤貞雄君） 

 先ほど答弁した内容と同じでありますけども、今回の民法上の訴訟に対して、民法に沿った

形の中で和解案を提示し、和解が成立をいたしました。先ほども言いましたとおり、裁判官を

前にしての和解の成立であります。ということは、司法のもとで和解が成立したということで

ありまして、これに対して、一切、異議を挟むものではないと考えております。 
 以上です。 

〇議長（上野稔君） 
 渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 先ほど申しましたとおり、裁判の場であろうとも、また通常の要請であろうと、市が出して

いく和解案、あるいは発言というのは、これは行政法にしっかりと基づいたものでなければな

らないのは当然のことです。私はこうした点、裁判の場でということでなくても、あらゆる他

の方法を尽くしても、是正が必要ではないかと思います。過ちて改めるにはばかることなかれ

と論語はいっております。勇気を持って謝罪していただきたい。また、さわやかに誤りは正し

ていただきたい。このことを申しまして、次に２２年度市営住宅利便性係数の見直しについて、

伺います。 
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 市営住宅の利便性係数の推移などの資料を、一人ひとりにお渡ししてあります。議場に配っ

てはいけないということでございましたので、もし手元に届いていない方については、お詫び

申し上げます。 
 新たな利便性係数は２１年度の平均０．８０２から０．８５５になり、２１年度と比べ６．

５％の値上げになります。表１を見ていただきたいと思いますが、平成２０年度から２２年度

の家賃増加、この列を見てください。施行令改正で、２１年度に平均１２％上昇しました。今

回、改定で平均６．５％の値上げ。合わせて２０年度比では、１７％の家賃値上げになってお

ります。ちなみに桃の里団地、芦川新井原団地、春日居桑戸団地など、１４団地が２０％以上

の極端な値上げになっております。値下げは２団地だけです。 
 表２の網掛け部分を見てください。 
 所得階層によっては、実に３割、４割の値上げになります。これは計算上、そうなるという

ことでございます。そこで再度、伺います。 
 これは前建設部長の利便性係数を見直して、公営住宅法施行令改正による急激な家賃上昇を

避けるといった言明と、真反対ではないかと思いますが、いかがでしょうか。 
〇議長（上野稔君） 

 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、佐藤建設部長。 

〇建設部長（佐藤貞雄君） 
 まず２１年度に収入分位と、それから規模係数の改正がありました。まず、これが１点目だ

と思いますけども、このときに当然、国からの法改正でありますので、その規模係数に準じた

改正をやる。これが基本的であります。ただし、このときに、やはり笛吹市の団地全体のバラ

ンスをみた中で、やはり値上がりをするところが目立つということがありましたので、市の判

断としまして、利便性係数によって激変緩和を行ったのが１点であります。 
 さらに２２年度の４月の家賃に向けて、２１年度中に今まで、合併前の利便性係数を使って

おりましたので、市の統一した利便性係数が必要ではないかということで、２１年度には先ほ

ど答弁いたしましたとおり、利便性係数の検討委員会を設けまして、この中に不動産鑑定士、

それから県の担当、こういった方を入れた中で、利便性係数の統一化を図ってまいりました。

その中で、検討委員会のほうでいったん出た数字がありましたけども、議員ご承知のとおり、

まず大幅な利便性係数の上げを防ぐために、０．１の引き上げの中で、引き上げ幅を抑えると

いうことで、前回よりも０．１超えた部分についてはすべて切り捨てて、０．１の中で利便性

係数を収めるという、そういった激変緩和の具体策がまず、行われたところであります。 
 たまたま、今、この表を突然、提出していただいたわけですけども、なかなか突然の資料の

提出でありますので、細かいところまで、まったく確認はできませんでしたけども、私の所感

としましては、この第１表につきましての数値等が、まず大雑把に見た段階なんですけども、

２２年度の補正値と、議員が記録してあります、これについては先ほど説明しました利便性係

数の検討委員会における第１回目の調整値が、ここに表されております。 
 あと、その右の表については、どういう数字を使われたのか、まったくよく分かりませんけ

ども、今言った第１回目の、その０．１を上限とした利便性係数の上限、そういう１回目の調

整のみならず、このあと市の考えの中で、もう一度、調整を行っております。したがいまして、

今、渡辺議員のおっしゃるとおりの引き上げをする団地が、今言った団地以外にもまだまだ、
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市の配慮の中で調整が行われて、激変緩和の対策をとってまいりました。 
 前回の答弁の中でというご質問もあるわけですけども、当然、前回の答弁の中には、利便性

係数も視野に入れた中で大幅な場合には見直しをするという、そういったお答えをしていると

思いますので、今、私が説明したとおり、まず２１年度の法改正の時点でも、やはり本来であ

れば、国の改正された数字をそのまま使うことも当然、妥当でありますけども、市のやはり、

激変緩和という配慮の中で、２１年度の改正についても、利便性係数の調整を行わせていただ

いております。さらに２２年度の利便性係数の市内統一の基準設定値におきましても、１回出

た数値に、さらに激変緩和のための調整を行い、それにさらに、この数字の中には見えない、

もう１回、 終的な激変緩和のための調整を行ってまいりまして、市といたしましては前に答

弁したとおり、 大限の激変緩和の措置をしてまいっておりますので、そのように自覚してお

ります。 
 以上です。 

〇議長（上野稔君） 
 渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 ただいまの答弁を聞いて、１つ、驚いたのは明確な基準を、利便性係数を定めたといいなが

ら、補正を行ったと。そこまでは聞いていて、それに基づいて計算したわけですが、さらにま

た、それでも駄目だから補正をしたということで、本当にこれは明確な基準ではなくて、非常

に高めな基準を結局、設定してしまっていると。そして特定のところだけ、この補正を２回に

わたって繰り返したということが、よく分かりました。 
 次に２１年度改定についてですが、表１の平成２１年度改定の列を見ていただきたいと思い

ます。網掛けしたところが・・・。 
〇議長（上野稔君） 

 渡辺議員。 
 この表に対しての質問は、私が認めたわけではないので、それについての質問は全員が、同

じ共有をできないということになるので、そのへんは質問を変えてください。 
〇７番議員（渡辺正秀君） 

 平成２１年度、私の計算したところで１３％から１４％、値下げした団地でございます。本

来値より、かなり安いところを値下げして、もともと利便性係数が高すぎた八代村上団地、久

保田団地、石和法利団地などが据え置かれました。そこで伺います。 
 どのような理由で、２１年度、石和上平井団地等５団地だけを、利便性係数を引き下げたの

か。その理由をお聞かせください。 
〇議長（上野稔君） 

 佐藤建設部長。 
〇建設部長（佐藤貞雄君） 

 先ほど答弁したと思うんですけども、今回の法改正によりまして、やはり全体の団地を見た

範囲の中で、家賃の値上げ等が見受けられるところについて、そういった利便性係数、激変緩

和のための調整を行ったわけであります。 
 以上です。 
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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） 
 今回、明確な基準とされたものから見ても、その下げたことによって、ますます矛盾が激し

くなったということが明らかになっているわけです。平成２１年度利便性係数改定は、主観的

に、ここを上げろ、下げろというものでしかございません。めちゃくちゃな改定だったといえ

ます。平成２１年度改定を引きずった２２年度補正利便性係数、さらにその上に補正を重ねた

ということですが、利便性係数の体系をぐちゃぐちゃにしてしまっております。また２２年度

改定は、公営住宅法施行令改定による家賃大幅値上げを緩和するどころか、輪をかけて大幅値

上げするものになっております。 
 そこで改めて伺いますが、第１に前建設部長の言明どおりに施行令改正による急激な家賃上

昇を抑える利便性係数に改めること。第２に、めちゃくちゃな利便性係数の体系を道理ある利

便性係数の体系に改める。この作業を早急にすべきだと思いますが、いかがでしょうか。 
〇議長（上野稔君） 

 佐藤建設部長。 
〇建設部長（佐藤貞雄君） 

 ２２年度の家賃算定に向けて、２１年度に利便性係数検討委員会を設けました。この中には、

先ほど答弁いたしましたとおり、不動産鑑定士、県の担当、こういった専門的な方を入れた中

で、今までの、いろんな旧町村で使われてきた利便性係数の再度見直しを行いまして、適正な、

笛吹市で統一した利便性係数を設定した、そういった経過であります。 
 以上です。 

〇議長（上野稔君） 
 渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 平成２１年度改定というのは、結局、それ前のバラバラな、合併前のものよりか、さらに体

系をむちゃくちゃにしたということは、これは事実が物語っているところであります。 
 次に、２問目に入ります。新規就農者支援の拡大についての質問に移ります。 
 ２年前の６月議会での提言の１つ、新規就農者への支援金支給と研修支援が今年、一部実現

することになりました。歓迎いたします。すでに１０名の予定の２倍以上、２０数名が応募し

たと聞いております。 
 ２年前、私がこれを提案したときに、個人に支援金を支給することは、いかがなものかとい

う意見がかなりございました。今でもあります。そうした中で、この制度に着手したことは画

期的であり、快挙だと思います。市当局、特に産業観光部、農林振興課の皆さんに敬意を表し

たいと思います。 
 しかし、遊休農地拡大、就農者の超高齢化の実態を見るにつけ、今回の施策はまだ小さすぎ

ます。笛吹市農業を引き継ぎ、発展させる次世代農業者育成へ制度の拡充を求め、以下、質問

いたします。 
 １つ、いったん街に出た若者がやはり農業をやりたいと考える年代、中核的農業者として長

期間、笛吹市農業を担っていく年代として、３９歳まで支援対象年代を拡大してはどうかと思

いますが、いかがでしょうか。 
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 ２つ目は、大事なことは、受給した新規就農者がどう育っていくかということであります。

そのために新規就農式や冬場の定例会の開催で、笛吹市農業を担う自覚を高めること。また農

業団体、指導農業士、認定農業士との連携した取り組みが必要と思いますが、市の決意と計画

を伺いたいと思います。 
〇議長（上野稔君） 

 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、豊角産業観光部長。 

〇産業観光部長（豊角英人君） 
 渡辺正秀議員の一般質問にお答えします。 
 まず、３９歳まで支援年齢を拡大してはどうかについてですが、笛吹市新規就農農業後継者

支援制度は農業従事者の高齢化や後継者不足が進む中、農業で自立を目指す農業後継者に対し、

３０歳まで月額３万円の支援を 長５年間行い、農業後継者の定着化による本市農業の活性化

を図るものであります。 
 ご質問の支援年齢の拡大につきましては、この制度がスタートしたばかりであり、現在は考

えてはおりません。しかし、県の就農定着支援制度推進事業なども活用する中で、いろいろな

支援の形を検討していきたいと考えております。 
 次に申請状況について、お答えいたします。 
 ４月に１７人、５月に６人の方が新規就農後継者として、申請をしてきております。市では、

この方たちへ事業認定時に、農業日誌を提供し活用を願うとともに、市で開催している農業振

興講演会や農業技術講習会などに広く参加していただけるよう、取り組んでおります。 
 次に農業者団体等との連携について、お答えします。 
 現在、旧町村ごとに活動している農業後継者組織や生産者組織がございます。今後、このよ

うな組織にも積極的に参加を呼びかけ、地域での人間関係を育んでいただき、その中で農業技

術の習得や情報交換を行い、早く中核的農家となられるよう期待するものであります。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（上野稔君） 
 渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 どうもありがとうございました。 
 長い間の、後継者がいないという問題、先に希望が見えるということでございますので、ぜ

ひとも、これ以後も頑張っていただきたいことをお願いしまして、私の質問を終わります。 
〇議長（上野稔君） 

 以上で、渡辺正秀君の一般質問を終了します。 
 関連質問を許します。 
 （ な し ） 
 関連質問を終了します。 
 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） 
 議長の許可を得ましたので、一般質問をさせていただきます。 
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 正鵠会の北嶋恒男です。 
 まず 初に、笛吹市公共施設の計画的な管理再編整理の検討についてであります。 
 小さな市役所実現に向けた第２次笛吹市行財政改革として、公共施設の計画的な管理および

再編整理を検討していくという課題があります。現在、市が保有する施設は１８３施設あり、

各支所をはじめ介護福祉施設、保育所、社会体育施設、社会教育施設、市営住宅、小中学校な

どでありますが、これらの中には合併後も盛んに使われているところと、そうでないところと

いろいろであると思います。このような状況の中ですので、今後の予測の中で、管理・再編整

理をどのようなスケジュールで進められる計画なのか、伺います。 
 また特に教育関係では、小中学校の児童生徒数の増減により、学校間で学級数のアンバラン

スが進んでいる傾向から、将来は統合再編が必要と思われますが、見解をお伺いいたします。 
〇議長（上野稔君） 

 当局の答弁を求めます。 
 前段の部分についての答弁を、梶原総務部長。 

〇総務部長（梶原清君） 
 北嶋恒男議員の一般質問について、前段の部分について、お答えいたします。 
 本年３月に策定しました第２次笛吹市行財政改革大綱ではヒト、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することを目標に掲げ、この基本方針の中で小

さな市役所の実現のため、公共施設の計画的な管理および再編に取り組むこととしております。 
 集中改革プラン２００５に基づく、これまでの取り組みでは、平成１８年度から２０年度ま

での３年間で、新たに４５施設に指定管理者制度を導入し、累計で１億８千万円の施設管理運

営経費を削減することができました。 
 ご質問のとおり、合併後、行政機能の再編、統合により利用しなくなった公共施設のスペー

スが増えています。現在、支所の利用しなくなった空きスペースには、公共性のある外郭団体

が笛吹市公有財産管理規則に基づき、賃貸契約を結び活用しております。また、そのほか公共

施設の空きスペースについても、施設を管理する担当課が使用内容を判断し、貸し付けを行っ

ております。 
 さらに、施設の管理・再編整理を進めるにあたっては、スクラップアンドビルドの考えに基

づき、既存施設の状況について、検証・評価を行う必要があると考え、平成２２年度末までに

公有財産台帳システムの整備を進めております。これにより、土地および建物の財産情報と財

産評価の管理が容易なものとなります。 
 今後は、各施設の老朽化の状況や利用状況および、将来の維持管理費やランニングコストを

含むトータルコストを算出し、市全体での公共施設のあるべき姿を検討してまいります。 
 また既存施設の検討と併せ、新たな公共施設の整備についても、第一次笛吹市総合計画をは

じめとする各長期計画に基づき、費用対効果、公共関与のあり方などについて、十分検証する

中で、合併特例債の有効活用も念頭に置きながら検討してまいります。 
 限られた財源の中で、市民の皆さまにご満足いただける自治体経営を実現するため、長期的

な視点に立ち、総合的なまちづくりの基盤整備に取り組んでまいります。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（上野稔君） 
 後段の部分についての答弁を、仲澤教育部長。 
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〇教育部長（仲澤和朗君） 
 北嶋恒男議員の一般質問について、後段の部分、学校の管理再編整理にお答えいたします。 
 平成１９年３月に、山梨県教育委員会から望ましい小中学校の規模が提示されました。小中

学校ともに、１学年当たりのクラス数はクラス替えの可能な２学級以上、学級規模は集団での

諸活動を効果的に行える、約２０人以上が望ましいとされています。 
 笛吹市の小学校の現状は、ご承知のとおり学校規模により編制されておりますで、１クラス

あるいは２クラス、多い学校では４クラスでの編制となり、それぞれの学校で異なっている状

況にあります。 
 合併直後から、目の前に学校があるのに、なぜ通うことができないのかという疑問や質問が

寄せられておりました。そこで教育委員会では、平成１８年度に山梨大学、榊原教授を委員長

に、市校長会代表、議会代表、各地域審議会会長、区長会長など１６名で構成された笛吹市立

小中学校通学区域検討委員会を立ち上げるとともに、旧町村境も含めた通学区域の見直しにつ

いて、保護者や児童生徒へのアンケート実施を含めた調査分析を財団法人 山梨総合研究所に

依頼しました。 
 検討委員会では、見直しには異論ないが、地域の実情をよく勘案する中で、早急な見直しの

実施については危惧するとの意見も出され、複数の通学区域の境界付近では調整区域をつくる

ことにより、弾力的に運用するようにとの答申が平成１９年に出されました。この答申を受け、

通学区域の弾力的な運用が始まりましたのは平成２０年度からで、今年で３年目を迎えたとこ

ろであります。 
 望ましい教育環境を実現していく上で、適正規模化が図られることが望まれますが、それぞ

れの地域の実情を踏まえますと、統合・再編については、当面考えておりません。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（上野稔君） 
 北嶋恒男君。 

〇４番議員（北嶋恒男君） 
 それでは 初に、公共施設全体への再質問をさせていただきます。 
 私は、この質問を挙げるに先立ちまして、直接、各支所を訪問し、現在、管理している公共

施設の状況をお聞きしてまいりました。特に今回は、これらの施設の中でも市民利用の状況に

ついてお伺いしましたけども、その結果ですが、ほぼなんらかの形で使用されていることが分

かりましたが、地域の皆さんが有効に、そして潤沢に使っているところもあったり、一部の人

しか使っていないところなど、さまざまでございました。全体的には、使用頻度は少ないよう

でした。市民全体には、一般使用について周知しないことにも原因があると思いますので、も

う一度、改善の方策を検討してほしいなと思います。 
 そして、 近は主な施設が、指定管理になっているところが多くなってきましたので、以前

のように町で直接、管理しているときと違って、使い勝手が難しくなったとの意見も聞いてお

りますが、そのへんの変化について、当局の対応はどうお考えか、お伺いしたいと思います。 
〇議長（上野稔君） 

 梶原総務部長。 
〇総務部長（梶原清君） 

 先ほどの答弁でも申し上げましたように、各支所については、今現在、一宮支所、八代支所、
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境川支所について、空きスペースについて、各団体へ貸しております。それから一部、それ以

外の団体へ、３カ所ぐらいの施設でありますが、貸している施設がありまして、中でも一部、

今、ＮＰＯ等が使用している部分もあります。 
 北嶋議員の再質問で、使い勝手が悪いというようなご質問でありますが、これについては旧

町村であれば、「まあ、いいやな」というような利用形態があるわけですが、今、指定管理者

制度に移行しまして、基本的には条例・規則に則りました運用をしておりますので、従来から

見ると、利用者に言わせれば、若干、使い勝手が不自由になったという部分があるというふう

に理解しておりますが、なるべく、公的機関でありますので、条例規則等については順守して

いただきながら、十分、また利活用をお願いしたいと思います。 
 以上であります。 

〇議長（上野稔君） 
 北嶋恒男君。 

〇４番議員（北嶋恒男君） 
 ありがとうございました。 
 それでは後段、教育委員会への再質問をさせていただきます。 
 現在、実情から、現実に生徒児童数の減少が著しいところも出てきておりますので、教育の

総合的な面から判断しまして、弾力的な運用について、今からでも検討しておく必要があるの

ではないかと思いますが、お考えをお伺いしたいと思います。 
〇議長（上野稔君） 

 仲澤教育部長。 
〇教育部長（仲澤和朗君） 

 将来的な通学区域の見直し、検討でございますけども、教育委員会といたしましては、今後

の児童生徒の増減を推測できる資料といたしましては、学校基本調査という資料がございます。

この学校基本調査によります平成２８年度までの、年度別の児童の推移を推測しますと、学校

ごとの違いはございますけども、減少の傾向にあるわけでございますけども、将来的な学校の

適正規模化につきましては、地域の事情を踏まえながら、地域の声や保護者、ＰＴＡ、それか

ら学校関係者の声を聞く中で、段階的に検討して、将来的には検討していかなければならない

ものと考えております。 
 以上です。 

〇議長（上野稔君） 
 北嶋恒男君。 

〇４番議員（北嶋恒男君） 
 どうも、ありがとうございました。 
 それでは、私の第２問に移らせていただきます。 
 障がいのある人の自立を支援する環境づくりに、障害者センターの建設を望むであります。 
 障害者権利条約が２００６年１２月、国連総会において採択されました。日本も署名いたし

ました。日本はまだ批准はしていませんが、世界では８５カ国が批准国になっているそうです。

笛吹市でも第２期障害福祉計画の将来像として、ノーマライゼーションおよびリハビリテーショ

ンの理念に基づいて、障がいのある人もない人もお互いに人権を認め合い、共に生きる社会の

実現を目指すことが掲げられております。 
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 そこで要望ですが、障がいを持つ人が住み慣れた地域で、安心して質の高い生活を送るため

に、自主的・主体的に生涯学習や就労移行支援等に取り組めるように、交通便利のよいところ

に、拠点として障害者センター的施設の建設を要望いたします。 
 現在、近隣には甲府市障害者センターがありますが、ここでは身体障害者福祉センター、通

所授産施設、自立訓練、生活訓練施設、大小会議室、喫茶室等を完備しております。 
 笛吹市の現状は、障害者活動支援センターとして、旧石和保健所跡を使って活動されていま

すが、市民にとっては、どこの場所で、どのような活動をされているのか分かりにくい現状で

ございます。そのために、目に見えて、総合的に実績を上げていくためには、どうしてもこの

ようなセンターの確保が必要と考えますが、将来的には、このような構想をお考えいただける

か、伺います。 
〇議長（上野稔君） 

 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、中川保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（中川啓次君） 
 北嶋恒男議員の一般質問にお答えします。 
 平成１９年３月に策定いたしました笛吹市障害者基本計画では、ノーマライゼーションおよ

びリハビリテーションの理念を引き継ぎながら、障がいのある人もない人も、お互いに人権を

認め合い、共に生きる社会の実現を目指すことを掲げております。 
 本市では、この実現に向けた取り組みとしまして、相談支援機能の充実や日常生活支援体制

の充実、生活環境の整備など、９つの目標を掲げております。さらに、笛吹市障害者福祉計画

を策定し、障害者自立支援法に基づく相談支援、地域生活支援事業の提供体制を整備するなど、

円滑な実施の確保に取り組んでいるところであります。 
 ご質問の障害者センターについてでありますが、ご案内の甲府市障害者センターにつきまし

ては、平成１０年に開設され、社会福祉法人 甲府市社会福祉事業団を指定管理者として、相

談支援、生活介護、自立訓練・生活訓練、就労移行支援などを行っているものであります。こ

れらの事業は、障害者自立支援法に基づき実施されているもので、本市の障がい者につきまし

ては、市内の事業所をはじめ、この甲府市障害者センターや県内の事業所のサービスを利用し

ております。 
 市内の事業所でありますが、ハーモニー、石和授産園、つくしの家、美咲園が生活介護、自

立訓練・生活訓練、就労移行支援を行っております。相談支援につきましては、笛吹市社会福

祉協議会が設置しております障害者地域活動支援センターと、美咲園の美咲園福祉センターに

委託して、対応しております。併せて、本年度におきまして、ＮＰＯ法人へ委託し、障害児地

域活動支援センターの設置を行い、障がい児童の放課後活動など、日常的な活動支援を実施し

てまいりたいと考えております。 
 また、障がい者の皆さまの社会参加機会を促進するため、生涯学習機能としては、既存の施

設や機能をもっと便利で気軽にお使いいただけるよう、さらに充実してまいりたいと考えてお

ります。 
 これらの機能を一体化し、中央センター的な障害者センターの設置の必要性が出てまいりま

した際には、市内の障がい者の皆さまの利用状況やご意見を十分にお聞きする中で、検討して

まいりたいと考えております。 
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 以上で、答弁とさせていただきます。 
〇議長（上野稔君） 

 北嶋恒男君。 
〇４番議員（北嶋恒男君） 

 先日、笛吹市障がい児者の支える会の総会に出席いたしましたが、今、お話がありましたよ

うに、地域活動支援センターの補助事業が認められたということでございます。それに対して、

子どもたちの放課後の支援として認められた障害児学童保育事業ですけども、多くの父兄から

活気的なこととして、大変、喜んでおりました。ある方は苦手な算数をみてもらいたいとか、

漢字を覚えさせたいというようなことで、いろいろ期待と夢が膨らんでおりました。このよう

に、行政の環境づくりがいかに大事なことかと感じました。 
 今後とも障がい者、高齢者に対しても、一人ひとりが伸び伸びと活発に活動できるよう、環

境づくりを進めなければならないと思います。その意味で、笛吹市が県下一、理解のあるまち

として、先頭に立って変えていっていただきたいと思います。もう一度、意気込みをお聞かせ

いただきたいと思います。 
〇議長（上野稔君） 

 中川保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（中川啓次君） 

 ただいま、お答えいたしましたように、現在、笛吹市における障害者福祉事業につきまして

は、それぞれの事業所等に委託を行う中で、年々、事業拡大も行っているところでございます。

そうした中にありまして、市内にはリハビリテーションの専門家を設置する病院も多くて、県

内外からの障がい者の来客も多くあると考えておりますと、そういった中では、今後は公共の

施設における障がい者の皆さまへの配慮は、単なるバリアフリー化だけではなく、高齢者や障

がい者にやさしく、使い勝手のよい施設が求められてくるというふうに考えているところでご

ざいます。 
 お尋ねの障害者センターにつきましても、市内の障がい者に対して、１カ所で相談支援から

機能訓練、あるいは福祉作業、交流の場までが提供できれば理想でございまして、理想的な施

設ということも言えるかと思いますが、まずは現状の、甲府市などのセンターの利用状況を調

べさせていただく中で、市内の利用者のニーズを把握する中で、今現在、それぞれの事業を行っ

ております民間の事業所の状況などもさらに分析をさせていただきまして、必要性を十分、見

ながら、既存の、現在、市内にあります、先ほど来、質問をいただいております公共施設の改

修や運用の見直しなども含めまして、総合的に今後、検討してまいりたいというふうに考えて

おります。 
〇議長（上野稔君） 

 北嶋恒男君。 
〇４番議員（北嶋恒男君） 

 どうもありがとうございました。よろしくお願いいたします。 
 以上でございます。 

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。 
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 （ な し ） 
 関連質問を終わります。 
 続けます。 
 ２１番、川村惠子君。 

〇２１番議員（川村惠子君） 
 議長の許可をいただきましたので、一般質問をさせていただきます。公明党の川村でござい

ます。 
 まずはじめに、子宮頸がんワクチンの公費助成の取り組みについて、お伺いいたします。 
 若い女性に急増する子宮頸がん、このがんから女性の命を守る画期的なワクチンが昨年末に

国内で認可されました。しかし、ワクチン接種の費用が高額であります。１回の接種の費用は

約１万５千円で、十分な効果を得るためには、６カ月間に３回の接種が必要で、合計約４万５千

円にもなります。高額なため、接種する人は非常に少ないのが現状です。 
 山梨県は、がん予防の観点から接種費用の一部を助成すると決定いたしました。そこで、笛

吹市公明党は、５月１１日、荻野市長へ子宮頸がん、ヒブ肺炎球菌の各予防ワクチンの接種の

公費助成を求める請願書を提出し、早期実現に向けて強く要望いたしました。 
 その結果、荻野市長は本会議の行政報告の中で、県が１万５千円、市として３万円、４万５千

円を上限に助成するとの報告をされました。このことは多くの皆さまの喜びであり、女性を代

表して心より感謝申し上げます。 
 そこで今後、どのように助成事業を取り組んでいかれるのか、当局のお考えをお伺いいたし

ます。 
〇議長（上野稔君） 

 当局の答弁を求めます。 
 中川保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（中川啓次君） 
 川村惠子議員の一般質問にお答えします。 
 山梨県では、子宮頸がん予防ワクチンの接種費用の一部を助成する方針を固め、６月の定例

県議会に補正予算案が提出されたところであります。このことを受けまして、本市におきまし

ても、子宮頸がん予防ワクチンの接種費用を助成することといたしました。 
 接種費用を助成することで、個人の費用負担の軽減を図り、唯一、予防が可能ながんといわ

れている子宮頸がんの予防対策につなげていきたいと考え、本定例会に補正予算案を提出させ

ていただいたところであります。 
 助成の内容についてでありますが、助成対象は、小学校６年生と中学校３年生といたします。

助成費用は、ワクチン接種１人当たり３回の接種が必要で、１回１万５千円程度かかり、３回

で４万５千円ほどの費用が必要になりますので、本市ではその４万５千円を上限に助成するこ

とにいたしました。 
 今後、市医師会とも協議を進めながら、本年９月から実施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） 
 川村惠子君。 
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〇２１番議員（川村惠子君） 
 先日の全員協議会の資料によりますと、接種者の率を５０％という目標を掲げておりますけ

ども、５０％にしていくには、今後どのように周知されるのか。また対象者の小学校６年生、

中学校３年生の方にはどのように徹底されていくのか、お尋ねいたします。 
〇議長（上野稔君） 

 中川保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（中川啓次君） 

 周知徹底の方法でございますが、これは、広報はもちろんでございますが、ホームページで

の掲載、それからチラシ、ポスターの掲示のほか、該当者につきましては直接、個人宛ての通

知で、漏れのないような周知をし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） 

 川村惠子君。 
〇２１番議員（川村惠子君） 

 それから９月からというふうに、今、答弁がありましたけども、このワクチンは非常に全国

的にも話題を呼んでおりまして、お母さま方に非常に関心が高いということで、９月以前に接

種をされている方も、現状は把握しておりませんけども、そういう方がいらっしゃった場合、

助成できるのかどうか、お伺いいたします。 
〇議長（上野稔君） 

 中川保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（中川啓次君） 

 今回、予算がご議決いただければ、すぐに準備にかかりまして、９月から開始ができるよう

にしていきたいというふうに考えておりますが、対象者につきましては、今回、６年生と中学

３年生ということでありますので、その学年に該当する方については、これから要綱等を定め

て支給をしていくことになりますが、できるだけ漏れのないような形にしたいと思いますので、

４月に遡ってといわれても、件数的にはそう多くはないと思われますので、できるだけ遡って

適用するような方向で検討し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） 

 川村惠子君。 
〇２１番議員（川村惠子君） 

 よろしくお願いいたします。 
 それから医療機関によっては、１回が１万５千円では済まないというところもあるようなん

ですが、ぜひ契約の医療機関の先生方に１回が１万５千円以内にできるように、今後、交渉し

ていただけるということはありますでしょうか。 
〇議長（上野稔君） 

 中川保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（中川啓次君） 

 これは個々の医院、それから病院等の関係になりますので、医師会とも十分、協議をさせて

いただきますが、ここでお約束することはできないんですが、できるだけ平均的な金額にもっ

ていけるように、協議はさせていただきたいというふうに思っております。 
 

 ６４ 



〇議長（上野稔君） 
 川村惠子君。 

〇２１番議員（川村惠子君） 
 よろしくお願いいたします。 
 それと医療機関ですけども、大体、皆さんが病院にかかりやすい地域というふうになります

けども、どれぐらいの指定の病院、機関があるのか。もしくは、それ以外に例えば、接種をし

た場合、どういった形で支払うのかをお尋ねいたします。 
〇議長（上野稔君） 

 中川保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（中川啓次君） 

 これは昨年、新型インフルエンザが流行したときに対応した接種の関係がありますので、そ

ういった形の中で、同じような形で接種が、対応できるような形で考えていきたいと思ってお

りますので、市内の医療機関、開業医さん、それから市外になった場合は支払いが難しくなり

ますので、領収書等をとっておいていただいて、償還払いにするような形を考えておりますの

で、そういった対応をしていきたいと思っております。件数的なものはまだ、今からの交渉で

すので把握はしておりませんが、そんなふうな形をとりたいと思っております。 
〇議長（上野稔君） 

 川村惠子君。 
〇２１番議員（川村惠子君） 

 ぜひ、小学校６年生、中学３年生のお子さんが接種率５０％以上の方、１００％に近い方が

接種できるように、皆さまのご努力をお願いしたいと思います。 
 もう１つ、再質問なんですが、その対象以外の一般女性の方、高校生とか、もしくは成人お

めでとうワクチンという形で、全国的に少しずつ広がりがあります。今回は小学校６年生、中

学３年生となりますと、３年後には小学校６年生だけが対象になるということで、少し予算も

浮くのかなというふうに思っておりますので、そういった点では、拡充することの考えがある

のかどうかお伺いをして、１問目の質問を終わります。 
〇議長（上野稔君） 

 中川保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（中川啓次君） 

 ただいま、対象年齢以外、例えば高校生だとか２０歳ぐらいの女性とか、そういう話だと思

いますが、現状では県のほうで助成制度を設けた理由が、 も接種効果が高いのが、そういっ

た小学校６年生から中学生ということの中で、制度を設けたということでございますので、今

の時点では、県がこういうことをやったことに、市も合わせさせていただいたということでご

ざいますので、これからのことは、ちょっとまだ、制度を今から始めるということですので、

これを拡大するかどうかということについては、まだ今のところは考えておりません。 
〇議長（上野稔君） 

 川村惠子君。 
〇２１番議員（川村惠子君） 

 では、次の質問をさせていただきます。 
 ２点目ですが、高齢者の運転免許証返納時の対応について。 
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 わが国は、世界に類をみない速度で高齢化が進み、かつてない超高齢社会が到来するといわ

れております。また、少子化傾向にも歯止めがかからないということが、さまざまなところか

ら社会構造にひずみをもたらしております。 
 その１つとして、高齢ドライバーの事故急増問題があります。県内で高齢者が関係する事故

が増加する中、高齢者の運転免許証の自主返納が相次いでいます。昨年１年間の実績は、前年

より１６１人、７０．６％多い、３８９人で７割を超える２７３人が７５歳以上でした。返納

理由は、運転の必要がなくなった。身体機能の低下を自覚したなどが多く、昨年の道路交通法

一部改正で、７５歳以上のドライバーに免許更新時の講習・予備検査、認知機能検査が義務付

けられたことが一因とみられています。しかし、自主返納するに対して、公共交通機関の優遇

制度は少なく、改めて高齢者の移動手段などを確保する取り組みが必要と思われますが、市と

してのお考えをお聞かせください。 
〇議長（上野稔君） 

 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、加藤市民環境部長。 

〇市民環境部長（加藤寿一君） 
 川村惠子議員の一般質問にお答えいたします。 
 近年、高齢者社会を迎え、運転免許証を取得した方々も加齢により、視力・聴力・注意力等々、

身体機能の衰えにより交通事故の加害者・被害者となるケースが増加し、大きな社会問題となっ

ております。山梨県内および笛吹警察署管内の昨年の交通事故発生件数・死亡者数は減少いた

しましたが、高齢者が関係する交通事故は増加しております。県内で、昨年１年間に発生した

高齢者が絡む人身事故は１，６１２件で、１０年前に比べると５６５件、５４％増加し、全体

の４分の１を占めております。 
 こうした社会状況に対応して、国は平成１０年から高齢者の交通事故防止の１つとして、運

転免許証を自主的に返納する制度を始めました。制度開始後、運転免許証を自主返納する理由

としては、運転の必要性がなくなった、身体機能の低下を自覚したなどが多く、道路交通法の

改正により平成２１年６月から７５歳以上の高齢者は、認知症機能検査を受けることが義務付

けられました。機能の低下を自覚され、返納する方も多くなっていると伺っております。 
 全国の自治体の中には、高齢者が自主的に返納しやすい環境整備の一環とし、コミュニティ

バスやデマンドバスの運行などにより、交通手段の確保を図っている市町村もあるようです。

しかしながら、車社会の山梨県内では、高齢者が交通の手段を車に頼らざるを得ない事情もあ

り、平成２０年の山梨県における、高齢者を対象とした運転免許証の自主返納数は３８９人に

留まっています。 
 また返納者への優遇制度としては、山梨県タクシー協会が平成２０年６月より、自主的に返

納した方への割引サービスをしているのみの現状であります。 
 ご質問の本市の取り組み状況でありますが、現在は自主返納者への優遇措置は、市単独では

行っていない状況でありますが、ますます高齢化が進む中で、高齢による認知機能低下者の運

転免許証の自主返納は、高齢者の交通事故防止に有利な手段と考えております。 
 なお、本市といたしましては、公共交通空白地帯の解消に向け、デマンドバスなどの導入に

ついて、取り組んでいるところです。 
 また、高齢者の交通事故防止には、高齢者の方々に判断力や身体能力の低下を正しく自覚し
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ていただくことが重要でありますので、参加実践型高齢者交通教室を増やすことや、ふれあい

サロンでの交通安全教室の実施により、高齢者の皆さまに安全運転を心がけていただくことも

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） 
 川村惠子君。 

〇２１番議員（川村惠子君） 
 ありがとうございました。 
 実際に近所の方で、やっぱり自家用車で病院に行ったりとか、買い物に行くことの足になっ

ているため、なかなか返納をためらっている高齢者が多数おります。 近は認知症の方も多い

ということで、運転を見ていても厳しいなという方も大変、おります。実際に、ちょっと出か

けてくると言われて、床屋へ行ってくると言われて、本当にとんでもないところへ行っていて、

警察の方にお世話になって保護したという例もありますし、そういった意味では、そのことが

運転免許がない、運転できないことによって、閉じこもりにもなるというケースもあります。

まして笛吹市においては高齢化社会でもありますし、一日も早い対策をお願いしたいと思いま

す。 
 その中で、運転免許が唯一、その方の写真付きの身分の証明書になるということになります

けども、それを返納した場合、今、笛吹市が力を入れております住基カードですけれども、一

応、規約を見ますと、平成２３年の３月３１日までは、５００円が無料で発行できるというこ

とですので、ぜひ、１つの対策として、免許証を返納した方には、無料で住基カードが発行で

きるような手立てをお願いしたいと思いますが、そういう計画はあるのかどうか、ちょっとお

聞きしたいと思います。 
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） 

 川村惠子議員の再質問にお答えをいたします。 
 運転免許証を返納した方に、写真付きの住基カードの無料交付という、そういうご質問でご

ざいますが、今、ご質問にありましたように、現在、笛吹市では住基カードの無料交付を条例

に基づいて行っております。これにつきましては、ご存じのように、平成１９年から２２年度、

今年度までということで、その目的は住基カードの普及の促進ということでございまして、国

の財政的支援を受ける中で、２２年度までということで、現在、行っているところであります。

現在、交付率が１７％程度で、非常に効果が数字によく表れている状況でございます。 
 今、ご質問の運転免許証を返納された方に住基カードの無料交付をというご質問でございま

すけども、運転免許証を返納された場合については、１千円というお金がかかるんですけども、

運転免許の経歴証明書の交付があるようでございます。ただ、これが証明書として効力がある

かどうかについてまでは確認をしておりませんが、それらを含めて、いずれにしても住民基本

台帳法が改正されて、本人確認のためには写真付きの運転免許証、あるいは、それ以外の場合

については２つ以上の本人を確認するもの、そういう厳しい条件がございますので、それらを

含めまして、これらの２２年度末までの、住基カードの無料化の期限が切れるまでに普及促進

と併せて、検討していきたいというふうに思います。 
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 以上です。 
〇議長（上野稔君） 

 川村惠子君。 
〇２１番議員（川村惠子君） 

 それから昨年までに、市内巡回バスが３路線、通っておりました。なかなか、バスを走らせ

ても、乗車する方が少ないということで、今現在、見直しをされていますが、まずは、高齢者

の方が引きこもりにならないように、また自由にお買い物に行けるように、病院に行けるよう

に、 大にそのへんを考慮して、その巡回バスの一日も早い運行をお願いしたいと思っており

ますが、その点について、計画等がありましたら、よろしくお願いいたします。 
〇議長（上野稔君） 

 池田部長。 
〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 笛吹市の地域公共交通総合連携計画、この３月に策定いたしまして、これに基づきまして、

公共交通活性化再生総合事業計画、２２年度から２４年度版でございますけども、この中で２１年

３月まで実証運行しておりました公共交通空白地帯、３路線のうち一部、デマンド交通を導入

いたしまして、なんとか交通弱者の皆さんの足の確保のため、進めていきたいということでご

ざいます。 
 現在、デマンド交通で調査、研究、打ち合わせ等を進めておりまして、できれば、この秋か

ら試行運行を始めていきたいと考えております。 
 なお、私どもが進めておりますのは、総合的な公共交通のネットワークということでござい

ますけども、現在の一宮循環、それから境川循環、芦川バスと３路線あります。それに併せま

して、残りのところ、それから全体の総合的なものをなんとか構築していきたいと考えており

ます。よろしくお願いします。 
〇２１番議員（川村惠子君） 

 ありがとうございました。 
〇議長（上野稔君） 

 以上で、川村惠子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。 
 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、保育所について伺います。 
 近年、ますます広がる核家族化や女性が結婚、出産のあとも働き続けることが当たり前のよ

うな社会になっているなどで、保育所を利用する保護者が一段と増えております。さらにひと

り親家庭の増加や格差と貧困が進む中で、男性一人だけの働きでは、家計が維持できなくなっ

ていることも保育所利用の拡大につながっているものと思われます。 近では、子どもが生ま

れたあと、働き続けるための保育所探し、保活という言葉も生まれているほどであります。 
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 近の市内の保育所におきましても、入所定員を３％から２０％も超えている状況を見まし

ても、利用拡大が広がっているということをうかがい知ることができると思います。 
 さて、そうした中で、保育所を利用する保護者の働き方も多様化しております。これまでも

延長保育や一時保育、乳児保育など保護者の要望に沿った、保育サービスの拡大がされてきま

したけども、ますます多様化する保護者のニーズにしっかりと応えきれているものになってい

るでしょうか。保護者が保育サービスに合わせた働き方を選択しなければならないというので

はなく、働き方の多様性にしっかりと応えた、市の対応を望みたいと思います。 
 まず、保育所給食の外部搬入について伺います。 
 現在、市内の保育所の給食はすべて自園方式で行っておりますけども、規制緩和が進む中で、

これまで特区だけに限られておりました給食の外部搬入が、全国的に認められるようになりま

した。県内では、これまで富士吉田市と南アルプス市が特区認定されて、外部搬入しておりま

す。放っておくと、この傾向はますます広がってしまうということが懸念されます。笛吹市に

おいては、自園調理方式を堅持して、外部搬入を行わないよう求めるものですけども、市の見

解を伺います。 
 次に病児、病後児保育の早期実施について伺います。 
 子どもが病気のときぐらい、親が安心して仕事を休める労働環境をつくることこそが、まず

第一義的に大事なことではありますけども、しかし、現実には看護休暇が保障されている職場

というのは、まだまだ少数であります。市では、これまで派遣型を実施した経緯がありますけ

ども、なかなか実績があがっておりません。自営型、施設型での早期実施を求めたいと思いま

す。 
 次に土曜日、午後・休日保育の実施について伺います。 
 働き方は、ウィークデーの９時５時だけではありません。サービス業や流通関係の仕事をす

る方、自営業や医療関係の仕事など、いろんな仕事に携わっている人が保育園に預けるわけで

すけども、こういう人たちといいますのは、土日、祭日、関係なく働いている人たちでありま

す。しかし、そういう働き方をしている保護者の労働を、しっかりと保障するようなものには

なっておりません。実施について、強く求めたいと思います。 
 次に３、４、５歳児の完全給食について、伺います。 
 現在、保育所の給食は０、１、２歳児は完全給食ですけども、３、４、５歳児になりますと、

おかずだけの提供で、主食は家庭から持参するということになります。市内の保育所では、指

定管理者の石和第三保育所、それからかすがいの東保育所を除いては、ほとんどの保育所で主

食持参となっておりますけども、県内の保育所はどういうふうな状況になっているかといいま

すと、例えば上野原市や市川三郷町、南アルプス市、富士吉田市の公立保育所では、３、４、

５歳児にも主食を提供しておりますし、他の公立保育所や私立保育所でも、少なからずの保育

所で主食を提供しております。 
 指定管理だとできる、公立はできないということにはならないでありましょう。冬の寒い季

節も温かいおかずとともに温かいご飯を子どもたちが食べられるよう、完全給食の実施を求め

たいと思います。 
〇議長（上野稔君） 

 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、中川保健福祉部長。 
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〇保健福祉部長（中川啓次君） 
 亀山和子議員の一般質問にお答えします。 
 はじめに、これまで特区だけに限られていた保育所給食の外部搬入が全国的に認められるよ

うになったが、市の見解はでありますが、公立保育所における給食の外部搬入方式につきまし

ては、市といたしましては、家庭における食育の機能が低下していると思われる中で、保育所

において、乳幼児期からの適切な食事のとり方や望ましい食習慣の定着、豊かな人間性の育成

などについて、しっかりと実施していくことが求められていることから、全児童に対し、適切

な給食の提供を行っていくためにも、これまでどおり自園での調理を続けていきたいと考えて

おります。 
 次に病児・病後児保育の早期実施についてでありますが、病児・病後児保育につきましては、

実施にあたっては、静養または隔離の機能を持つ観察室、または安静室などの専用スペースや

専用施設を有し、かつ病児専用の調理室を設けることが望ましいとされております。また、医

療機関併設以外の場合には、医師との連携をどのようにするのか、さらに利用児童がいない場

合でも、常時、担当看護師等や保育士を通常保育とは別に、配置しておかなければならないな

どの課題があります。 
 このようなことから、公立保育所において、早期の実施は大変困難な状況でありますので、

今後の検討課題とさせていただきたいと考えております。 
 次に土曜日の午後・休日保育の実施についてでありますが、土曜日の午後や休日保育の実施

にあたりましては、給食の提供、保育士や調理員の勤務体制や確保、保護者負担金などの課題

があります。特にこれを実施していくためには、相当数の職員の増員が必要となってまいりま

す。 
 このようなことから、県内の公立保育所において、休日保育を実施しているところはありま

せんが、土曜日の午後につきましては、甲府市の２保育所が午後３時まで、実施を始めたと聞

いております。 
 本市におきましては、すぐに実施できる状況ではありませんが、今後、保護者のニーズを把

握しながら、実施できるか検討してまいりたいと考えております。 
 次に３、４、５歳児の完全給食の実施についてでありますが、現在、市内公立保育所におき

ましては、指定管理を行っている石和第三保育所が完全給食を実施しており、また今年度から

指定管理となりました、かすがい東保育所が週２回、パンと麺類の主食を提供しております。 
 完全給食の実施にあたりましては、給食調理施設の改修や調理器具・食器などの整備、また

調理員等の職員体制、さらに新たに保護者に負担していただく給食費の問題もあることから、

今後、保護者とも話し合いを行いながら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） 
 亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 保育所に対して、保護者のニーズをしっかりと把握して、それに真剣に応えていくというこ

とは、私、保育行政の義務だというふうに思っております。ただいまの答弁では、土曜日の午

後の保育にしても、保護者のニーズを把握していきたいというふうな答弁でありましたけども、

実は平成１９年度に、市では保護者に対して保育サービスに関する意向調査というアンケート
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を実施しております。回収率は７９．９％でありました。大変、高い回収率だと思います。そ

のアンケート結果によりますと、土曜日午後の延長保育の利用意向は５１．３％でした。そし

て、子ども保育所において看護師等が預かるサービスの利用意向は９３．５％でした。３、４、

５歳児の完全給食の希望に対しては、７１．０％の人が希望しておりました。せっかく、こう

いうアンケートを実施しているわけです。そして、これほどまでに高い要求があるということ

です。このような高い要求があることに対しても、きちっとした答弁が返ってこないというの

は、大変残念なことだというふうに思います。このアンケート結果を受けて、この高い要求を

市はどのように受け止めているのか、見解を伺いたいと思います。 
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） 

 亀山議員の再質問にお答えをいたします。 
 ただいま、話がございましたアンケート調査でございますが、平成１９年に調査をしたとこ

ろでございます。 
 まず、土曜日の午後の延長保育の利用につきましては、議員発言のとおり、５０％強の要望

があったということで、利用時間につきましては、午後６時までの希望が多かったというふう

に結果が出ております。中でも３歳児未満が、要望が６割を超えているということで、３歳児

以上になりますと、半分までという結果だったというふうに聞いております。 
 市といたしましては、現時点では先ほどお答えしたとおり、土曜日の午後の延長保育につき

ましては、給食、それから職員の勤務体制の関係がございますが、今後、その後の保護者のニー

ズ等が、また変わっていると思います。希望も増えているというようなことも考えられますの

で、保育所の体制整備の見直しを行いながら、また指定管理者導入を進める中でも検討をして

いきたいというふうに考えております。 
 それから２番目のほう、病児・病後児につきましては、議員のご質問にもあったとおり、派

遣型を計画したわけでございますが、これは残念ながら、前には進まなかったのが事実でござ

います。その中でも体調不良児対応型保育というのがございますが、現在のところ、市内の公

立保育所では、体調不良になった児童に対しては、すぐに保護者に連絡をするわけでございま

すが、軽度の場合、すぐに迎えに来られないという場合は、観察をしながら預かります。また、

これはちょっとという場合には、病院のほうにも搬送を行うというふうな対応をとらせていた

だいております。 
 さて、この病児・体調不良型につきましては、先ほど議員さんのほうもありましたが、９０％

以上の高い要望があるということでございますので、答弁にも申し上げた課題はあるわけであ

りますけども、児童２人に対して看護師を１人、配置するというふうな条件がございます。高

い要望がありますので、これも指定管理者導入を進める中で、検討をさせていただきたいとい

うふうに考えております。 
 それから完全給食の件でございますが、これを７割以上の希望があるという反面、やはり主

食ぐらいは持たせたいという親が、２５％ぐらいあるということでございます。現在、石和第

三の指定管理者の保育所で実施をしております。それから、私立では市内の旧一宮町の保育所、

５園が実施しております。給食代等の負担をお願いするという問題もございます。調理施設の

整備、あるいは調理職員の関係、それから先ほど申し上げましたように、保護者負担金等がご
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ざいますが、公立保育と、それから私立保育所で協議を重ねまして、保護者とも話し合いなが

ら、検討を進めていきたいというふうに考えております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（上野稔君） 
 亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 病児・病後児保育について、まず伺いますが、今、所長も答弁しましたように、体調不良児

型というものがあります。この間の行政報告の中では、第五保育所が引っ越しして新規になる

場合、体調不良児型の幼児保育をしたいという意向もありましたけども、この体調不良児型だ

けでも、それほど実施については困難ではないというふうに、私は考えております。 
 働いているお母さんたちの様子を聞きますと、子どもを保育園に預けて、あとで具合が悪かっ

たら、なんとか迎えに来てくれないかというのが、とても困る問題だ、そこをなんとか解決し

ていただきたいというのがありました。どこの保育園でも医務室は設置してあるわけでありま

すし、あと、それから看護師の確保というのも、例えば退職の看護師を確保するとか、そうい

うことであれば、それほど難しいことではないというふうに思いますので、当面だけでも、こ

の体調不良児型だけでもできないものかどうか、伺います。 
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） 

 先ほどお話がございました石和第五でございますが、駅前の進捗状況とも兼ね合いがあるわ

けでございますが、ここにつきましては、施設を新しく整備するということになりまして、そ

ういった専用の部屋というのも確保が、今から設計の中に入れればできるわけですので、病児・

病後児について、すぐできるかというのは無理な話でございますが、その中に体調不良児型保

育が実施できる施設を整備していきたいというふうに考えております。 
 以上で、答弁といたします。 

〇議長（上野稔君） 
 亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 よろしくお願いいたします。 
 あと、それから３、４、５歳児の完全給食のことにしても、土曜日、日曜日の保育にしても、

すぐ、指定管理を導入する中で進めていきたいというふうになるわけですよね。指定管理を導

入しなければ、私立でなければ実現できないものかどうかということを、とても残念に思って

おります。 
 例えば、完全給食の県内の実施状況を調査しましたけども、特に多かったのが郡内地方の保

育所でありました。上野原市では全部、公立で完全給食を実施しておりまして、特別、給食費

という料金は取っていませんでしたし、富士吉田市とか、それから南アルプス市、市川三郷、

忍野や道志や、ちょっと記憶にありませんけども、公立のところで実施しておりました。もち

ろん、上野原のように給食費というのを取っていないところもありますし、給食費を７５０円

から大体１，５００円ぐらいまで取っているところもありますし、また現物を持ってきてもら

う、お米を持ってきてもらうというところもありました。ほかのところで、公立でやっており
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ます。実際、指定管理の第三保育園でもやっております。 
 どうして指定管理を進めていきたいという、どうしてこういう答弁になるのか。公立ではで

きないのか。努力すれば、いろいろとできない理由をるる挙げておりました。今、所長は。食

器の問題とか、調理員の問題とか、るる挙げておりましたけども、そういう困難を排して、７１％

の人たちが要望していることについて、どうして応えきれないのか。もう一度、伺います。 
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） 

 本市におきましては、県下に先立ちまして、やはり、これまでの保育サービスではこと足り

なかった部分を、指定管理者という制度を活用いたしまして、サービスの向上に努めているわ

けでございまして、公立の保育所では、るる並べたとおっしゃいますが、予算あるいは職員数

の制約、公平な立場から、できるだけ一緒に全部をというふうなところもございまして、進ま

ない部分もございましたので、ぜひ指定管理者を進める中で、今おっしゃられました完全給食

等につきましても、ここがいち早く進めていくということで、これに伴いまして、ほかの公立

保育所が手をこまねいているということでなくて、ここもそれを見習いながら、推進できるよ

うに努力をさせていただきたいというふうに考えております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（上野稔君） 
 亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 保育所のサービスの拡大ということになると、あたかも公立ではやらないとか、できないよ

うな答弁をしてしまうんですけど、ぜひとも、やっぱり運営については、私立の保育園も、公

立の保育園についても、運営についてはなんら変わりありません。ぜひとも指定管理ができる

とかではなくて、公立でもできる方向でぜひとも検討していただきたいと思いまして、２問目

に移ります。 
 ２１年度の市税と各種料金の収納状況、対策について伺います。 
 先日、行われましたマニフェストの検証会でも、笛吹市の税の収納率が目標に達していない

ということが、検証の中で明らかになりました。笛吹市では、県内でも税の滞納が大変、多い

自治体であります。憲法では、税は負担能力に応じて払うものだとする応能負担原則を謳って

おります。とすると、笛吹市のように滞納が多く生じてしまう原因といいますのは、税の負担

能力を超えた課税、負担能力を考慮しない課税、そういった税の制度に問題があるかというふ

うに考えております。特にここ数年の税制の改悪で、それまで課税対象ではなかった低所得者

や年金生活者などから、税金を取ることが一層ひどくなりました。それがさらに国保税や介護

保険料などの負担増に跳ね返っております。滞納者の生活実態をきちんと把握して、実態に合っ

た適切な滞納整理を行うよう求めて、質問いたします。 
 １つ目は、２１年度の市税、各種料金の収納状況、滞納金額、その増減や滞納の特徴につい

て伺います。 
 ２つ目は、滞納者救済の手段として、滞納処分の執行停止がありますけども、２１年度にお

ける件数とか金額について、伺います。 
 ３つ目は納税の猶予、徴収の猶予、換価の猶予、滞納処分の停止などの納税緩和措置があり
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ますけども、この措置についてどのように市民に周知され、保障されているのかを伺います。 
 ４つ目として、行財政改革では滞納者に対して、名前の公表とか行政サービスの制限を明記

しております。現在でも滞納者に対しては、市営住宅の入居制限など、いろんなサービスの制

限をしておりますけども、これ以上の制限を拡大するということなんでありましょうか。この

ように、制度上の差別を設けることというのは、法のもとの平等を謳った憲法に違反していな

いでしょうか。それに留まらず、個人の尊重や生存権などにも違反していないでしょうか。見

解を求めて、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。 
 答弁を、梶原総務部長。 

〇総務部長（梶原清君） 
 亀山和子議員の一般質問にお答えいたします。 
 まず、市税および各種料金の収納状況、滞納の特徴についてですが、２１年度の決算が確定

しておりませんので、５月 終週での概況につきまして、主なものについてご説明いたします。 
 市税につきましての収納状況は、現年度課税分の収納済み額が８６億７千万円、収納率９４．

６%で前年度決算と比較して、０．２ポイント上回っております。過年度課税分では２億７，

９００万円、１１．１%で０．２ポイント下回りました。 
 税別の内訳ですが、市民税が３３億５千万円、固定資産税と都市計画税を合せて４８億１千

万円、軽自動車税が１億７，３００万円、タバコ税４億９千万円、入湯税１億２，５００万円

となっております。 
 滞納金額につきましては、現年度分４億９，３００万円、過年度分２１億１千万円で、総額

２６億円となっております。 
 次に国民健康保険税は、現年度課税分の収入済み額が２１億５千万円、収納率８８．５%で

前年度より０．５ポイント上回り、平成２１年度分を含めた滞納総額は１１億１千万円です。 
 後期高齢者保険料では、現年度分が３億８，６００万円、９８．８%で０．７ポイント上回

り、滞納総額は７１５万円となっております。 
 介護保険料は現年度分８億３，３００万円、９７．６%であり、収納率はほぼ横ばいで、滞

納総額は３，８３０万円です。 
 次に保育料につきましては、現年度分が４億５，５００万円、９８．０%で１％以上伸び、

滞納総額は５，９７０万円であります。 
 市営住宅使用料は現年度分６，３４０万円、８８％で１．７ポイント下回り、滞納総額は８６０万

円です。 
 上水道の使用料につきましては、現年度分６億５，７００万円、９３．９％で０．１ポイン

ト上回っており、滞納総額は２億１，７００万円となっております。 
 簡易水道使用料は現年度分２億６，９００万円、９７．１％で０．８ポイント下回っており

ます。滞納総額は３，６００万円です。 
 下水道の使用料金につきましては、現年度分４億２，５００万円、９５．７％で１．７ポイ

ント上回っております。滞納総額は８，７００万円です。 
 滞納の特徴につきましては、２１年度中の厳しい経済状況や雇用情勢が影響し、継続的な滞

納者に加え、新たな滞納者も増加傾向にあります。こうした方々には、納付指導や分納誓約等
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により、定期的な納付をお願いしているところであります。 
 続きまして、執行停止の件数、金額についてですが、２１年度の市税および国民健康保険税

の執行停止は４２８人で、３億４，１００万円となっております。 
 なお、滞納処分は差し押さえが４４６件で、差し押さえ財産の換価につきましては３２０件、

４，９４０万円、交付要求は２１６件で、配当が８９６万円でした。 
 次に納税緩和措置についてですが、地方税法では納税緩和措置として、徴収の猶予や換価の

猶予、滞納処分の停止などがあります。また、国民健康保険関係における納税緩和措置につき

ましても、国民健康保険税条例に基づく所得階層別の軽減措置と、減免要綱に基づく災害や病

気等の特別な事情により、国民健康保険税の納付が困難となった世帯が該当となる減免措置、

さらに今年４月から国民健康保険税条例改正により、非自発的失業者への課税の減額措置があ

ります。 
 このように個々の制度により緩和措置等が定められており、周知につきましては、例えば国

保税の場合、本算定によります税額の決定通知書に併せ、軽減措置について該当世帯に対し、

直接お知らせするなどの周知を図っております。また、広報紙などにおいても、制度について

のご理解を深めていただくお願いを行っております。 
 なお、該当者につきましては、申請書の提出により該当事項に合致した場合は、その権利は

保障されているところです。 
 次に行政サービスの制限についてですが、市が行うさまざまなサービスは、市民の皆さまに

納めていただく税金などを財源として、提供できるものであります。 
 市では、現在、事前審査型条件付き一般競争入札における入札参加資格や住宅用太陽光発電

システム設置費の補助金、父子家庭児童育成手当などにおいて、市が徴収する税や使用料など

に滞納がないことを要件としているものもあります。 
 収入の減少等により、やむなく滞納となっている方もおられますが、中には納められる状況

にありながら、納める意思のない方も少なからず、見受けられるのが現状です。このような状

況の中、納付していただいている多くの市民の皆さまに不公平感を生じさせず、滞納抑制も考

え合せた中で、行政サービスを制限することも致し方ないと考えております。 
 なお、憲法で保障されております生存権や教育を受ける権利を侵害しないよう配慮すること

は当然なことではありますが、必要であると考えております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（上野稔君） 
 亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 私の聞き漏らしかもしれませんけども、給食費と学童保育料の滞納状況は、どうなっている

でしょうか。 
〇議長（上野稔君） 

 梶原総務部長。 
〇総務部長（梶原清君） 

 給食費、ならびに学童保育については、調査をしてありません。 
〇議長（上野稔君） 

 仲澤教育部長。 
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〇教育部長（仲澤和朗君） 
 給食費の収納状況についてでございますけども、給食費の収納状況、それから滞納金額につ

いてでございますけども、昨年度から各学校で収納率のアップに学校ぐるみで取り組んでいた

だきました結果、平成２０年度の９９．１１％だった収納率が９９．４８％に上がりまして、

未納金額も２９０万円から１６０万円と、１３０万円減少することができました。特に給食セ

ンター方式の学校につきましては徴収率１％アップ、約１２０万円減と、著しい成果が得られ

たところでございます。 
 また、滞納問題につきましては、教育委員長、校長会会長、ＰＴＡ連合会会長などで構成さ

れました学校給食検討委員会で解決に向けて、対策を決定しております。 
 今後も学校と教育委員会が連携し合いまして、収納率の向上を目指して、新たな滞納をつく

らないよう、努めていきたいと思っております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（上野稔君） 
 河野福祉事務所長。 

〇福祉事務所長（河野修君） 
 学童保育料につきまして、申し上げます。 
 ２１年度の決算の見込みでございますが、調定額が１，８６７万１千円で、収納済みが１，

８４２万９千円、収納率が９８．７％でございます。未収額は、２４万２千円ということにな

ります。２１年度の数字でございます。 
 以上、答弁といたします。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 終わります。 

〇議長（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。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 関連質問をさせていただきます。 
 初に少し触れられたわけですけども、今日の滞納問題、そもそもなぜ起こるかということ

ですが、戦後、シャウプ勧告に基づく税制でいけば、こんな問題は起こらなかったわけです。

シャウプ勧告は直接税、応能負担を原則とするものでありまして、利益に累進的に掛ける税金、

応能負担の税ならば、払えないということはないはずであり、その場合、滞納は特別な場合を

除き、払えるのに払わない、いわゆる悪質滞納だというふうに、その場合は言えるんではない

かと。しかし、その後、間接税、いわゆる応益負担に、税制のシフトをしてきたということで、

滞納問題の根本的な原因がそこにあると思います。ときには利益以上の額になる事業者の払う

消費税や国保税の応益割などの人頭税という類のものです。折しも、不況や派遣労働解禁で払

うにも払えない人々が急増しております。 
 よく知られているとおり、日本の税、社会保障は国際的にも所得配分機能は 低クラスです。

一方、この間、貧富の差が大変、大きくなってきました。そして投機なども頻発して、経済を

かく乱しております。 
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 そこで伺いたいんですが、今、この矛盾を一層拡大する大企業減税、消費税増税というよう

なことが、いろいろなところで提唱されているんですが、これは市民生活にとっても大変であ

るし、滞納も当然、増えるし、そして特に中小の業者にとっては大打撃になるということが予

想されるわけなんですね。こういう大企業減税、消費税増税という考え方について、市長の所

見をまず、伺いたいと思います。 
〇議長（上野稔君） 

 梶原総務部長。 
〇総務部長（梶原清君） 

 渡辺議員の関連質問でありますが、消費税の動向も取り沙汰されたわけですが、当然、税に

ついては国の動向等で課税しておりますし、市税等についても当然、地方税法でありますので、

国の動向等を見ながら、いきたいと思います。 
 以上であります。 

〇議長（上野稔君） 
 渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 そういうことで、国にもものを言っていただきたいと思うわけです。市民を苦しめるわけで

ございます。 
 次に払うにも払えない滞納者に、どう対処するかということで、亀山議員が質問したとおり、

納税の義務を定めていると同時に、国税通則法や納税緩和措置について、さまざまな定めを法

はしております。そこで、笛吹市は納税緩和のうち徴収猶予の制度を市民に知らせていないし、

また申請の書式もないわけですが、この改善をする考えがあるかどうかを伺いたいと思います。 
〇議長（上野稔君） 

 梶原総務部長。 
〇総務部長（梶原清君） 

 ただいま収税課では、納税相談に来ていただいて、分納誓約等をしていただいているわけで

すが、それぞれの家庭の経済的状況も聞き取りしながら納税できるのか、あるいは納税できな

いのかという部分を判断しながら、納税相談をしていただいていますので、納税相談に来てい

ただいて、状況を説明していただきながら、そういう措置を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） 
 渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 徴収猶予の制度も知らしていない、申請の書式もないということで、ぜひ書式も備えておい

ていただきたいと、改善をお願いしたいわけなんですが、それであと、滞納整理という問題で

すが、これは大変重要な、また高度な業務だと思うわけです。そこで伺いたいと思うんですが、

１つは臨時職員を含め、滞納整理に当たる職員に国税通則法や地方税法１５条関係および納税

の猶予等の取り扱い要綱、こうしたものの要旨については、ちゃんと教育しているのかどうな

のかということを１点。 
 それから２点は、納税の猶予等の取り扱い要綱、どのように適用しているのかというのが２点。

それから滞納整理は、臨時職員の仕事にしては、この高度な仕事ですね、経験も必要な仕事で
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すので、そう思いますけどもいかがかと。所見を伺いたいということでございます。 
〇議長（上野稔君） 

 梶原総務部長。 
〇総務部長（梶原清君） 

 収税課の職員につきましても、当然、職員ですので、異動もありますので、専門的な徴収の

研修、一昨年からは県の機構も併せまして、職員研修をしているわけですが、市独自でも専門

的な収納、徴収の研修へ職員を派遣しながら、技術の向上、習得技術、収納方法を研修させて

いるところであります。 
 それから要綱については特に定めていないわけですが、職員の内規的な部分で、統一的な意

識、基準で課の中では統一的にやっております。 
 また、臨時職員については今現在３名おりますが、１名については専門的に調査業務、調査

業務をお願いしまして、合併前から２名については、直接、現地へ出て徴収業務をしていただ

いているところであります。 
 以上であります。 

〇議長（上野稔君） 
 渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 今言った納税の猶予等の取り扱い要綱というのは、これは市の独自な要綱ということではな

くて、国からの通知があるはずなんですけども、これが実際の取り扱いの基本になっていると

思うんですが、これはどのように、ちゃんとその趣旨を説明されているのか。そして、もう１つ

は、ちゃんとそれに基づいた適用をしているのかという質問でございます。 
〇議長（上野稔君） 

 梶原総務部長。 
〇総務部長（梶原清君） 

 徴収においては、国の基準に準拠してやっていると思います。 
〇議長（上野稔君） 

 渡辺正秀君。 
〇７番議員（渡辺正秀君） 

 誤解の発言もあったように、徴収ということは、これはきっちり集めていくということが一

方では大事なわけなんですが、もう一方では、やはりこういう、払いたくても払えないという

状況に対してどうするのかというのが、きちっとこういうものに基づいて、ただ、しゃにむに

目標を決めて徴収すればいいというものではない。それだとかえって、信頼もなくしてしまう

ということで、ぜひ、そういう対応を行っていただきたいということをお願いしまして、終わ

りたいと思います。 
〇議長（上野稔君） 

 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３時３５分といたします。 
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休憩  午後 ３時２１分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ３時３５分 
〇議長（上野稔君） 

 再開いたします。 
 一般質問を続けます。 
 ５番、中村正彦君。 

〇５番議員（中村正彦君） 
 正鵠会の中村でございます。議長の許可をいただきましたので、質問に入らせていただきま

す。 
 ６月に入り初夏を迎え、天候もやっと安定してまいりました。先日までの異常気象では、今

年の農作物への影響も大いに心配いたしましたが、日本一の桃とブドウの郷、笛吹市の農家の

皆さんも、今は猫の手も借りたいほど忙しく、農作業に励んでいることと思います。 
 もう少しでワールドカップも始まり、岡田ジャパンも決勝トーナメントに進み、日本中が大

いに湧き上がり、また今年も豊作で、夏・秋の観光シーズンにはこの笛吹市と石和温泉郷に多

くの観光客が訪れ、賑わうことを期待しながら、質問に入らせていただきます。 
 初に管内病院への搬送状況について、お尋ねいたします。 
 昨今、新聞・テレビ等で報道されていますが、緊急搬送時に救急車の病院側の受け入れ拒否、

たらい回し等が行われているニュースをよく目にします。こんなことが実際にあるのかなと思っ

ていました。都会では大変だな、この笛吹は田舎だからこういうことはなくてよかったなと安

心していました。 
 ところが先日、市外ではありますが、私の親戚でも同じようなことが起こりました。その方

は老人施設にお世話になっていましたが、体調を崩したため、施設で提携している病院に連絡

をとったところ、４件断わられ、救急車を呼んで、救急車による連絡でも５件目にして、やっ

と収容先の病院が見つかりました。合計９件の問い合わせを行ったそうです。その間、１時間

３０分ほどでしたが、本人はもとより家族や施設の関係者は、収容先の病院が見つかるまでの

時間、本当に切なく、不安な気持ちだったと思います。幸いにして、大事には至りませんでし

たが、私の身近にもこのようなことが起ころうとは想像もしておりませんでした。 
 そこで、管内病院への搬送状況はどうなっているのか。現場到着時間、病院到着時間を含め、

笛吹市の状況をお聞きいたします。 
 また、救急車が現場到着したとき、救急救命士のとっさの判断と処置によって、事態は大き

く変わるものと思われます。そこで、救急救命士の現状をお尋ねいたします。 
 次に、こういう場面に出くわしたとき、まわりの人の初期対応は非常に大事だと思います。

私も長い間、消防団活動において、ある程度の知識は習得したつもりですが、たぶん、このよ

うな場面に出くわせれば、きっと戸惑い、何をどうしたらよいのか、パニックに陥ってしまう

と思います。そこでＡＥＤなどを使った市民への救命講習は、どうなっているかをお尋ねいた

します。 
 次に芦川地区は高齢者も多く、消防本部から離れている地域のため、救急車の現場到着も時

間を要することと思います。また、管内に受け入れ態勢が整わない場合、甲府市、または市外

への救急搬送になると想定されますが、非常に時間を要してしまいます。幸い、この春、若彦
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トンネルが開通し、郡内地域が非常に近くなりました。そこで郡内地域への救急搬送は可能な

のか、お尋ねをいたします。 
 以上、お尋ねをいたします。 

〇議長（上野稔君） 
 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、金井消防長。 

〇消防長（金井一貴君） 
 中村正彦議員の一般質問にお答えいたします。 
 まず、管内病院への搬送状況についてですが、平成２０年中のデータとなります。山梨県消

防広域化推進協議会で調査依頼のありました、消防の現状と課題に関する報告書への回答から、

私ども消防本部の現場到着平均所要時間は７．１分、病院収容平均所要時間は３１．８分となっ

ております。 
 山梨県内の１０消防本部、平均の現場到着平均時間が８．２分、病院収容平均時間が３４分

となっていることからみますと、いずれも山梨県平均所要時間よりも短時間で対応していると

考えます。 
 しかしながら、中村議員の質問でも指摘されておりましたように、平成２０年中、私どもの

消防本部の救急搬送人員数２，８６２名のうち、管外搬送した人員は１，３８６名となり、実

に搬送人員の４８．４％に及びました。これは、当市の救急告示病院がわずか３病院と少ない

ことも要因の１つであると考えています。 
 現場救急隊員にとっては厳しい現実となっておりますが、県をはじめとする峡東地域の医療

関係者で構成される保健医療推進委員会は、今年度、笛吹市を対象に救急医療体制の充実策の

１つとして、軽傷患者を対象とした在宅当番医制の新方式を本格的に導入するなど、新たな取

り組みを進めてきております。 
 今後、救急医療体制のさらなる強化を図るため、峡東地域保健医療推進委員会に働きかけ、

協議検討を進めてまいります。 
 次に救急救命士の現状について、お答えします。 
 救急救命士とは、救急救命士法第２条に、厚生労働大臣の免許を受けて、医師の指示のもと

に、救急救命処置を行うことを業とする者と記されております。以前は、救急隊員は医師でな

いため、医療行為を行うことはできないとする日本の法制度上の制限により、救急搬送時の医

療行為が一切禁止されていましたが、平成３年４月に救急救命士法が制定され、制度化されま

した。 
 これにより、心肺停止状態の傷病者に対して救急救命士による、器具を用いた気道確保や半

自動除細動器による除細動、いわゆる電気ショックなどの特定医療行為ができるようになりま

した。さらに、高度な研修を積んだ認定救急救命士では、一時期話題になりました気管挿管や

アドレナリン投与も可能になりました。そのため救急救命士の養成には、資格取得のため７カ

月間、資格取得後４カ月間の研修が必要になります。さらに高度な認定救急救命士の養成には、

１カ月の養成講習研修、５０時間の病院実習および３０症例の気管挿管実習などが義務付けら

れております。 
 少子高齢化が進む現代社会、救急業務における住民ニーズは年々増大するとともに、その質

の高度化が求められております。消防本部では現在１７名の救急救命士を有し、高規格救急車
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も本署、３出張所すべてに配備しておりますが、平成２４年には２０名の救急救命士を確保で

きるよう、今後もしっかりとした研修計画に基づき、救急業務を進めてまいりたいと考えます。 
 次にＡＥＤなどを使った市民への救命講習について、お答えいたします。 
 呼吸や心臓が停止した傷病者に対し、救急隊員が現場到着するまでの空白の数分間、そこに

居合わせた市民による応急手当てが適切に行われていれば、救命率は格段に向上するといわれ

ております。 
 消防本部では、救命率の向上のため、応急手当の中でも心肺蘇生法の修得に主眼を置き、か

つ救急事故現場で適切に実施できるよう、訓練用人形等を用いた体験型の応急手当講習会を積

極的に開催しております。 
 平成２１年中、学校ＰＴＡ、事業所、行政区などから要望の多い応急手当講習会は６８回、

３時間の受講が義務付けられている普通救命講習は２７回開催し、延べ３，１１１名の市民の

皆さんがＡＥＤ操作を含めた応急手当を学ばれております。 
 平成２２年度マニフェストにもお示ししましたとおり、今年度も計画的に応急手当講習会が

できるよう、事業所や行政区などの各種団体に開催の働きかけを積極的に行い、市民を対象と

した応急手当講習会を毎月平均６回、また市施設へのＡＥＤ設置に伴う施設職員を対象とした

普通救命講習を毎月２回、実施していく計画です。 
 次に若彦トンネルの開通に伴う、芦川地区への対応についてお答えいたします。 
 本年３月２７日、笛吹市民待望の若彦トンネルが開通いたしました。すでに多くの皆さんが

若彦トンネルを利用されたかと思います。週休日等には、若彦路の交通量も飛躍的に増加した

感がありますが、現在のところ、交通事故もなく平穏のうちに推移しております。 
 これまで不幸にも不慮の事故や急病により、救急搬送が必要となった傷病者には、芦川支所

に勤務している消防職員と中部出張所救急隊が連携を密にして対応してきましたが、今後も同

様な対応をしてまいります。 
 さらに、新設の若彦トンネル等の事故に対応するため、この５月に富士五湖消防本部と救急

搬送対応を合わせた取り決めを行ったところであります。これにより、富士五湖消防本部管内

の病院への搬送も可能となり、一層の救命率の向上が期待されます。また、大きな災害や交通

事故に対しては、両消防本部で連携をとりながら、より有効な対処を行うこととなっておりま

す。まだ対応事例はありませんが、日ごろから訓練に努め、万全な消防体制を構築してまいり

たいと考えます。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（上野稔君） 
 中村正彦君。 

〇５番議員（中村正彦君） 
 ありがとうございました。 
 ただいまの消防長の答弁の中で、ちょっと気になるところがありましたので、再度お聞きし

たいと思います。 
 ただいまの答弁の中で、平成２０年に緊急出動した際の約半数の患者が笛吹市内の病院では

診てもらえず、近隣の病院のほうにお願いしているとのことでありましたが、そこで救急搬送

に関わり、もう少し詳しく県内のほかの消防本部の状況も含め、説明していただきたいと思い

ます。 
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 われわれ、市民にとっては一分一秒を争う非常に重要なことでありますので、今後の対応策

も含めて、もう一度、お聞かせをお願いいたします。 
〇議長（上野稔君） 

 金井消防長。 
〇消防長（金井一貴君） 

 中村議員の再質問、患者搬送病院の各消防本部を含めた当消防本部の状況および、今後の対

応として、もう少し詳しくということについて、お答えをいたします。 
 消防本部の管内搬送率は、先ほどもお答えいたしましたが、４８．４％と。県内においても

も高くなっております。県内のほかの消防本部と比較しますと、富士五湖消防本部は２．７％

と も低く、次いで東山梨消防本部７．２％、甲府地区消防本部が７．６％となっております。

山梨県下の平均は２０．１％ですので、当消防本部の割合の高さが分かると思います。原因の

１つとして考えられるのは、笛吹市近隣に大きな総合病院が多数あり、かかりつけの病院が笛

吹市以外であるという患者さんも多く見られるからだと思います。 
 また救急隊員が病院を手配する回数ですが、近年、増加しまして、４回以上、病院を手配し

た件数が平成１９年８３回、平成２０年が１１７回、平成２１年が１８２回と急増している状

況であります。１つの例で１回に１８回、病院を手配しまして、１時間５０分、所要時間を要

した救急事案もあります。 
 このような状況の中、当本部が１１９番から現場到着、病院到着までの所要時間は県下消防

本部の平均値よりも短い時間でありますが、当市の近隣に総合病院が多数あるからであり、ま

た現時点では、市民への救急サービスは確保できているものと考えております。 
 この状況が続くことは、決してよいことでありません。そこで２点目の今後の対応策につい

て、お答えいたします。 
 昨年の１０月より、笛吹市地区の夜間一次救急病院の新体制、ダブルドクター方式というん

ですが、県の保健医療推進委員会を通じてスタートしました。この体制は、市内夜間の二次病

院へ開業医の一次救急病院の医師が出向しまして、一次救急と二次救急の双方の充実を図るこ

とを目標としております。しかし、この体制はまだスタートしたばかりですので、明らかな数

値は出ませんが、少なからず、よい方向に向いているとのことであります。 
 また笛吹市と東山梨地域では、二次医療のシステムが医療の格差が多いために、この点も保

健医療推進委員会に働きかけ、医療圏域の見直しも協議していただけるよう、お願いをしてい

きたいと思います。 
 さらに国においては、重症患者のたらい回し防止のため、消防法の改正を行いました。これ

に伴いまして、山梨県でも協議会を立ち上げ、重症患者搬送時のマニュアルを設定しました。

マニュアルでは、医療圏域等は問わず、重症患者に一番適した病院へ搬送することを考えられ

ているために、マニュアルの早期実現に大いに期待をするものであります。 
 当消防本部では、笛吹市内における夜間救急体制の円滑な体制を目指して、市民が夜間であっ

ても市内の病院に受診できるような、安心して生活できる笛吹市となるよう、今後、他の機関

へ働きかけを続けていきたいと考えております。 
 以上、答弁とします。 

〇議長（上野稔君） 
 中村正彦君。 
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〇５番議員（中村正彦君） 
 ただいまの消防長の答弁で、年々、手配回数が増えているのには、本当に驚きました。また

特例だとは思いますが、手配回数が１８回とは非常にびっくりしました。管内においても、大

変、厳しい状況がよく分かりました。しかし、署員には切磋琢磨し、訓練・勉強を重ね、また

医療機関と連携を図りながら、市民の皆さんに安心と安堵を提供していただきたいと思います。 
 続いて、２問目の質問に入らせていただきます。 
 次に石和中学校の校舎について、お尋ねいたします。 
 先日、石和中学校を訪問する機会がありました。今まで体育館、グラウンドは何回も使わせ

てもらいましたが、校舎の中へは初めて入りました。南館のほうで先生とお話をして、せっか

くの機会だったので、校舎の中を案内してもらいました。まず、私が一番に感じたことは、使

いにくいそうだな、暗くて傷みも出てきているなというのが感想でした。北館の生徒たちの使っ

ている教室は廊下もなく、使いにくく、閉塞感さえも感じました。笛吹の宝でもある子どもた

ちには、明るく伸び伸びとした環境の中で、青春の思い出として、勉強にも仲間づくりにも励

んでもらいたいと思いました。そこで、次の質問をさせていただきます。 
 築３６年経過しているとのことですが、バッテリー式という、今の建物の構造では不便はな

いのか。 
 次に給食棟のほうも拝見させていただき、耐震がまだ、できていないと伺いました。今後、

給食棟に対しての考えをお聞きいたします。 
 次に校舎、給食棟の改築、建て直しのお考えはあるのか、お聞きしたいと思います。 

〇議長（上野稔君） 
 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、山田教育長。 

〇教育長（山田武人君） 
 中村正彦議員の一般質問にお答えいたします。 
 まず、バッテリー式という建て方で不便はないのかという、この問題についてお答えいたし

ます。 
 石和中学校の校舎につきましては、昭和４９年に現在の場所に新築移転いたしまして、今年

で３６年が経とうとしております。経年劣化による補修個所も目立っております。加えて北館

普通教室棟につきましては、階段を挟んで両側に教室があって、教室間を結ぶ廊下が設置され

ていない、通称バッテリー型という特殊な構造になっております。自動車のバッテリーのよう

に、ほかへ行き来ができないということです。 
 このような構造の校舎は、県内では甲府北東中学校の１例がありましたが、すでに平成４年

には廊下のある校舎に建て直されており、全国的にも希少であると思われます。調べましたけ

ど、ほかにないということです。教頭さんがいろいろ調べましたけども、こういう校舎はない

ということで、分からないということです。 
 北館１階の昇降口の天井は低く、明かり取りがないことから、階段と同様、大変暗く感じら

れ、また同じ階の他のクラスに行く場合には南館を経由しなければならないため、大変不便で、

クラスや学年を越えてのコミュニケーションづくりも難しくなっております。 
 このような構造上の問題から、生徒や先生方は圧迫感や閉塞感を感じながら、学校生活を送っ

ているような状況であり、大事な時期を過ごす中学校の校舎としては、課題を感じております。 
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 なお、過日行われました教育厚生常任委員会における石和中学校視察の折にも、構造上の不

便さや改修の必要性について、指摘を受けているところでもあります。 
 次に、今後の給食棟の耐震化の考えはについて、お答えいたします。 
 給食棟につきましては、校舎の新築移転と同時に建築され、自校方式により運営が行われて

おります。現在までに、給食棟の一部を集会場や特別教室などに用途変更するなど、段階的に

改修を行ってまいりましたが、耐震に対しましては補強を要する状況であります。 
 調理場の課題につきましては、議会でも何回かご質問を受けておりますが、大変狭く、湿気

が出やすい構造上のため、衛生面には十分配慮しながら運営しております。ドライ方式の給食

調理場が主流となる中、今後、耐震面も併せて改修を行っていく必要があると考えております。 
 次に今後、改築・建て直しの考えはあるのかについて、お答えいたします。 
 今後の方向性でありますが、北館を部分的に改修することにつきましては、建築基準法上、

不可能とされており、また構造上の不便さや生徒たちが感じている閉塞感や圧迫感を払拭する

ためには、部分的改修では解決できるものではないと考えております。 
 また、給食棟の耐震化は避けられない課題であり、学校給食調理場のドライ方式への転換が

進む中で、石和地区全体を考えながら校舎の問題も含めて、総合的に検討していかなければな

らないと考えております。 
 現在、学校施設につきましては一宮給食調理場、一宮中学校耐震改修など大規模事業を進め

ているところであり、今後の施設整備も計画的に行っていかなければなりません。 
 石和中学校の校舎や給食棟の改修の方向性につきましては、さまざまな角度から調査・研究

を重ねていく必要があると考えております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（上野稔君） 
 中村正彦君。 

〇５番議員（中村正彦君） 
 ただいま、山田教育長のほうから回答をいただき、バッテリー式の説明も受けましたが、私

も行ったときに、一番、感じたことは、きっと昔はこんなような建て方が流行ったんだろうな

と。だけど、こんな使いにくい建て方をしたのかなというのが、率直な感想でした。 
 また給食調理場のほうへも行かせてもらったときに、大変、狭く感じました。現在、あそこ

で何人分の調理をしているのか。また教育長の中で、ドライ方式という言葉が出てきましたけ

ども、ドライ方式の調理場というのも、もう少し詳しく教えてください。 
〇議長（上野稔君） 

 仲澤教育部長。 
〇教育部長（仲澤和朗君） 

 石和中学校の調理場の狭さというものを、今、中村議員さんのほうからお話がございました

けども、スペース的には１９２平方メートルのスペースでございます。その広さの中で、８名

の調理員さんが現在、８００食強の給食を作っていただいております。生徒数、それから職員

数、また８００食という食数につきましては、あの広さの給食調理場につきましては、これが

限界かなというように、私どものほうでは思っております。 
 またドライ方式でございますけども、先ほど答弁いたしましたように、今、主流となってい

るドライ方式でございますけども、ウエット方式とドライ方式という形になるわけでございま
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すけども、安全で安心な給食を提供するためには、調理場内を乾燥して、清潔にしていかなけ

ればならないというような方法でございます。また衛生管理を徹底するために、食材を検収し、

また下処理、それから調理、それから洗浄というように、部屋を３つないし４つというように

分けて、部屋をもちます。そんなことから、現在の１９２平方メートルという調理場のスペー

スでは、当然スペース的には足りなく、約３倍くらいの広さが必要かというように考えており

ます。 
 いずれにいたしましても、調理場につきましては、狭い上に古いということもございますし、

また主流となるドライ方式ということを考えますと、これから検討していかなければならない

と思っております。 
 以上です。 

〇議長（上野稔君） 
 中村正彦君。 

〇５番議員（中村正彦君） 
 石和中学校の校舎、給食棟の課題については、石和の学校給食調理場も含め、総合的な調査

研究を進めるということですが、具体的な取り組みをお聞かせ願います。 
〇議長（上野稔君） 

 仲澤教育部長。 
〇教育部長（仲澤和朗君） 

 具体的な取り組みでございますけども、先ほど答弁いたしましたように、校舎につきまして

は、バッテリー方式という、非常に珍しい構造の校舎ということで建てられたものでございま

す。県内にも１棟しかないというものが、今すでに改修されているというような状況でござい

ます。また、北館の改修ということになりますと、建築基準法によりますと、改修ができない

というような状況にもございます。そんなことでございますが、果たして、北館の校舎につき

ましては、どのような形で改修ができるのか。また新たな建築が必要なのかということについ

て、これから検討していかなければなりません。 
 また給食棟につきましても、今、申し上げましたように、古くて、また耐震化も進んでいな

いということもございます。また、ドライ方式ということになりますと、スペース的にも、必

要なスペースが多くなるというようなことがございます。ですから、これから給食棟につきま

しては、共同調理場が可能なのか。または、改修・改善が可能なのか。そういったことにつき

まして、さまざまな角度から調査をしなければならないと考えております。そういうことから、

これからの対応につきましては、調査費を計上させていただきまして、石和中学校の北館およ

び給食棟につきましては、調査を進めていきたいと思っております。 
 以上で、答弁といたします。 

〇議長（上野稔君） 
 中村正彦君。 

〇５番議員（中村正彦君） 
 ただいま教育長、部長の答弁の中で、今後、さまざまな角度から調査をしていくとのことで

したが、一刻も早く調査をして、今後の対策をお願いしたいと思います。 
 後になりましたが、石和中学校を訪問した際、グラウンドで生徒たちが元気よく走りまわ

り、部活に励んでおりました。会う子どもたちが元気よくあいさつをしてくれ、大変落ち着い
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た雰囲気が感じられました。また校舎の中では、卓球部の子どもたちが練習をしていましたが、

練習中の手を休め、大きな声で「こんにちは」というあいさつをしてくれた姿には、この子た

ち、みんないい子だなと感心しました。帰りの車の中で、私の心の中もさわやかになり、子ど

もたちから元気をもらい、また晴れ晴れとした気分で自宅に向かいました。 
 そんなことも申し添えながら、質問を終わらせていただきます。 

〇議長（上野稔君） 
 以上で、中村正彦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。 
 ６番、風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 正正会の風間好美です。 
 通告に従い、２問につき一般質問を行います。 
 まず１問目としまして、過去の防災質問に対する市当局の取り組み状況および成果はについ

て、お聞きいたします。 
 われわれ市民にとって、日々の生活の中で、いつ、どこで起こるのか分からない地震災害に

ついて、過去数回、本会議でも質問が提出されております。われわれが住んでいる地域で、過

去どのような災害があり、それが将来に発生する可能性がどれだけあるのか。これらを知るこ

とが生命・財産を守り、自然システムの中で生き延びるための一歩であり、また災害のサイク

ルを断ち切る一歩であるとも考えます。 
 各地域での具体的な危険性の認知、評価は不可欠であり、そのために国の中央防災会議が果

たしている役割は大きく、われわれが国で重要な災害に対し、評価し、すべての対策を提言し

てくださっております。 
 山梨県においても平成１３年１２月には、中央防災会議が２２年ぶりに想定震源地域、想定

震源度等、分布の見直しを行いました。その結果、県内の多くが震度６弱、または震度６強お

よび震度７の地震度が推定されました。これを受けて、山梨県防災対策推進会議が設置され、

防災予防対策や普及復興対策を行っていくため、県政全般にわたる防災対策を総点検した上で、

山梨県地域防災計画の具体的な行動指針となる山梨防災アクションプランを策定しており、現

在、各地で連絡会の発足、説明会、防災講座の開催、防災ガイドの作成などの活動が、今現在

でも進められているとお聞きしております。本市でも地域防災の行動、認識等々、さらなる向

上が期待されるところであります。 
 それでは、質問に入らせていただきます。 
 １番目としまして、２００５年、平成１７年３月の一般質問で、平成１７年度で笛吹市地域

防災計画を策定する予定だが、市民参加型で計画を取り入れるのかの質問で、市よりの答弁で

平成１７年度には、地震災害のみならず、あらゆる災害に対し対応すべく、笛吹市の地域防災

計画を樹立し、防災会議で十分な検討を重ねていき、計画に基づき防災教育・訓練の実施、そ

の他の備品整備の措置を施すとの答弁でありましたが、どのように市民に対してお伝えできた

のか。また成果等について、お伺いいたします。 
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 ２番目としまして、同じく平成１７年３月の質問で、各行政区で、たくさんのボランティア

リーダー設立要望を提言しました。市よりの答弁としまして、地域防災計画に基づき安全確認

ができるよう隣り組組織も視野に検討、また生活弱者への安全確認等々、ボランティアを通じ

考えていくとの答弁でした。どのように検討をなさっているのか、お伺いいたします。 
 ３番目としまして、２００５年、平成１７年１２月の議会、一般質問で笛吹市にも防災士を

との質問で、市よりの答弁として、本市においては防災士のみならず、県内で実施されている

救急救命講習、各種防災講習会等への参加、各種防災訓練などの機会の創設や参加に対する啓

発を積極的に働きかけていきたいとの答弁、どのように市民に働きかけたのか、お伺いいたし

ます。 
 ４番目としまして、２００６年、平成１８年６月の議会で、地域ネットワークによる自主防

災体制の充実についての質問で、市よりの答弁として、各行政区の行事の中で学習の場を広げ、

地域コミュニティを強化するとの答弁でありました。各地域へ、どのような学習を指導したの

か、お伺いいたします。 
 以上で、１問目の質問とさせていただきます。よろしくご答弁をお願いいたします。 

〇議長（上野稔君） 
 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、梶原総務部長。 

〇総務部長（梶原清君） 
 風間好美議員の一般質問にお答えします。 
 まず、防災計画ならびに施策の展開および成果についてですが、笛吹市地域防災計画は住民

の生命・身体・財産を災害から保護することを目的に、平成１８年９月１日に笛吹市防災会議

において策定いたしました。地域防災計画の内容につきましては、一般災害編、地震編、資料

編から構成されており、災害に強いまちづくりの指針として、恒久的な災害対策を進めるため

の基本的事項を定めております。この地域防災計画に基づき、平成１９年度からは市内の行政

区の協力のもと、自主防災組織と市が連携を図る総合防災訓練を行っております。 
 いざというときの避難行動や救援活動を取り入れ、各支所の現場指揮本部との情報伝達など

実践的な訓練を取り入れ、地域の防災力の向上により、災害時の迅速な対応につながると考え

ております。 
 次に行政区などを単位とした、ボランティアによる共助体制の検討について、お答えいたし

ます。 
 災害時には自主防災会等による共助活動が、減災の鍵を握っています。本市においては、区

長が自主防災会長を兼務して、防災活動を推進することが多いわけですが、地区によっては会

長を補佐する自主防災リーダーが設置され、地域住民に対する防災活動の指導などに当たって

います。 
 今般、高齢者や障がいを持たれた方など、１人では避難が困難な災害弱者の安否確認や避難

支援につきましては、地域支援者、すなわち、いざ災害の発生と同時に災害弱者の近隣に在住

し、いち早く避難の手助けをするボランティアの必要性を地域に啓蒙するとともに、区長をは

じめ地区の役員、民生委員の協力をいただき、平成２０年４月から災害時要援護者支援登録を

進めております。 
 災害時要援護者を地域の住民が把握していることにより、大規模災害発生時には家族だけで
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なく、地域住民が要援護者の安否確認や避難の支援を行うことで、減災につながるものと考え

ております。 
 現在は５４４名の登録がありますが、地域の絆を深めていただき、災害弱者が地域支援者に

より迅速な避難ができるように、ご協力をお願いしたいと思います。 
 次に各種防災訓練機会の創設と参加の啓発について、お答えいたします。 
 災害時、地域の中心的な役割を担う自主防災組織にあって、中核になっていただく方には、

地域防災リーダーとして養成講座を受講していただいております。専門的な知識を習得し、地

元へ普及することにより、災害に備えた自主防災組織の体制強化に取り組んでいただいており

ます。また、 近ではＡＥＤ、自動体外式除細動器を設置する施設が増え、救命講習会への関

心が高まっております。消防署員による普通救命講習会やＡＥＤ講習会は、自治会や学校ＰＴ

Ａなど団体での受講も増えています。市の総合防災訓練の事前学習会では、救急救命処置の講

習会を行い、市民に普及を図っております。 
 後に防災に関する地域コミュニティの強化について、お答えいたします。 
 共助の精神に基づく、自分たちの地域は地域で守るという取り組みは、地域ネットワークに

よる自主防災組織の役割が多くを担っております。 
 市では、地域防災力の向上を目的とした自主防災組織活動マニュアルをお示しして、自主防

災組織の役割や地域での効果的な防災訓練の内容等を取り入れていただき、自主防災組織の取

り組みに活用いただいております。 
 総合防災訓練では、災害時要援護者支援者登録をされている方にも参加いただき、支援者に

よる安否確認や避難支援を行い、地域の助け合いネットワークをより深める訓練となりました。

また、自主防災組織数地区を活性化事業として、講習会・研修会を実施することで地域住民の

防災意識の向上を図り、防災・減災の取り組みを進めてまいります。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（上野稔君） 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 ありがとうございました。１項目ずつ、再質問させていただきます。 
 １項目の笛吹市地域防災計画に基づき、市内の行政区への協力のもと、防災訓練を行ってい

るとの答弁がありましたが、どのような地域防災計画書であるか、私は見たこともありません

し、どのように区、また配布されているのか、お聞きしたいと思います。 
〇議長（上野稔君） 

 梶原総務部長。 
〇総務部長（梶原清君） 

 地域防災計画書につきましては、災害対策基本法の４２条で、市町村が地域防災計画の策定

をすることについて義務付けられております。その中で、また市では防災会議条例で、防災会

議の委員さんを指名しまして、防災会議の中で策定をしたところであります。 
 防災計画には防災予防計画、それから防災応急対策計画、防災災害復旧対策計画の各編で構

成されておりまして、防災計画書につきましては、結構分厚い、赤い本でありますが、現在、

市では２００部、配布をしております。配布先につきましては、市内の各区、全区へ１部ずつ

配布してあるとともに、各小中学校、それから議会では議会事務局へ５部、赤い厚い本、計画
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書ですが、配布をしてあります。そのほか、関係する機関、県等の機関も含めまして、それぞ

れ配布していまして、合計で２００部、配布してあります。 
 以上であります。 

〇議長（上野稔君） 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 今、初めて、そんなような話を聞いて、私の認識不足か、ちょっと分かりません。この本が、

防災計画書が高いかどうか、私、分かりませんけども、議員の皆さん方にも配布できたらいい

かなと思いますけど、その点、どうでしょうか。 
〇議長（上野稔君） 

 梶原総務部長。 
〇総務部長（梶原清君） 

 議員さん全員に１部ずつ配布すればいいわけですが、増刷の費用、毎年、修正が必要であり

まして、先ほど言いました議会事務局に５部、配布してありますので、必要な方につきまして

は、議会事務局のほうから順次、また借りていただいて、ご覧いただきたいと思います。 
 以上であります。 

〇議長（上野稔君） 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 分かりました。２項目目へ移ります。 
 災害時要援護者支援登録者が、たしか５４４名とお聞きしましたが、どのような地区割になっ

ているのか、その配分というか、地区別が分かりましたら、お願いをしたいと思います。 
〇議長（上野稔君） 

 梶原総務部長。 
〇総務部長（梶原清君） 

 要援護者の登録につきましては、先ほど言いましたが５４４名でありますが、登録につきま

しては、先ほど答弁でも言いましたとおり、各区長さん、あるいは民生委員さんの協力をいた

だき、１人では災害時に避難ができない方、近所の方の支援をいただくということで、登録を、

２０年度からお願いしたわけですが、５４４名につきましては、各行政区ごとの登録になって

おりまして、各区長さんにも要援護者の登録済みの方につきましては、支援者も含めて、名簿

等については、各区へはいっています。ただ、個人情報の保護等がありますので、区長さんに

は、その旨お伝え願いまして、５４４名については、各旧町村ごと、各区ごとに登録者の名前

等、台帳はいっております。 
 以上です。 

〇議長（上野稔君） 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 ありがとうございました。３項目に移らせていただきます。 
 災害時、自主防災の中核となっていただく方には、地域防災リーダーとしての養成講座を受

講していただいておりますという答弁ですが、どのような方を中核としているのか、お伺いし
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たいと思います。 
〇議長（上野稔君） 

 梶原総務部長。 
〇総務部長（梶原清君） 

 防災につきまして、各行政区ごとに自主防災組織、自主防災会ということで格付けをしてお

りまして、自主防災のリーダーというのは、基本的には区長さんを中心に区の役員、あるいは

消防の役員さん等をリーダーということで、市としては認識をしたり、また、その方に講習会

等へ参加をお願いしているところであります。 
 以上です。 

〇議長（上野稔君） 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 ありがとうございました。４項目へ移ります。 
 ４項目の中で、１、２年前より御坂町、また芦川町上芦川地区において、国交省ならびに県

土整備部砂防課による土砂災害防止月間として、土砂災害を防ぐと題して説明会を行っており

ます。昨日、６日ですね、芦川町の新井原地区で説明会があるとの、県防災担当課でのお話を

いただいております。 
 いつ起こるか分からない地震災害でありますので、これから進めていく考えですとの答弁で

ありました。早急に各地域への防災意識の向上の勉強会を行ってもらいたいが、市のお考えを

お伺いいたします。 
 ちなみに、１つの例としまして、備蓄品に対する実際の取り扱い方法等の指導・説明を行っ

てもらいたいと思います。テントの組み立て、寝袋、ポータブルトイレ等々の扱い方、またこ

れも実例としまして、私も聞きました話ですけど、災害者のところへ立派な枕を送っていただ

いて、ありがとうとの手紙が届いたそうです。しかし、それは寝袋だったとの実例の話も聞い

ております。このような実例が実際の話ですので、特に勉強会等を強く要望したいと思います。 
 また県防災対策担当課が、年に２回ほど講師を呼んで災害に対する講演が県地場産業センター

で行われており、私も参加させていただいております。新聞紙上でも受け付けを行っておりま

すが、県の担当課にお聞きしたところ、市町村職員の方々が多く参加しているとの話でした。

ためになる講演と思いますので、市民の方々にも広報等で参加のお知らせをお願いいたします。 
 そのことで、再質問を終了させていただきます。よろしく答弁をお願いします。 

〇議長（上野稔君） 
 梶原総務部長。 

〇総務部長（梶原清君） 
 市のほうでは、講習会等につきましては、現在、先ほど言いました自主防災組織のリーダー

につきましては、毎年、峡東地域３市で年一度、研修会をしていまして、２００名程度の講習

でありまして、毎年、本市も各区長さんを中心に、６０名くらいで毎年、参加して、自主防災

組織のリーダーとして、研修へ参加をしていただいております。 
 そのほか消防団としましても、独自の災害講習等があります。各行政区につきましては、先

ほど消防長から話がありました、応急手当の講習会についても各区へ行って可能であります。 
 ただ、防災訓練に併せてという場合については、どうしても、こちらから行って指導する方
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に制限、会場とか人数にも、指導者の人数の制限がありますので、また各行政区で、それぞれ

希望がありましたら、言ってもらえれば、市の職員、あるいは消防職員等、それぞれの防災関

係の研修には積極的な対応で、それぞれ各行政区で参加していただければ、講習会、研修会等

を実施していきたいという考えであります。 
 以上であります。 

〇議長（上野稔君） 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 ありがとうございました。ぜひ、これは本当に、大変な研修会になるんではないかと思いま

す。ぜひ生命・財産を守るためにも、しっかりとした、積極的に講習会等々をお願いしたいと

思います。ありがとうございました。 
 それでは、２問目に移ります。八代町四ッ沢川、ほたる公園完成について。 
 ２００７年、平成１９年３月議会で、内藤議員がほたるの里整備で新しい観光スポットをと

題して、一般質問がありました。市からの答弁としまして、積極的に支援していきたいとの答

弁がありました。その甲斐あって、このたび八代町にある四ッ沢川砂防公園内のほたる公園が、

平成１９年度より３年間の中で多額の工事費を費やし、荻野市長はじめ議員、また県、県土整

備部、その他多くの方々のご理解・ご協力により完成に至り、地元としても大変、感謝してお

ります。 
 また市内には金川の森公園内のほたる池、御坂町桃源郷公園内 みさかほたるの会、八代町

奈良原地区 栃山天空ほたるの会、境川町狐川河川、小黒坂・前間田地区、一宮町北野呂地区

等々で、笛吹市地内、各地で短期間ではあるが、空中を乱舞するほたるを、夢とロマンを求め

て、おおぜいの方々の努力で、ほたるの観賞会を行っているとお聞きしております。地元八代

町岡区の有志で行っております稲山ほたる銀河の会会長 河西大蔵氏をはじめ、約８０世帯の

会員の協力で実施しておりますが、会としては一匹でも多く乱舞する姿を見るのが 大の目的

であります。以下、質問に移ります。 
 １番目として、ほたる公園に対する将来的な計画、また事業展開は、市当局としてどのよう

なお考えがあるのか、お伺いいたします。 
 ２番目として、６月上旬より約１カ月間の期間で、ほたるの観賞期間は終わりますが、残り

の期間、集客に対する利活用の施策はどのような考えがあるのか、お伺いいたします。 
 ３番目としまして、地元岡区有志 稲山ほたる銀河の会として、管理運営をどこまで行うの

か。また、行政との関わり方はどのような形態で行うのか、お伺いいたします。 
 ４番目としまして、笛吹市岡区内 ふるさと公園駐車場の整備に伴い、ほたる公園までのア

クセス、遊歩道道路設置は、どのような構想があるのか、お伺いいたします。 
 ５番目としまして、ほたる保護条例制定はお考えでしょうか、お伺いいたします。 
 以上でありますが、動植物の養殖は非常に難しく、これからも紆余曲折、あるいは右往左往

すると思いますが、銀河の会をはじめ、各地域で努力なさっている皆さま方の今後のご活躍を

ご期待し、質問とさせていただきます。よろしくご答弁をお願いいたします。 
〇議長（上野稔君） 

 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、豊角産業観光部長。 
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〇産業観光部長（豊角英人君） 
 風間好美議員の一般質問にお答えします。 
 まず、ほたる公園に対する将来的な計画、また事業展開についてでありますが、この事業は

八代町岡地区の皆さまが、昔のように四ッ沢川をほたるの乱舞する川にして、地域の活性化を

図りたいとの思いから、住民みずからが環境保全、また、ほたるの飼育活動に積極的に取り組

むとともに、市に対してもこの公園整備につきまして、強い要望が出されました。 
 市でもこれを実現すべく、農林水産省の農山漁村活性化プロジェクト支援交付金を活用し、

平成１９年度から３カ年にわたり、ほたる水路や管理道路を整備し、平成２２年３月に完成い

たしました。 
 今後の展開方向としては、初夏、この公園に乱舞するほたるの魅力を全国に発信し、都市住

民との交流を促進するとともに、ほたるの棲む清らかな水が育てた果物として、産地ブランド

を図り、農業所得の向上につなげていきたいと考えております。 
 次に、ほたるの観賞期間以外の集客について、お答えいたします。 
 この地域には春のふるさと公園の桜、また盆地一帯をピンクに染める桃の花の景観、夏の稲

山ケヤキの森の清涼感、秋のブドウの葉の紅葉など、素晴らしい日本の原風景が残っていると

思います。今後、石和・春日居の温泉郷や日本一の桃・ブドウを結びつけた集客を考えていき

たいと考えております。 
 次に、この公園の管理運営について、お答えします。 
 四ッ沢川本流の管理につきましては、基本的に県および市で行うべきものと考えますが、今

回整備した、ほたる公園につきましては、１０年ほど前よりほたるの保存活動に取り組んでい

る稲山ほたる銀河の会を構成している地元岡区への管理委託を考えております。 
 地域に委託する理由として、ほたる水路内のほたるの生育状況や、ほたるの見学者などへの

地元住民ならではの対応、また何よりも地元岡区での今までの活動実績や今後の支援などであ

ります。 
 次に八代ふるさと公園駐車場の整備に伴う、ほたる公園までのアクセス道路設置について、

お答えいたします。 
 市では大型施設整備構想の１つとして、平成２１年度から八代ふるさと公園において、駐車

場と公園内の遊歩道等の整備を中心に計画を策定しております。現在、基本設計の中で、八代

ふるさと公園と隣接する四ッ沢砂防公園内のほたる公園について、周遊路や駐車場からの道順

を示すサイン計画等について一体的な整備を検討しており、今後、八代ふるさと公園の実施設

計を進めていきたいと考えております。 
 なお、国に認められている整備事業内容は、八代ふるさと公園の駐車場を含めた拡張整備で

あることから、ほたる公園までのアクセス道路、遊歩道になりますが、既存の施設や市道を利

用する計画であります。 
 次に、ほたるの保護条例の制定について、お答えいたします。 
 ほたるの保護を効果的に推進するための、市および市民等の責務を明らかにする、ほたる保

護条例の制定につきましては、身延町など全国で何カ所か制定されております。 
 今後、ほたるの保護に向けた仕組みの構築について、検討してまいりたいと考えております。 
 以上で、答弁といたします。 
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〇議長（上野稔君） 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 ありがとうございました。 
 岡区有志の稲山ほたる銀河の会の役員さんとのお話としまして、今現在、石和温泉旅館組合

青年部有志の方々と、すでに協力をしていただいて、ほたるの幼虫のエサとなるカワニナ取り

等々も手伝っていただいているとのお話も聞きました。 
 また会としても、今は旅館およびホテルのお客さまのマイクロバス等々で、ふるさと公園の

夜景を見ながら、観賞していただいておりますが、いつか、このほたる公園をはじめ、春のふ

るさと公園内の桜および県下一の眺望の公園、秋の砂防公園内の紅葉狩り観賞、ケヤキの見本

林等々の、市からの協力の中で観光客に対する集客の計画をしてまいりたいと考えております。

このほたる公園から、石和温泉への宿泊客を送り込むとの強い意気込みもお聞きしました。 
 これからも銀河の会として、市よりの協力・援助をいただき、より多くのほたるを乱舞する

ことが会員一同の 大の目的であります。岡区をはじめ、会員一同で努力に努力を重ね、頑張

るとの意気込みも感じたところであります。 
 会として、これからもいろいろと事業計画も考えているようですが、本市をはじめ議員各位

のご支援・ご協力も併せてお願いいたすところでございます。 
 それでは、再質問を２問させていただきます。 
 １項目としまして、管理のことなんですけど、いつごろ、本市から会へ管理委託を行うのか、

お聞きしたいと思います。 
〇議長（上野稔君） 

 豊角産業観光部長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 笛吹市では、ほたるの舞うやすらぎの里づくりということで、積極的にほたるの乱舞する公

園整備を考えております。その中で、従前より稲山ほたる銀河の会に管理委託をお願いしてい

る経緯がございます。これについては、ほたるの育成が主なものになっております。 
 今後、そのほか、ほたるの育成はもちろんのことですが、それと保護、これも併せて重点的

に取り組む公園管理、これ等について、内容を検討する中で、同じく地元であります銀河の会

に委託のほうをお願いしたいという考えでございます。 
 細かい詳細につきましては、これから銀河の会、岡区になりますが、岡区ともども、詳細な

協議・検討は行ってまいりたいと思います。 
 以上であります。 

〇議長（上野稔君） 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 ありがとうございます。よろしく取り計らってください。 
 ２項目としまして、ふるさと公園よりのアクセス道路については、八代町で行われました市

民ミーティングでも、駐車場整備に伴い、プラスアルファでの考えも必要、また区を挙げての

ほたるの里整備も行っているとの対応もありました。 
 ただいまの答弁の中では、当面は市道の利用とありますが、素晴らしい遊歩道の設置をお願
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いするところであります。夢とロマンある答弁を期待して、私の２問目の質問を終わらせてい

ただきます。 
〇議長（上野稔君） 

 佐藤建設部長。 
〇建設部長（佐藤貞雄君） 

 前もって、夢とロマンまでつながるかどうか分かりませんけども、先ほど答弁でお答えした

内容でありますけれども、八代のふるさと公園の駐車場を含めた拡張整備につきましては、国

が関わった整備事業となっております。そういったことでありまして、ほたる公園までのアク

セス道路については、現在の市道を利用し、さらに新しく造る駐車場の、北側といいますか、

少し下がったところに既設の駐車場等もありますので、こういった現状の施設等を利用しなが

ら、なおかつ案内標識等も、案内をした案内板によって、ほたる公園のほうに誘導したいと、

今現在では考えております。 
 今後につきましては、将来的には、そのお客さんといいますか、入場する方の動向を見なが

ら、そのときに改めて、また検討させていただくという、そういったことで答弁とさせていた

だきます。よろしくお願いいたします。 
〇議長（上野稔君） 

 風間好美君。 
〇６番議員（風間好美君） 

 ありがとうございました。まだまだ、いっぱいやる事業もあると聞いております。ぜひ、皆

さん方の温かいご理解とご協力をもちまして、このほたる公園に対しての一般質問を終わらせ

ていただきます。ありがとうございました。 
〇議長（上野稔君） 

 以上で、風間好美君の一般質問を終了します。 
 関連質問を許します。 
 １１番、中村善次君。 

〇１１番議員（中村善次君） 
 時間もだいぶずれ込んでおりますけども、質問をさせていただきます。 
 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律として、土砂災害防止法

が平成１３年の４月に施行されました。県が土砂災害により被害を受けるおそれのある地域の

地形、地質、どのようにその土地が利用されておるのか。それぞれ調査を行い、知事が市町村

長の意見を聞いた上で、土砂災害警戒区域等の指定を行うとされております。 
 本市におかれましては、多くの急峻な山地を有しており、土石流災害を被りやすい地形が多

くあるのが実情でございます。そこで数点、以下、質問をしたいと思います。 
 土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区域の指定地がそれぞれ市内には、何カ所ずつあるの

か、お聞きしたいと思います。また、土砂災害警戒区域に指定されている総面積と同区域内に

何戸、居住されておるのか、お聞きをしたいと思います。 
 次に、土砂災害警戒区域内に住まいをしておる市民に対し、どのような指導をされてきたの

か。これから先、どのような方法で指導を行っていく予定なのか、お聞きをしたいと思います。 
 土砂災害、土石流から市民の生命を守る災害情報の伝達、避難準備、勧告・指示が一刻も早

く市民に伝達されるよう、市として今後、警戒避難体制をどのように確立していくのか、伺い

 ９４ 



ます。 
 後に平成１８年、本市発行のハザードマップによりますと、日川や金川の浸水想定区域お

よび芦川地区の土砂災害危険個所を含めた、より広範囲のマップを作成し、市民に公表すると

しておられます。マップ作成の進捗状況と、これらマップの公表時期はいつになるのか、お聞

きをしたいと思います。 
 以上です。 

〇議長（上野稔君） 
 答弁を、佐藤建設部長。 

〇建設部長（佐藤貞雄君） 
 中村議員さんのほうから関連質問が５点、あったと思います。 
 そのうち建設部で答えるべきものと、また総務部のほうで、のちほど答えてもらうというこ

とで、回答させていただきます。 
 まずはじめに土砂災害の特別警戒区域、土砂災害の警戒区域の指定地が市内に何カ所あるか

という、この 初のご質問でありますけれども、この土砂災害の区域につきましては、県の告

示行為が必要となっておりまして、平成２０年の８月７日が 新の、これらの確定数値となっ

ております。その後、個所数とか面積については、県のほうで検討中のものであります。 
 したがって、２０年８月７日、これから答えさせていただく内容については、２０年の８月

に確定されている数字と、まだ県の中間的とりまとめの中での数値ということで、２通りの数

値をまず報告をさせていただきます。 
 それでは土砂災害の特別警戒区域、土砂災害警戒区域の指定地の個所数でありますけども、

現在、告示されている 新の平成２０年８月７日現在の個所については、土砂災害警戒区域が

９３カ所。そのうち、特別警戒区域を含む区域が６９カ所。それで今年度、告示予定個所につ

きましては、土砂災害警戒区域が１２２カ所。うち特別警戒区域を含む区域が９２カ所。すべ

て告示された場合、笛吹市内の今現在の 終の個所数は、土砂災害警戒区域がトータルで

２１５カ所。うち特別警戒区域を含む区域が、１６１カ所となります。これが第１点目のお答

えであります。 
 ２点目の土砂災害警戒区域に指定されている総面積と同区域内に何戸、居住されているか。

このご質問でありますけども、平成２０年の８月現在、土砂災害警戒区域に指定されている総

面積につきましては、１，３５１万９，８４１平方メートル。１，３５１町歩ということでしょ

うか。そういった面積となっております。 
 それで、土砂災害の警戒区域内の戸数については、６６８戸となっております。また、この

数字は現在、告示されている土砂災害の警戒区域のものでありまして、今後、告示される予定

の区域につきましては、県でも今現在、集計がされておりません。とりまとめ中ということで

あります。 
 次に建設部の関係の、５点目の質問のほうに移らせていただきますけども、ご質問の平成１８年

度に浸水を想定したハザードマップが作成されたところでありますけども、今現在、市としま

しては、急傾斜地の土砂災害の危険個所も含めたハザードマップを、今年度中に作成をする計

画となっております。今回のハザードマップを作成するにあたり、 新の情報を盛り込んでい

きたいということを考えております。 
 しかしながら、先ほど、ご説明したとおり、県のほうで、２１年度分の基礎調査分について、
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まだ告示等がされていない状況でありますので、これらの告示がされ次第、できるだけ早い時

点で、全戸へのハザードマップの配布ができるように努めてまいりたいと考えております。 
 以上、建設部に関連します３項目についての答弁とさせていただきます。 

〇議長（上野稔君） 
 梶原総務部長。 

〇総務部長（梶原清君） 
 総務のほうで、土砂災害区域の住民に対しての指導はどうしているのかということでありま

すが、土砂災害区域に指定されている地域の住民には、各地区ごとに土砂災害時の避難訓練を

行い、住民をはじめ各地区の役員の方、消防団員、市の職員による土砂災害警戒情報伝達から

危険地域の巡視、避難経路の確認、避難所の開設、災害時要援護者の避難支援、安否確認など、

訓練を実施するとともに土砂災害に対する学習会を行い、土砂災害への認識を深めていただき、

その区域における土砂災害避難マニュアルの作成を進めているところであります。 
 平成２０年度から実施していますが、２０年度から警戒区域になっている御坂町戸倉につい

ては、平成２０年度に実施しました。２１年度につきましては芦川町の上芦川地区、２２年度、

本年は、昨日の６月６日でありますが、芦川町の新井原地区で土砂災害避難訓練を行いました。 
 今後も指定地区を対象に、このような避難訓練、講習会、研修会をしていきたいと思います。 
 それから、もう１点。情報伝達の警戒態勢についてでありますが、気象庁から発表されます

防災気象情報により、市では職員を配備して警戒態勢を取り、県から発令されます土砂災害警

戒情報や対象となる現地の状況を把握するなど、情報を把握して避難準備情報、避難勧告、避

難指示を対策本部から対象となる地域に、防災無線等で発令します。それにより市民の方は避

難の準備や近隣への呼びかけ、要援護者への避難支援などの行動を開始します。また災害情報

の伝達を取り入れ、住民や消防団員、自主防災組織の協力をいただき、連携を図り、土砂災害

訓練や学習会を今後も行っていきたいと思います。 
 以上であります。 

〇議長（上野稔君） 
 中村議員、再質問は。 

〇１１番議員（中村善次君） 
 結構です。 

〇議長（上野稔君） 
 新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 
 先ほどの質問の中にも、山梨県において想定震源度が震度６弱、または震度６強といってい

ましたが、先日の新聞を見ますと、「水道管の耐震化 山梨 低」という見出しでありました

が、これについては笛吹市はいかがでしょうか、教えてください。 
〇議長（上野稔君） 

 申し上げます。 
 本日の会議時間は、議事の都合により、あらかじめ延長しますので、ご承知願います。 
 では、公営企業部長。 

〇公営企業部長（竹越富男君） 
 新田議員の関連質問、水道管の耐震化について、お答えいたします。 
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 山梨県内の主要水道管のうち、震度６強相当の揺れに耐えられる耐震適合性を持っているの

は、県内の平均が４．５％です。笛吹市が５．２％という内容の新聞記事が載っていたわけで

すけども、笛吹市の５．２％につきましては、主要の水道管に耐震がされております。まだ、

５．２％ということですので、大変まだ低い数字でございます。しかし、県内はほぼ全域が、

東海地震の対策強化地域に指定をされております。広い範囲で震度６以上の地震が想定をされ

ておりますので、今後の対策といたしましては、境川の上水道の主要送水管および御坂の上水

道の主要水道管につきましては耐震化を行い、施設を含めまして、耐震化の向上に努めていき

たいと考えております。 
 なお、下水道につきましては、下水道管の、地震のときの液状化現象の対策として、マンホー

ルについては、平成８年度以降、耐震化の対策がとられているわけです。下水道管については、

平成９年以降、合併前からそれぞれ耐震化の対策はとられております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（上野稔君） 
 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５時１５分といたします。 

休憩  午後 ４時５８分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ５時１１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） 
 とことん市民派の野澤今朝幸です。 
 議長より発言のお許しを得ましたので、通告によって質問させていただきます。 
 質問の内容は今年の２月８日、９日にわたって実施されました、バイオマス事業に関する視

察研修であります。 
 この視察は、市長の呼びかけで市議会議員を対象としてなされたものというふうに聞いてい

ます。この視察に関しましては、議会においても、その実施の経緯、趣旨、あるいは議会での

手続き等について、不明・不適切と思われる点が多々あるというような考えのもとに、私も名

前を連ねさせてもらって、４名の連名で議長に申し入れもしたところでありますし、全員協議

会でも取り上げられました。 
 そのことは議会内部の問題ですので差し置くとしまして、このバイオマス事業の視察研修が

私たち地方自治体に住む者にとって、憲法の次に重要だと思う法律である地方自治法の予算の

執行に抵触、あるいは法律違反ではないかというように思われます。 
 ９月には決算審査もありますので、その前に執行当局の見解をしっかり伺っておこうと思い

ますので、以下、具体的に質問させていただきます。 
 まず第１に実態を把握するために、当視察研修がどのような経緯を辿る中で実施が決まり、

農林振興課の予算を充てることになったのか、この点を明らかにしていただきたいと思います。
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これが１点目です。 
 ２点目は、明らかに議員に限られた視察研修を、議会費でなく農林水産業費から支出したの

は、地方自治法第２２０条第２項、予算の執行に関わる条項である予算の流用を禁止している

条項に抵触している、そういうふうに思われますけども、この点についての見解をお伺いした

いと思います。 
 ３点目ですけれど、この視察研修に参加した一部議員は、その負担を政務調査費で賄ったと

聞いています。政務調査費は、自治法の１００条第１４項から解釈しますと、これは公務とは

認められないというのが一般的だと思いますけれど、公務でない議員が加わった中に、同行と

いう形ではありますけども、職員が随行していく。このような形が、果たして法の下で許され

るものかどうか、法に抵触しないかどうか、執行部の見解を伺いたいというふうに思います。 
 以上３点について、答弁をお願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。 
 答弁を、豊角産業観光部長。 

〇産業観光部長（豊角英人君） 
 野澤今朝幸議員の一般質問にお答えします。 
 まず、バイオマス視察研修の経緯と農林振興課の予算からの支出についてですが、バイオマ

スタウン構想に基づくバイオマスの郷づくり事業は、平成２１年度の市のマニフェストにも掲

げ、事業の推進を図ってきたところであります。 
 さらに２１年度においては、バイオマスセンター建設に向け、笛吹市バイオマスタウン事業

化計画を策定し、基本方針として生ごみの堆肥化、剪定枝等のペレット化、汚泥肥料化、廃食

油のＢＤＦ化を優先的に推進することを基本方針といたしました。 
 今回の研修は、汚泥や生ごみからの堆肥生産と、それらの肥料を使った野菜栽培や給食提供

等、資源循環を行っている先進地の視察研修を市が計画し、議会の正副議長、各常任委員会正

副委員長、ならびに議会運営委員会正副委員長に参加要請をしたものでございます。 
 そういう経過から、この研修にかかる予算の執行につきましては、農林水産業費の中の農業

振興費から執行いたしました。 
 なお、その際、先進地研修希望の５名の有志議員から研修への同行の要請があり、旅費・宿

泊費などは自己負担ということで、同行を許可いたしております。 
 次に地方自治法でいう、禁止されている予算の流用に該当しないかについて、お答えします。 
 今回の研修は市が事業推進のため計画し、農業振興費から執行したものであり、地方自治法

の規定に基づく予算執行を行ったものであります。また職員の随行についてでありますが、今

回の研修は事業推進のため、市が計画したものであります。職員も今後の事業推進のため、研

修の必要があると判断し、参加させたものでございます。 
 なお、政務調査費での執行につきましては、議会側の判断によるものと考えております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（上野稔君） 
 野澤今朝幸君。 

〇３番議員（野澤今朝幸君） 
 前に申し入れのときに聞いた話ですと、まず、ある会派が視察をしたいということで、もと
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の話は、そこから始まっているということですので、これは、 終的には役職の議員が行った

ということですけども、議会のほうからの提案による視察というふうに、そしてまた、今、職

員も同行を勉強のために行ったと言いますけども、職員以外はすべて議員だったということで、

これは実質的に、議員の研修というふうに捉えるのが普通かと思います。 
 ちなみに、この５月２５日に甲州市で議会改革等政務調査費についてということで、全国市

議会議長会法制参事であります広瀬和彦先生の講演がありましたけれど、そのときに、私、広

瀬先生に聞いてみました。こういう実態、普通、流用というふうに考えられないかと言ったら、

流用でないという理由付けは非常に難しいというふうに、広瀬先生はおっしゃっていました。

政務調査費のほうのことについても、これは本来ならば、職員の随行というのは、あくまで公

務に関わって随行するということですから、政務調査費で行ったという人が入るということは、

非常に、不純という言葉を使っていたと思うんですけど、法に馴染まないやり方だろうという

ふうに、しかも議長会の法制参事ですから、かなり見識が高いというふうに私は思います。 
 それで伺いますけども、今回のことに関して、当局側は県市長会、全国市長会等の法制の専

門的な立場の人に、この件は聞かれたかどうか。聞く必要がなかったのかどうか。そのへんに

ついて、今の私の、広瀬先生の見解を併せる中で、答弁をお願いしたいと思います。 
〇議長（上野稔君） 

 副市長。 
〇副市長（望月健二君） 

 流用の問題という理解で、よろしいでしょうか。 
 この問題につきましては、聞く必要がないと判断しております。その先生がどういった内容

で、どういった経過で、どういった予算の執行をしたかという説明をしたか、そこは知る由も

ございませんが、本来、先ほどの答弁にございましたように、農林水産業費の農業振興費で支

払うべきもので、要するに事業を行ったということでございますから、これは当然の執行でご

ざいます。 
 追加いたしますが、その研修をされたのは、議員研修ではないかという前提があったわけで

ございますが、これは市長も行っておりますし、担当部長、それから関連職員等が行っていま

すから、これはあくまでも、その事業にかかる先進地の視察という見解でございます。 
〇議長（上野稔君） 

 野澤今朝幸君。 
〇３番議員（野澤今朝幸君） 

 議員の研修ということが、百歩譲って 初にあったというふうに、言い出したのはこちらの

会派ということですので、実質的にそういう研修をしている場合に、議会費でわざわざ、われ

われ、普通、研修は議会費で行くという、その議会費で分かれている根拠がですね、どこで、

議員が議会費以外のところで研修に行けるという話ですから、そういうことが今後も、そうい

うふうなことを、普通の一般的なことというふうに、当局は考えているのかどうか。今後も、

そういう使い方を予算執行上するのかどうか、確認したいと思います。 
〇議長（上野稔君） 

 望月副市長。 
〇副市長（望月健二君） 

 初の答弁にもございましたように、この研修につきましては、要するに執行側から参加要
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請したものというものでございます。 
 それから、その予算について、例えば議会費で議会研修は行うべきだ、これは当然のことだ

と思います。ところが執行側が行う事業に、議員さんに参加してもらう、これは当然、執行部

側の予算で組み立てております。例えば、国際交流等で議員さんに参加していただく場合も、

議会費ではなく国際交流の経費から支弁をしております。 
 以上でございます。 

〇議長（上野稔君） 
 野澤今朝幸君。 

〇３番議員（野澤今朝幸君） 
 それは、程度の問題はあると思います。国際交流で、非常におおぜいの人数の中で、議員が

それに参加するような形というようなものがありますが、今回の実態は、それは市長、部長が

行ったということを言いますけれど、基本的に市長の呼びかけの文書も、市議会の皆さんにバ

イオマス事業に関しての見識を深め、今後の事業展開を検討するための参考にしてもらいたい

ということですから、まったく、実態は議員の研修であったというふうに普通は考えられます。

けれども、これはいくらいっても水掛け論で、市長のほうから呼びかけたから、これは議員研

修ではなくて、農林振興課の研修だという話ですけれど、もう一度、伺いますけれども、では

今後、いろんな、例えば教育行政上とか、そういうようなところでも、必要であれば、その中

に予算を盛ってということですね。もう１つ、確認しますけども、今回のこの予算が、 初か

ら議員研修のために積算されたものだったということですね。そこを確認したいと思います。 
〇議長（上野稔君） 

 望月副市長。 
〇副市長（望月健二君） 

 まず前段の質問でございますが、要するに議員さんが参加するのは、今後も、要するに例え

ば教育だったら教育の費用に盛るか、それはそういうことでございます。今回も、例えば、先

ほど国際交流の例を出しましたが、例えば市長のトップセールスに一緒に行っていただく議会

の皆さんにつきましても、それはそれぞれ、例えば観光目的だったら観光、農林業振興だった

ら農林水産業費、それぞれで支弁をするという考えでございます。 
〇議長（上野稔君） 

 野澤今朝幸君。 
〇３番議員（野澤今朝幸君） 

 ちょっと２番目の質問に答えていただいていないんですが、これはもともと、議員向けの予

算がつくってあったというふうに理解していいわけですね。 
〇議長（上野稔君） 

 望月副市長。 
〇副市長（望月健二君） 

 予算に基づいて執行するわけでございますが、例えばバイオマスセンターの研修にかかる費

用というのは、地権者の皆さん、あるいは地域の皆さん、あるいは議員の皆さん、それぞれ幅

広になっておりますから、特に 初から、積算の段階で議員さんが何名、地元の方が何名、地

権者の方が何名とか、そういった積算はしてございません。 
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〇議長（上野稔君） 
 野澤今朝幸君。 

〇３番議員（野澤今朝幸君） 
 そういうふうに副市長が答えますけども、これは明らかに議員を中心にした研修でしかない

というのが実態であって、ことの始まりから考えても、そういうふうにしか理解できないわけ

です。そういう予算を盛っていたから、それを中心に議員を募集したというふうに、特定はし

ていなかったけども、たまたま議員だみたいな話ですけども、それは今になっての言い訳のよ

うにしか、私には聞こえません。 
 ９月に、また決算審議がありますので、監査委員の方もおられますので、またこのへんは、

本当にこういう形が、予算執行上、下手すると、予算の編成まで、これは原則を踏みにじるも

のではないかというふうに、私は考えます。よく、このへんは全国的な事例もあるかと思いま

すので、重ねて、そのへんを見る中で、対応していただきたいと思います。 
 以上で、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。 
 １５番、新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 
 正正会の新田治江です。通告に従いまして、２問、質問いたします。 
 まず、医療費実績増に対する取り組みについて、伺います。 
 年々増加していく医療費に対して、前にも質問いたしましたが、危機感を非常に強く感じて

います。一人ひとりの健康に対する毎日の暮らし方が、小さなことですが、医療費を下げてい

く。一人の行動は小さいけれど、まわりの人たちがその気になれば、積み重ねは大きなものと

なり、医療費減の方向に変えていくに違いありません。みんながその気になるような全市的な

動きで行政・市民が一体となり、健康 笛吹市をアピールし、医療費減につなげたいものです。 
 質問に入ります。 
 １点目、特定健診後の受診者へのフォロー状況をお願いします。 
 ２番目、保健師の人員は足りていますか。 
 ３番、各種団体活動をされている方との連携は。 
 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。 
 答弁を、加藤市民環境部長。 

〇市民環境部長（加藤寿一君） 
 新田治江議員の一般質問にお答えいたします。 
 まず、特定健診後の受診者へのフォロー状況についてですが、ご承知のとおり、市では平成

２０年度から特定健診・特定保健指導が保険者に義務付けられたことを受け、平成２０年３月

に策定しました笛吹市特定健康診査等実施計画に基づき、４０歳から７４歳の集団健診および

国保人間ドックの健診受診者全員に対し、国において標準化されたプログラムを踏まえ、必要

に応じた保健指導を行ってまいりました。具体的には、健診結果および質問項目から生活習慣
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病のリスクに応じて階層化し、情報提供、動機づけ支援、積極的支援の３段階にレベル分けし

て、保健師等による保健指導を行っています。 
 国保課の保健師は、動機づけ支援と積極的支援を優先して指導しており、情報提供につきま

しては、関係部局と協力して保健指導を行っています。動機づけ支援については、特定保健指

導として、国の示されているマニュアルに基づき、リスクの出現し始めた段階での指導を行い

ますが、平成２１年度特定保健指導の動機づけ支援実施者は、対象者７３６人のうち２５１人

で、実施率は３４．１%でした。 
 マニフェストの指導実施率の目標にもありますとおり、現段階での目標を４５％としており

ますが、目標を下回っている状況です。今後、目標の達成を目指し、人間ドックおよび個別検

診受診者の動機づけ支援につきましては、今年度、７カ所の医療機関と委託契約を結び実施す

る予定です。 
 積極的支援については、６カ月にわたり継続的な支援をしています。支援内容といたしまし

ては個別面談、血液検査、また動機づけ支援、積極的支援の人たちを対象にしたチャレンジ脱

メタボ運動教室やチャレンジ脱メタボ栄養教室を実施し、昨年度の参加者は延べ５４人でした。 
 また、特定保健指導対象者にかかわらず、特定健診で要精密検査と判定された受診者には、

医療機関への受診勧奨と受診結果の追跡も実施しています。 
 次に保健師の人員について、お答えいたします。 
 先ほどお話しさせていただきました５年を１期とした、笛吹市特定健康診査等実施計画には、

平成２４年までの特定保健指導の目標値と方針を掲げています。 
 目標数値については、国が定める目標数値に基づき、平成２４年までに受診率６５％、特定

保健指導実施率４５％と定めています。また、目標実現のための具体的方針としては、生活習

慣病対策、予防重視の基本的な考え方のもと、保健指導に必要な保健師・栄養士の配置、在宅

の専門職の活用および、アウトソーシングによることとしています。 
 現在、市には２６名の保健師がおり、このうち保健師２名と管理栄養士１名の体制で特定保

健指導を実施しておりますが、今後、目標値実現のためには、健診の受診率向上とともに、こ

れに伴う保健指導対象者の増加も見込まれることから、アウトソーシングなどを視野に入れる

中で、保健師、管理栄養士の確保を含めて、保健指導体制づくりに努めていきたいと考えてい

ます。 
 次に、各種団体活動をされている方々との連携について、お答えいたします。 
 特定健診の受診率向上対策といたしましては、笛吹市医師会や商工会また区長会等にチラシ

やポスターの掲示、また出向いての説明など各種団体を通じて、受診勧奨のお願いをしており

ます。 
 現在、市において実施しております健康教室などにおいては、対象年齢や目的が違うため、

それぞれの担当課で行っておりましたが、先般、部局を横断した笛吹市健康づくりプロジェク

トを立ち上げ、目的や対象者が異なる中ではありますが、行政での一体化を図りながら、部や

課を超えて連携できる健康づくりおよび、医療費の削減に対する方策の検討をはじめたところ

です。 
 今後につきましては、市民の健康をテーマに協議を進める中、関係部局間の連携強化と市内

各種団体で活動されている皆さまにもご協力いただきながら、市全体の健康づくりと医療費の

削減につながる計画づくりを目指して、取り組むこととなっております。 
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 以上、答弁といたします。 
〇議長（上野稔君） 

 新田治江君。 
〇１５番議員（新田治江君） 

 今の答弁の中で、特定健診の動機づけ支援の実施率が３４．１％ということです。そして２４年

には４５％にしたいということですが、この７３６人中２５１人という、３４．１という数字

は、やはり低いと思います。この点では、周知徹底がどう図られたのか、お聞きしたいと思い

ます。 
 そして、また２１年度のマニフェスト検証の中でも、特定健診の未受診者１，５００人のア

ンケートを実施したところ、４２％の人がそういうことを知らないことも結果に出ています。

このところの周知徹底の工夫を、それからどうしたのか、お聞きしたいと思います。 
 そして保健師さんなんですが、やはり国保のお知らせの中にも１カ月８００万円以上、かかっ

たケースもあるということ。また２００万円以上が４７件、かかるという事例をもとに、やは

り一人ひとりのきめ細かな指導が減につながっていくと思いますので、ぜひ早急に保健師さん

の動機づけ支援、積極的支援がきめ細やかなものになるよう、また検討して、早急な検討をお

願いしたいと思います。 
 そして先ほどの答弁の中にも、アウトソーシングによることと言っていましたが、そのこと

もちょっと教えていただきたいと思います。 
 それと部局を越えて、笛吹市健康プロジェクトを立ち上げて、市内の活動している団体と協

力・連携をはじめたとおっしゃっていましたが、それはとてもよいことだと思っています。先

日、甲斐市の方ですけど、甲斐市では運動のチャレンジデーを決めて、他市と競い合ったそう

です。１日１５分運動すれば、市に報告ということで、そして市の中をハーレー５台が旗を掲

げて、市内を乗り回して、市民の人はそれを見たら、なんか胸がときめいて、家族の人にも言っ

たし、市民もみんなお互いに、運動したら市に報告しようねということで、競い合いに勝った

そうです。この話を聞いたときに、私、今、笛吹市も、この市民が楽しみながら、医療費減に

取り組むということが大切だなということを強く感じます。そして、そのように仕掛けること

が一番大切だと思います。 
 ですから、それには健診を受けよう月間などを設け、標語、医療費削減、よい知恵募集など

を全市から募ったり、月間の旗を立てるなど、アピールしてはいかがでしょうか。そして境川

村の時代のときにも、医療費を減らそうということで、みんなが取り組んだ経過があります。

そして健診を受けようとか、お医者さんのはしごはしないでいようとか、みんなで取り組んで、

医療費をすごく落とした経過がありますので、ぜひ全市的な動きをして、市民に訴えてほしい

と思います。 
 そして、食生活改善推進員の方たちが、バランスガイドとか、料理のレシピなどを直売所に

置いたり、各戸に配ったりして、一生懸命活動していただいているんですが、欲を言えば、や

はり今の、このような人間関係が希薄な時代になって、お互い、生の声で、口から話しても、

お互いに聞くということが、すごく効果があるような気がします。各地域で、そういう食生活

推進員の方たちが、地域へ来てくれて料理をしたりとか、みんなで気をつけようねと話すこと

が、とても大変なことですけども、効果があるような気がします。 
 そしてまた、愛育班の人は赤ちゃんからお年寄りまでが対象で、そしてよく全戸をまわって、
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いかがですかというときにも、ちょっと、今、国保の状態がこうで、みんなもお医者さんにか

かることを気をつけようねとか、一言でも声かけに入れてもらう、そういうふうな横との連携。

そして、また区の常会であまり、そういう話も聞かれませんが、そういうところでも出してく

れるような、全市的な動きをして、市民に訴えてみたらということをお聞きします。 
 そして、もう１つの質問としましては、子どもの食生活が大人にすごく影響するということ

で、学校での保健委員会、また食育教育について、お聞かせいただきたいと思います。 
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） 

 それでは新田議員の、再質問にお答えをいたします。 
 前半部分の４項目だと思いますが、 初に動機づけ支援３４％、このうちの指導率４５％の

数値の意味ということでございますけども、昨年度の受診率でございますが、約３５％でござ

います。このうちの指導率が３４％ということでございまして、本来の目的はこの受診率、受

けた方の、支援が必要な人の４５％を目標にしておりました。そういう意味では、その目標に

達せなかったという状況でございます。さらに受診率についても、 終的には６５％を目指し

ておりますので、さらに動機づけ、それから積極支援等も、さらに多くの方を支援していかな

ければならないという状況でございます。 
 周知の方法でございますけども、ご存じのように、今回の特定保健指導は、平成２０年から

の医療制度改革で生まれたものでございまして、従来はどちらかというと、健診で病気を見つ

けて治療するという考え方があったわけでございますが、医療制度改革によりまして、むしろ、

その病気になる前に発見して、言うなれば生活習慣病に起因する病気が非常に多いという中で、

メタボ健診というのが代表的な言い方なんですが、そういうことを早期に発見して、要するに

健診に、指摘をされる前に対応していこうというのが、この考え方であります。そういう意味

で、従来の考え方と、ちょっと異なっていると。それと病気になる一歩手前で対応してもらう

ということもございまして、なかなか周知ができて、理解もいただけていないという、そうい

う現実もございます。 
 そうは言いましても、なかなか、そのままにはいかないということもございまして、昨年に

ついては、未受診者に対して、アンケート調査を実施しました。それが１，５００人でありま

して、その知らない人が相当数あったということでございまして、これらの方につきましては、

今年度に入る前から、各受診対象者に個別の通知を差し上げております。その通知の中で、そ

の特定健診の内容、それから積極的に特定健診を受診してほしいという案内を送ってございま

す。それから、あと区長会とか、それから商工会、医療機関などにお願いして、ポスターの掲

示をお願いいたしました。約１，５００枚ぐらいをお願いしてございます。それから、今年度

からでございますけども、広報のページをいただきまして、これは国保課でいただきました。

本来の一番の大きな目的は国保の情勢、医療費の状況とか、それから収納率の状況とか、国保

の実態を知っていただくというために、１ページいただいたものでございますけども、この中

に特定健診も、ときどきの月をいただきまして、その特定健診の重要性とか、それから受診を

していただきたいという記事を載せさせていただいております。昨年度は国保だよりの中に、

その医療費の中で、生活習慣病に起因する病気が非常に多いということもＰＲをさせていただ

いたところでございます。 
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 それから今年度、さらに国の補助事業を受けまして、保健指導事業を予定してございます。

これにはすでに通知をいただいておりまして、特定健診を受けないという方がありますけども、

これらの方に夏ごろから電話をいたしまして、ぜひ受診をしてほしいというお願いをする予定

でございます。 
 それから、きめ細やかな指導になるような検討をということでございますけども、これにつ

いては、当然でありますが、受診率が上がりますと、その支援の対象者が上がってくるという

ことでございますので、その中で、それぞれ必要な方に必要な指導をやら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、アウトソーシングの内容でございます。これは、アウトソーシングでございます

が、要は市の保健師が動機づけ支援、また積極支援を行うのではなくて、医療機関などに委託

して行う、こういう考え方でございます。支援の方法は動機づけ支援、それから積極支援がご

ざいます。動機づけ支援というのは、原則２回の指導であります。これが動機づけ支援であり

ます。これを委託といいますか、アウトソーシングが可能であります。 
 それから積極支援でございますけども、これは６カ月かかります。それぞれ月に１回程度、

指導を行うというものでありまして、この支援を現在、この厚生連で一部行っております。こ

の指導料が２万円以上かかるということで、費用もだいぶかかるというものであります。これ

らと組み合わせながら、市の保健師と併せて指導をしていきたいというものでございます。 
 それから部局を越えての話、健診を受けよう月間、あるいは標語、医療費削減の知恵募集、

月間の旗を立てるなどのアピールは、いかがでしょうかということでございます。 
 これにつきましては、現在、私どもも、少しでもこのことを理解していただきたいというふ

うに考えておりまして、あの手この手でＰＲに努めているところでございまして、ただいまの

提案なんかも参考にさせていただければというふうに思っております。 
 それから全市的な取り組みをということでございますが、先ほど申し上げました部局間を越

えての取り組みの状況でございますが、４課で現在、行っております。保健福祉部の健康づく

り課と高齢福祉課、それから教育委員会部局で生涯学習、それから私どものほうで国保課とい

うことで、それぞれの対応を１つにまとめるという作業を、とりまとめにつきましては、経営

政策部のほうで行っているという、そういう状況であります。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（上野稔君） 
 中川保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（中川啓次君） 
 新田議員の、私ども保健福祉部の健康づくり課の事業に関わる部分で、愛育班あるいは食生

活改善推進員さんの活動状況と、今、ご質問にありました子どもの食事の関係、食育推進事業

でやっておりますが、そのへんを若干、お答えさせていただきたいと思います。 
 まず愛育班につきましては、市内各地区に６班ございまして、５３の分班に分かれておりま

す。その中で、４０４名の班員の皆さんに活動していただいております。今、議員さんのほう

からのご質問の中にありましたように、日常の見守りや声かけ運動、身近な健康問題について

の話し合いを行っておりまして、班員の研修等を行いながら、次の活動に生かす取り組みを行

いながら、臨戸訪問でありますとか、子どもたちへの本の読み聞かせ、あるいは親子の料理教

室、乳幼児から高齢者までの幅広い対応を、多くの班員の皆さんに行っていただいております。 
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 それから食生活改善推進員さんにつきましては、市内７つの支部がございまして、３８４名

の推進員さんの方々が食を通じた健康づくりの推進に取り組んでおります。その中で、先ほど

の質問にございましたように、肥満や糖尿病などの生活習慣病の予防を目的としました食事バ

ランスガイドの作成をさせていただく中で、この普及活動を行いながら、地域の健康づくりの

推進活動を展開しているところでございます。 
 その中で、朝ご飯の大切さ等を訴える食育フォーラムを、昨年は開催させていただいたこと

もございますし、料理コンテストなどを通じて、地産地消の中で、市内で採れる野菜等を使っ

た料理のコンテストもさせていただいて、そのレシピも食育フォーラムで配らせていただいて

おりますので、そういったことで、食育推進は栄養士を中心に、食生活改善推進員さんの協力

を得ながら、事業展開をさせていただいております。 
〇議長（上野稔君） 

 山田教育長。 
〇教育長（山田武人君） 

 食育を含めまして、学校での健康づくりについて、お答えをさせていただきます。 
 健康に関する指導というのは、各学校におきまして、児童生徒の発達段階を考慮しつつ、教

育活動全体を通じて行われております。例えば、養護教員が保健だよりを発行して、日ごろか

ら健康管理の大切さや具体的な方法を呼びかけたり、また感染症などが流行した場合は、いち

早く学校内での注意事項を子どもさんや教職員に指導し、家庭へも知らせ、感染症を 小限に

抑える、そんな努力もしております。教職員も学級や授業で、健康に関する注意事項を伝えた

り、インフルエンザなどに対しては、手洗いやうがいなどの指導を協力して行っております。 
 先ほど、保健委員会という話がありましたけども、各学校では子どもたちを中心に委員会活

動があります。その中にも保健委員会がありまして、その保健委員会が担当の先生方と一緒に

なって、健康についての集会を開き、子どもたち自身で意識を高める、そんな取り組みをして

いる学校もございます。そのほか、体育の中での保健学習や特別活動における保健指導でも、

子どもたちは健康の大切さや管理について、学習しております。 
 また体力を向上させるために、小学校では休み時間などに、なわとびやマラソンなどに取り

組む学校などもありますし、中学校では体育の授業に体力アップの準備運動を取り入れて体育

の授業を始める、そんな学校もございます。また中学校では、運動部等に参加する生徒も非常

に多く、これらのことも健康で、病気に負けない体づくりにつながっているんではないかと思っ

ております。 
 また子どもたちの健康づくりに欠かせない、食を通しての健康づくりにつきましても、市内

に１名、栄養教諭が配置されております。その栄養教諭の先生と栄養士が情報交換や研究をす

る中で、共通した資料や計画に基づいた食育に取り組んでいるところでございます。 
 また、新しい学習指導要領の基本的な考え方に、子どもたちの生きる力を育むということが

挙げられておりますけども、その生きる力とは、たしかな学力、豊かな人間性、そしてたくま

しく生きるための健康や体力、この３つの要素としております。このことからも、学校教育に

おいて、子どもたちの健康について力を入れるべきであるということがお分かりになってくる

んではないかと思います。 
 これからも市内の各学校においては、子どもたちの健康、体力の向上が図られるような取り

組みを期待するとともに、教育委員会といたしましても、効果のある取り組みについては、各
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学校や家庭に周知し、協力して取り組んでいきたいというふうに、このように考えておるとこ

ろでございます。 
 以上です。 

〇議長（上野稔君） 
 新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 
 ありがとうございました。 
 今、教育長さん、おっしゃいましたように、子どものころの健康教育、食育が、ひいては大

人の生活習慣につながるということで、本当にありがたいと思います。そして学校で覚えたこ

とは、やはり、それがまた家庭に広がって、そして子どもの言うことは、親もちゃんと聞きま

す。そして学校で、今日は風邪のウイルスがあるから、いっぺんティシュを使ったら、もう使っ

ては駄目だよなんて。私、もう１回、使うんだよ、もったいないからなんて言うんですけども、

子どもはもう絶対、そういうことは学校でしてはいけないと言われているから、ウイルスがた

かるから駄目だなんて言われたんですけど、やはり学校で教わったということは家庭に普及し

て、本当にありがたいと思います。 
 やはり健康な子どもをつくるということは、健康な笛吹市、ひいては健康な日本をつくると

いうことで、何しろ体が土台ですので、これからもよろしくお願いします。 
 そして先ほどのアウトソーシング、医療機関、７カ所に委託と言っていましたけども、この

７カ所というのは７町のことでしょうか。やはり身近なところに、近いところにあったほうが

いいとは思うんですけど。それと、あと１つ。アンケートの中で、受けないという人の理由は

なんだったのか、もう１回、教えてください。 
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） 

 新田議員の再々質問にお答えをいたします。 
 アウトソーシングと、それから市内の７つの医療機関への個別健診の委託は別ものでありま

す。７つの医療機関にお願いしてありますのは、本来でありますと集団健診とか、人間ドック

でやっている特定保健指導を各医療機関でも、やっていただきたいということでございます。

これにつきましては、すでに昨年のうちに、それぞれの費用を含めて、協定を締結いたしまし

て、２２年度から実施できる運びになったというものであります。アウトソーシングにつきま

しては、本来、今まではその保健師が行っていた動機づけ支援とか積極支援の、その分野につ

いて、医療機関にお願いするというものでございます。 
 それからアンケート調査の結果で、受けないという人たちの意見でございますが、まちまち

でございますけども、２０歳以上という年齢もございまして、それぞれ仕事が忙しいとか、そ

れからあと、自分は健康には自信があるというような、そういうような方もございまして、受

けられないという方がございました。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（上野稔君） 
 新田治江君。 
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〇１５番議員（新田治江君） 
 今の４０歳以上の、自分は健康に自信があるという人こそ危ないのであって、やはり、それ

は区のほうにも、そういうときには、集会のときには、区の区長さんたちもよくお願いして、

みんなに健診を受けるようにということを口うるさく言ってもらうよう、お願いしてください。 
 それから先ほども愛育班の人、それから食生活改善推進員の人を合計すると８００名近くお

ります。この８００名が、それぞれがそういう医療費を減らそうとか、そういう気持ちになっ

ていけば、すごく強いものになると思うので、４課が連携してやるということと、やはり、そ

ういう人たちにも、口コミで、もっと減らそうねと、合言葉のように言ってもらうということ

が、そういうことが、口から口へ言うことが大切と思いますので、何かのときにはそんなお願

いをしてください。 
 質問の２問目に移りたいと思います。高齢者の地域サロンの状況は。 
 高齢化が進む中、地域のサロン等、活発に福祉サービスが行われ、高齢者の元気の源となっ

ていると思います。楽しみに行われているサロンについて、お聞きします。 
 １．現在、行われているサロンの状況。 
 ２．補助金についての支援強化ができないものか、お聞きします。 

〇議長（上野稔君） 
 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、中川保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（中川啓次君） 
 新田治江議員の一般質問にお答えします。 
 本市においても年々高齢化が進み、本年４月１日現在の６５歳以上の高齢者は１万６，８４８人、

高齢化率は２３．４％となっております。 
 ご質問の高齢者の地域サロンについてでありますが、現在、社会福祉協議会と各地区の自主

事業として、ふれあいサロン活動が高齢者の生きがいづくりや閉じこもりがちな生活を予防す

る取り組みとして、地区公民館等を利用して行われております。 
 はじめに現在のサロンの状況についてでありますが、現在、市内の一般高齢者の介護予防事

業として、市内のほぼ全域で開催しています、やってみるじゃん介護予防事業の終了後、引き

続いて、ふれあいサロンとしてお茶会等の歓談の時間として開催されているところが、ほとん

どのようであります。また一部の地域では、趣味サークルの集まりをふれあいサロンとして開

催していると聞いております。 
 昨年度の実施状況でありますが、やってみるじゃん介護予防事業の地区開催は１，１２２回、

参加者１万１，７８１人、中央開催が２２９回、３，３６１人でありました。その介護予防事

業終了後に引き続いて行うなどした、ふれあいサロンの実施状況は市内全体で１，２１８回、

参加者数は延べ１万３，３５５人となっております。そのうち、趣味サークルのサロンが３８５回

ほど含まれております。 
 ふれあいサロンの運営につきましては、やってみるじゃんのあとに行われているということ

で、社会福祉協議会が運営を行っている地区が大部分でございますが、趣味のサークルの多く

は地域の中で自主運営をされており、月に１、２回程度から毎週のように行われているところ

もございます。お茶菓子を食べながら歓談を楽しんだり、手芸や簡単な工作など、創意工夫の

中で和やかに行われているようであります。 
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 また、いずれのふれあいサロンも地域のおおぜいの方々の協力をいただいて運営されており、

区長さんをはじめ区役員さんや民生児童委員、日赤や食生活改善推進員さんなど、延べ２，

７８２人にのぼるボランティアの協力をいただいております。 
 次に補助金についての支援強化はできないかについてでありますが、現在、ふれあいサロン

の運営費につきましては、市民の皆さまの善意の寄附として、社会福祉協議会などが中心となっ

て毎年募金協力をお願いしております赤い羽根共同募金の配分金のうち、地域特別事業として

活用が認められております２４０万円を、ふれあいサロン活動費として社会福祉協議会が支出

して運営を行っております。 
 市といたしましても、やってみるじゃん介護予防事業を社会福祉協議会に委託して実施して

おりますので、この介護予防事業と組み合わせて、さらに充実したふれあいサロン活動が展開

できますよう、ボランティアの育成など社会福祉協議会とも連携しながら進めてまいりたいと

考えております。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（上野稔君） 
 新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 
 サロンの状況ですが、やってみるじゃんのあと、引き続き行われているということで安心し

ました。いつも区長さんたちが、地域では、やってみるじゃんをするから集まってくださいと

は放送しているんですけど、サロンという言葉があんまり聞かれないので、サロンをやってい

るのかなということを心配していましたが、やってみるじゃんのあとに継続して、サロンに移

行しているというお話でしたが、そこの点でもう１つ、ほぼ全域ということで、それでも少し

はやっていないというところが、それでもやってみるじゃんは、みんなしていますよね。サロ

ンは自由ということで、その点、ちょっとだけ、あとでお聞きしたいと思います。 
 そして２点目の支援強化ができないかについては、サロンの目的は高齢者が家に閉じこもる

ことがなく、楽しい時間を共に過ごして、元気な高齢者を増やすことにあると思います。地域

の区長さん、民生委員さん、食生活改善推進員さんらのボランティアで行われていますが、協

力者の方たちからは、年々サービスが低下していく。そして寝たきりになり、医療費が増える

ことを思えば、サロンの効果は大きなものであり、医療費の少なくなった部分、そういう結果

に対して、地域に還元ができないものかということです。こういう話は、サロンのときでもな

かなか声が出せないということで、こんなことを聞いてくれますかなんて言われたんですけど、

分かりやすく言いますと、例えば地域のごみ減量で、有価物が集まって、そして地域に還元し

ていますけど、それと同じように福祉の面でも還元といったことができないものか。協力者の

人たちからは、このような声が出ていますので、この見解をお聞かせください。 
〇議長（上野稔君） 

 中川保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（中川啓次君） 

 ただいまのご質問のやってみるじゃんにつきましては、市内ほぼ全域ということで、若干、

１、２カ所はやっていないところはあるかもしれませんが、それは差し障りがありますので、

ほぼ全域でやっているということで、ご理解いただければと思います。 
 当然、ふれあいサロンにつきましても、ただいま申し上げましたような回数で、引き続いて
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行われているというような状況でございます。 
 それから、ただいまのボランティア等の中で、地区の皆さんから医療費の縮減につながった

部分については、還元ができないかというお話でございますが、これは有価物と違いまして、

医療費がどの程度、下がったかというようなことが、各地区ごとにということになりますと、

非常に把握が難しい部分がございます。 
 そんなことで、ボランティアに協力いただいている皆さんのご努力はありがたく思っており

ますが、そのへんにつきましては、１つにはこういった例がございます。介護支援のボランティ

アをした方については、個人にボランティア活動をした時間に応じたポイントが還元されると

いう制度がございまして、それを全国の一部の市区町村で実施を始めているところもございま

すので、そういった方面では、個人に対しては、若干の検討をする余地はあるかなというふう

に思っておりますが、地区に対して、医療費の縮減に対する還元ということにつきましては、

ちょっとこれからの課題にさせていただきたいというふうに思っております。 
 そんなことで、答弁とさせていただきます。 

〇議長（上野稔君） 
 新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 
 少し、極端な言い方だったかもしれないですけども、でもそういうふうな言い回しをして、

そういうこともあるのかななんて。やはり寝たきりの人が増えて、医療費が上がることを思え

ば、それが結構、よくなっていくという部分で、そしてこんな言い方もしていました。市のほ

うでは、いいとこ取りをして、そして自分たちに、こっちのほうに還元がないからという話も

しましたけども、でも考えてみれば、やはり張り合いという部分で、少しでも皆さん頑張って

くれているから、こうだよとかという、そういう部分が、ごみの有価物のとは、ちょっと極端

かもしれませんけど、福祉の面でもそんなことがあってもいいのかなということを考えました。

やはり働く人たちが張り合いを持つということは大事なことで、このことも少しは今後、考え

ていかなければいけないことかなということも思いましたので、これからの検討課題に、誰も

が楽しく、いろいろなボランティア活動ができるような方向に持っていってほしいと思います。 
 これで、質問を終わります。 

〇議長（上野稔君） 
 以上で、新田治江君の一般質問を終了します。 
 関連質問を許します。 
 ６番、風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 関連質問をさせていただきます。 
 旧八代町には、前の広場で盛大に行われた、大いに健康増進につながるという形の中で、健

康福祉まつりが行われておりました。今ではなくなったんですけども、今現在、健康福祉まつ

りというような形では、どこの地域で行われているのか、お聞きしたいと思います。 
〇議長（上野稔君） 

 中川保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（中川啓次君） 

 たしかに合併前は、各町村単位で福祉まつりを、それぞれの町村で行っていたわけでござい
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ますが、現在は、先に大きな話として、市全体では笛吹市のボランティアまつりというのを、

社会福祉協議会が事務局になって行っております。これは毎年１回ですが、昨年の例ですと、

１０月１８日にいちのみや桃の里スポーツ公園で、１，５６５人の参加で福祉ボランティアま

つりが行われております。これは各旧町村単位の持ち回りのような形で、開催をさせていただ

いております。この中で、合併前から行っている福祉まつりにつきましては、引き続いて現在、

実施しているところは石和地区のみでございまして、石和の福祉健康まつりというのは、現在

も行われております。そのほか、形は違いますが、一地区一よいとこ事業という形に名前を変

えまして、各地区でそれぞれ、救急法の講習会でありますとか交通安全教室ですとか、さらに

は小規模なボランティアまつり等を旧町村単位で行っております。 
 ご質問の八代町につきましては、サロンが合同の運動会という形で今、開催がされておりま

して、昨年は１０月２１日に３４２名の参加で行われているというふうな状況でございます。 
〇議長（上野稔君） 

 よろしいですか。 
〇６番議員（風間好美君） 

 ありがとうございました。 
〇議長（上野稔君） 

 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。 
 大変、長時間になりまして、傍聴の方も耳を傾けてくださっておりますので、私も簡潔明瞭

に質問をしていきたいと思います。ご協力のほど、よろしくお願いいたします。 
 まずはじめに学校と特別支援教育について、お尋ねいたします。 
 未来の笛吹市を担う子どもたちが学ぶ小中学校の施設が、より安全で安心して、よりよい環

境で学べるように、学校施設および設備の改修が予定されております。学校や児童生徒を取り

巻く環境は施設設備課題のみならず、経済情勢の影響による家庭や保護者の状況の変化、特別

支援教育を必要とする子どもの増加など、現代的な諸課題も顕著となってきております。 
 こうした中で、笛吹市教育ビジョンに基づいた施策が展開されているものと理解しておりま

すが、学校全般にわたり現状の学校現場で抱える施設設備の課題、保護者や地域住民が学校教

育に参画し、成長を支え合って充実を図ろうとする取り組み、特別支援教育の今後の方向性な

ど、５年後、１０年後を見据えながら早急に取り組んでいかなければならない問題について、

伺います。 
 まず、障がいのある児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取り組みを支援する特別支

援教育について。 
 特別支援学校が大規模化してきており、特別支援学級の設置も増加している中で、学校現場

もそれぞれ精一杯、取り組んでいるものと思います。山梨県が、このたび特別支援教育プラン

策定に向けた審議会を設置いたしましたが、こうしたプランの策定の場に、もっと現場の実態

をぶつけていく必要があるかと思います。特別支援学級の充実を図ることは、特に甲府・峡東
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圏域の障がいのある児童生徒の就学環境を改善していくためにも、施設設備はもちろんのこと、

特別支援学校、また教員の配置を抜本的に考えなければならない状況にあると感じております。

この点について、教育委員会の見解をお伺いいたします。 
 次に学校施設の改修・補修などを計画的に、平成２２年度においても行う予定となっており

ますが、設計の段階で想定していなかったものの利用している中で、改善の必要があるといっ

た状況も少なくありません。本日の一般質問の中でもございましたが、特に石和中学校の問題

に限らず、現在の市内の小中学校を訪問してみますと、日照条件、あるいは備品の取り扱い、

設計の段階から、もうちょっと配慮があれば、改善する必要もなかっただろうなというものも

目につくようになってきました。 
 こうした教育施設・設備の環境も、また教育に携わる教職員も疲弊しきってしまってからで

は、教育ビジョンに掲げる理念の実現も困難であると考えます。時流適応というキーワードを、

まさに次代を担う子どもたちの就学環境の整備に当てはめて、対応していってほしいと考えま

すが、ご所見をお伺いいたします。 
 次に学校は、保護者が子どもを通わせていれば、それでよいというものではなく、学校や教

員との連携が不可欠であり、保護者の協力のもとで、学校の安全・安心の創出、維持、見守り

の効果も期待されます。この点について、市内小中学校での安心パトロールのような取り組み

の状況がどのようになっているか、お伺いいたします。 
〇議長（上野稔君） 

 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、山田教育長。 

〇教育長（山田武人君） 
 志村直毅議員の一般質問にお答えいたします。 
 まず、特別支援学校および教員の配置についてですが、特別支援教育は、障がいのある児童

生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取り組みを支援するという視点に立ち、児童生徒一人

ひとりの教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善、または克

服するため、適切な指導および必要な支援を行うものであります。 
 ご質問にもありますとおり、特別支援学級の施設・設備、教員の配置について考えていただ

くことは、本市においても望むところでございます。 
 小中学校の特別支援学級は、障がいが比較的軽い児童生徒を対象にし、県により設置される

ものでありますが、 近、一般的には特別支援学校に通う重い障がいを持った児童生徒でも、

地域の普通学校に通わせたいと希望する保護者が増えており、地域の学校に入学するケースが

増えております。このことからも、支援が必要な児童生徒の就学環境の充実は、大きな課題と

なるところでございます。 
 特別支援学級は、普通学校の中に開設されるものですから、重度の障がいを持った児童生徒

に対しては当然、施設面で充実しているものではなく、専門的な教員が配置されるものではあ

りません。そのため、保護者の希望により、比較的重い障がいを抱えた児童生徒を受け入れた

場合、人的にも施設的にも十分な支援ができない場合があります。その点につきましては、保

護者に十分説明し、納得していただいた上で入学していただいているのが現状です。 
 市といたしましては、十分な就学環境を整備したいと考えますが、市独自では賄いきれない

現状があります。特に専門的な職員の配置については、市だけではどうにもならないことであ
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ります。予算面、施設面、専門的な教員の配置などについても、ぜひ県の協力を仰ぎたいと以

前よりお願いしているところであります。 
 特別支援学校につきましても、昨今の支援を必要とする児童生徒の増加に伴い、学校数を増

やしていただければありがたいのですが、これは県の事業となりますので、市としては要望を

していくしか、仕方がありません。 
 生まれ育った地域で子どもを育てたいという保護者の要望を理解していただき、特別支援学

校の分校のようなものを地域に設置してくれるよう、お願いしております。 
 ぜひ、市議の皆さまにも以上のことを理解していただく中で、特別支援教育の充実に向けて、

県に働きかけていただくなど、ご協力をよろしくお願いいたします。 
 次に就学環境の整備について、お答えいたします。 
 学校施設を計画的に整備していくことは、笛吹市の未来を担う子どもたちが充実した学校生

活を過ごす上で、重要なことと感じております。 
 本市の小中学校１９校のうち１３校は築３０年以上が経過しており、経年劣化による修繕個

所や、この間の生活スタイルの変化に追いつかない学校施設環境など、いくつかの課題も目に

ついてきました。 
 本年度は、国の補助金・交付金を有効的に活用しながら、一宮学校給食センター建設、学校

トイレの改修、石和南小・東小の外壁エコ改修、各学校の体育器具の補修などを実施しており、

また来年度は一宮中学校の耐震補強、大規模改修などを予定しているところでございます。 
 施設を整備する段階では、予測できない構造上の問題やライフスタイルの変化などにより、

不便さが目につく施設もございますので、子どもたちが安全な施設で安心して学ぶことができ

るよう、財源や優先順位など検討する中で、必要とされる教育環境の整備を進めてまいりたい

と考えております。 
 次に市内小中学校の安心パトロールについて、お答えをいたします。 
 芦川小学校を除く１３の小学校で、安全パトロール、登下校見守りボランティアなどと呼ば

れる地域のボランティア団体が存在しております。約７００名が登録されており、低学年の児

童が登下校するときの付き添いをはじめ、登下校時の安全指導や巡回パトロールなどを行って

おります。さらに市には３人のスクールガードリーダーがおり、各校への安全指導を行うとと

もに青パトとの連携を図りながら、地域巡回パトロールや通学路の安全点検を行っております。 
 また、学校や地域より通報のあった不審者情報等につきましては、速やかに笛吹警察署およ

び笛吹警察署スクールサポーターへ連絡するとともに、市内全小中学校へ正確な情報提供と適

切な指導を行い、併せて防災無線を使って地域住民にも注意を呼びかけ、地域ぐるみ連携しな

がら学校の安全・安心に努めているところです。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（上野稔君） 
 志村直毅君。 

〇２番議員（志村直毅君） 
 ただいま、ご答弁いただきました内容について、再質問をさせていただきます。 
 まず特別支援の関係でございますが、こちらについては、いろいろと内容も、また今後の動

向も非常に注目していかなければならない状況になってきていると思っております。 
 先に学校関係の改修・補修等の部分で、まずお聞きをしておきたいと思いますが、政権交代
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が行われまして、経済対策等々が昨年度からずっと続いてくる中で、学校の施設整備について

も、さまざまな補助金・交付金事業があったわけですけども、また、その間に政権交代があっ

たということで、学校関係の施設の改修・補修等について、まず予算執行していく中で、この

平成２２年に繰り越しているものもありますけども、影響があったのかどうなのか。この点に

ついて、まずお伺いしたいと思います。 
〇議長（上野稔君） 

 仲澤教育部長。 
〇教育部長（仲澤和朗君） 

 志村議員の施設面に関する、政権交代に関する影響ということでございますけども、先ほど

答弁で申し上げましたように、平成２１年度からの繰越事業、また今年度の事業として、施設

の整備につきましては、たくさんの事業を今年度、計画しております。 
 地域活性化の公共投資臨時交付金や、きめ細かな臨時交付金を活用いたしました事業といた

しましては、小中学校に太陽光発電の設置、また春日居中学校の武道館の建設、さらには小中

学校のトイレ等の改修、また石和南小学校、石和東小学校等のエコ改修といたしまして、外壁

等々の工事も計画しております。 
 その中で、今、ご質問にございましたように、政権交代に対する影響でございますけども、

現状につきましては補助事業等の見直し、また交付金の縮小についての影響は、現状につきま

しては影響がなく、執行できる見込みとなっております。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（上野稔君） 
 志村直毅君。 

〇２番議員（志村直毅君） 
 影響が当面ないということで安心しておりますが、こういったものを活用して、さまざまな

改修を図っていくというようなことでないと、実態としてはどこの地方自治体においても、こ

ういった大きな施設、老朽化が多く進んでいるものに対しての手当をしていくことが難しいと

いうような状況にあるというふうに認識しております。 
 そういう中で、特別支援の、例えば肢体不自由、そういったお子さんが学校へ、通常の学級

へ通いたいというようなときには、こうした交付金を活用した施設改修というときに、非常に

有効に活用できるのかなというふうに思います。そういった意味でまた、これから特別支援を

必要な児童が、あるいは生徒が増えていくということも十分に予想がされ、また一方で築３０年

以上の学校が１３校あるということですから、これは石和中学校のバッテリー方式を挙げるま

でもなく、いずれこうしたものの更新の時期が、あるいは長寿命化を図っていかなければなら

ないというようなことが、もう容易に想定できると思います。 
 そうした中で、施設のできる範囲での改修を図っていくという意味で、これからどんな児童

生徒が入学してくるのかということも、十分また、事前に想定をしながらやっていかなければ

ならないということで、平成２２年度における市内１９校への特別支援学級、これがどのくら

い設置されているか。それから続けて、特別支援学級に在籍する児童生徒がどのくらいなのか

と、この点についてお伺いできればと思います。 
〇議長（上野稔君） 

 仲澤教育部長。 
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〇教育部長（仲澤和朗君） 
 平成２２年度におけます特別支援学級の設置数でございますけども、小学校には２３学級、

それから中学校には１２学級、計３５学級が設置されております。２１年度からいたしますと、

４学級ほど増えておる状況でございます。 
 また、特別支援学級に在籍しています児童生徒の人数でございますけども、２２年度で在籍

しています児童生徒数は１０７名ということで、やはり平成２１年度よりも１１名ほど、増加

しております。１０人以上でございます。 
 なお、施設の改修等につきましては、先ほど答弁を申し上げましたように、すべての児童生

徒のために、すべてを改修するというわけにはいきませんけども、通学する児童生徒の実情に

合った施設の改修ということにつきましても、必要と思われる場合につきましては、改修して

いきたいと考えております。よろしくお願いいたします。 
〇議長（上野稔君） 

 志村直毅君。 
〇２番議員（志村直毅君） 

 施設、本当にすべて、改修していくということは困難ということも十分、承知しております。

そういう中で、また必要に応じて取り組まなければならないというような状況も予想されます。

そういう意味では、学校現場がどうなっているかというようなことを、保護者も、これまで以

上に関心を持って、学校の、例えば学校ボランティアというようなものに関わる、そういう中

で学校の状況を粒さに見ていただくと、こういうことも必要不可欠なのかなというふうに思っ

ております。 
 保護者や地域の方々が、学校に関わって連携を深めていくといことは教育ビジョンにも謳っ

てありますし、また、この考え方は共に生きる、支え合うという意味でも、また、これから人

口減少、少子高齢社会ですから、地域コミュニティの中で、ＰＴＡというものも、これまで以

上の役割が求められるのではないか。あるいは、担い得るのではないかというふうに思います。

この点については、新しい公共というような形でも、ＰＴＡに対しても、そういった役割も期

待されているのかなと思います。そういう意味で、石和北小学校で、保護者の方が、これは全

員ですね。１年間、スケジュールを組んで、２人１組で学校内の見守り、パトロールをしてい

らっしゃるということで、大変なご苦労だなと思うわけですけども、なんらかの形で、ほかに

も読み聞かせのボランティアですとか、こういったものも活用しながら、本当に保護者の方々

がもっと、学校に目を向けていただくというような機会を創出していく必要があるなと痛感し

ています。 
 そういう中で、特別支援教育については、山田教育長によくお話をお聞きしますと、お口に

されるお言葉で、インクルシブ教育というようなことがありますけども、これは特別支援教育

とインクルシブ教育というのは、どうも考え方が少し異なるということで、インクルシブにつ

いては、障がいの種類と程度によって、学ぶ場所を限定しないと。特別支援学校、あるいは通

常学校というふうに分けないんだと。それから通常学級で学ぶ障がいを持つ児童生徒に対して

も合理的な配慮を提供すると。この大きく、２つの理念があるというふうに言われています。

場所の問題に小さくまとめるというわけではないんですけども、これは答弁の中にもありまし

たように、あるいは県の喫緊の、今の対応として、支援学校の分室を県で設置をしていただい

て、専門の免状を持つ教員も、県のほうから配置をしていただいて、通常の学級で学ぶ児童生
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徒と同じ屋根の下で教員もスキルアップしていく、児童も地域の子どもと一緒に学校に通える

というような場も、これから、そのインクルシブを視野に入れながら、統合というような、将

来的な課題はあるにしても、これからそういったことに、また一歩、進めていく必要もあるの

かなと思いますので、私もこの点は、県のほうにも大いに要望していきたいと思っております

けども、教育長のご所見をお伺いして、１問目の質問とさせていただきます。 
〇議長（上野稔君） 

 山田教育長。 
〇教育長（山田武人君） 

 私も１０年ほど前、教育事務所にいたときに、今と同じような意見を、特別支援学校へ行く

生徒が地域の学校へ来たときには、やはり専門の先生を、特別支援の、県立の先生をこちらに

来ていただいて、その中で指導を行い、みんなでみていくというような形にしたらどうですか

ということを言った覚えがありますけども、そのときにはほとんど相手にされませんでした。

県立の学校の先生と、市町村に行く先生とは違うんだよと。そちらの先生がこちらへ来ること

はできないんですよということを言われましたけども、ここで、議会の中で、そういう考え方、

ご質問が出たということは私も非常に意を強くしますし、点から線になり、やがて面になって

いくんではないかというふうに思っています。 
 今までは、特別支援学校に入った子は県でみます。でも市町村へ入った子たちは、市町村の

教育委員会が就学、入学を認めたわけだから、市町村の教育委員会でなんとかしなさいと、そ

ういうような考え方でしたけど、今はもう、そういうわけにはいかない。先ほど言いましたけ

ども、文科省の前の鈴木副大臣ですけども、特別支援学校とインクルシブ教育の目指す方向は

同じだというような答弁をしていたようですけれども、それがどの程度同じか、よく分かりま

せんけども、やはり障がいの程度によって学ぶところを分けるということはおかしいではない

かと、そういう考えの方も非常に多くなってきております。 
 ですから、今までの特別支援教育の考え方を変えて、やはり地域の学校へ、分校というのは、

例えば、何々小学校へそういう子が入ったときには、そこを分校にして、そして県からも専門

の先生を配置していただいて、そして施設名を直すときにも、市でも県でも一緒になって、そ

こを直していって、その子を育てていきましょうと、そういうような形にしていきたいという

思いが、この議会の中で言えるなんてことは、非常に、今までは考えられなかったことですけ

ども、ぜひ、この場で発言をさせていただき、志村議員からの発言を受けた中で、これで意を

強くして、これからも都市教育長会議とか、いろいろな中で発言をして、その実現に向かって、

なんとかしていきたいなと思っておりますので、ぜひ皆さん方の後押しもよろしくお願いいた

します。 
 以上です。 

〇議長（上野稔君） 
 志村直毅君。 

〇２番議員（志村直毅君） 
 教育長の大変、力強いご答弁をお聞きすることができ、うれしく思っております。 
 それでは、２問目に入ります。 
 ②生態系に配慮した森林整備と鳥獣被害対策について、お尋ねいたします。 
 １万１，８３２ヘクタールという、本市の面積の５８．６％を占める笛吹市の森林は、市民
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生活はもとより生息する動植物にも、自然の豊かな環境を提供しております。長年続けてきた、

国が主導した造林事業が社会情勢の変化もあり、林業の衰退、木材利用のニーズも外材に圧倒

され低下、針葉樹を中心とした人工林に手を入れることが、非常に困難な状況となっておりま

す。その結果、動植物の生態系にも影響を与え、奥山で暮らしていた動物が食料を求めて、里

山から平地へと表れるようになり、有害鳥獣として駆除される状況を生んでおります。 
 生態系に配慮した森林整備の状況について、以下、お伺いいたします。 
 まず、平成１９年度から創設した笛吹市森林総合整備事業について、これまでの整備実績が

どのようになっているのか、お尋ねいたします。 
 次に天然林が減少する中で、伐期を迎えた人工林への対応が迫られております。さまざまな

方法があるわけですけれども、１つの方法として、自然林化をすることが生態系の回復にも有

効であると考えられております。こうした取り組みが、本市においてもなされているでしょう

か。この点について、お聞かせください。 
 次に増加する鳥獣被害は農業者、市民生活それぞれに影響が懸念されるわけですが、一方で

生態系の頂点にあるとされるクマ、これはツキノワグマでございます。この捕獲と処分は、慎

重に行わなければならないとされております。県や農林業、また駆除にあたる猟友会などの関

係機関、関係者との情報の共有、意思の疎通、またルールの厳守といったことを徹底していく

ということが必要と考えますが、この点についてご所見をお伺いいたします。 
〇議長（上野稔君） 

 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、豊角産業観光部長。 

〇産業観光部長（豊角英人君） 
 志村直毅議員の一般質問にお答えします。 
 まず、笛吹市森林総合整備事業の整備実績についてですが、笛吹市森林総合整備事業につき

ましては、国補一般造林事業において森林所有者の負担区分を市が負担することにより、民有

林の適切な森林整備を促進することを目的に、平成１９年度から開始いたしました。平成２１年

度までの実績は約２０ヘクタールを整備し、また７００メートルの簡易作業路の整備を行いま

した。 
 今後も森林の荒廃を防ぎ、森林の多面的機能が十分発揮されるよう、支援してまいります。 
 次に人工林への対応について、お答えいたします。 
 人工林への対応につきましては、笛吹市森林整備計画に基づき森林の多面的機能を総合的に

発揮させるため、国補一般造林事業や森林総合整備事業を活用し、自然林化も含めた健全な森

林資源の維持造成を推進します。 
 次に鳥獣被害の中のクマの捕獲と処分について、お答えします。 
 鳥獣被害の中のクマの捕獲と処分につきましては、山梨県森林環境部みどり自然課を事務局

とする山梨県イノシシ・ツキノワグマ保護管理検討会において、ツキノワグマの保護管理体制

と保護頭数制限が検討されております。その中でツキノワグマ保護管理指針により、県内の生

息数は約４００頭と推定され、人的被害の防止など住民の安全確保とクマの保護の両立を図り、

年間捕獲頭数の上限を原則４０頭としております。 
 地域の関係者のご理解のもとに、被害の及ぶおそれの少ない地域への放獣に努める等が示さ

れ、市としても猟友会と協力して対応しております。 
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 ちなみに、平成２１年度の捕獲頭数は御坂町において１頭、目撃情報についても一宮町にお

いて１例であります。平成２２年度は春日居町において１例、目撃情報がございます。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（上野稔君） 
 志村直毅君。 

〇２番議員（志村直毅君） 
 ただいま、答弁いただきました内容について、再質問をさせていただきます。 
 まず森林総合整備事業、これは面積とすれば、２０ヘクタールといいますと、非常に小さい

という気もしないわけでもないですが、全体として民有林が多いという中で、市の行政として、

この整備をどのようにしていくかという部分は、なかなかやりたくてもできないというような

部分もあるのかなというふうに印象を持っております。まず、この森林整備の整備計画に掲げ

ている方向性を具現化していくために、どのような方策を講じられているのか、もう少し詳し

く教えていただけたらと思います。 
〇議長（上野稔君） 

 豊角産業観光部長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 まず森林整備の基本的な考え方になろうかと思いますが、山地災害等の防止対策、それから

森林の病虫害、野生鳥獣害の防止対策の推進等により、重視すべき機能に応じた多様な森林資

源の整備および保全を図っていくのが、基本的な考えだと思っております。 
 そこで森林整備の推進方向になりますが、まず水と土の保全林ということで、災害に強い地

域を形成し、また良質な水の安定供給を確保する観点から地形・地質等の条件を考慮した上で

水源涵養、また山地災害防止機能の維持増進を図るための森林施業を推進してまいりたいと思

います。 
 それから併せて、森林と人との共生林ということになろうかと思います。間伐が遅れた人工

林については、強度の間伐を行い、天然林の活用により針葉樹・広葉樹が混在する混合林へ誘

導する。さらには野生動物等の生息域を確保し、生態系の維持にも配慮した森林の適切な保全

を図ってまいりたい、このように考えております。 
〇議長（上野稔君） 

 志村直毅君。 
〇２番議員（志村直毅君） 

 ただいま、簡潔に説明していただきました。森林整備の方向、具体的な方策として、さまざ

まな取り組みがあるということですけども、これに加えて森林生態系の保全、あるいは景観の

形成、こういったことも考えていかなければならないというふうに思っております。 
 そして、何より人工林資源の活用ということになるわけですけれども、やはり伐期を迎えた

高齢級の人工林、ヒノキが笛吹市は多いというふうに聞いておりますけども、こういったもの

をどのようにして間伐、あるいは主伐、そして利用の促進を図っていくのかというようなとこ

ろが課題になってきていると思いますが、この点についてはどのようになっているでしょうか。

よろしくお願いします。 
〇議長（上野稔君） 

 豊角産業観光部長。 

 １１８ 



〇産業観光部長（豊角英人君） 
 主伐材の利用促進につきましては、今現在、笛吹市集約化推進計画を策定中であります。こ

れについては、県に申請を行っている途中でございます。この集約化作業によります搬出間伐

を推進するとともに、小規模間伐材の効率的と予想される生産方法にも取り組むということに

より、木材の安定供給体制の構築を図る、これを目的としております。 
 県における集約化施業の推進にかかる基本指針としても、計画的・集約的な施業を実施する

ことを目的に、高密度の作業路網の整備、高性能林業機械の活用、こういったことを推進する

ことを目的としております。 
 内容としては、現地の状況に応じた林内路網や作業システムの構築により生産性の向上を目

指す。あるいは、地形・地質に応じた路網の整備を図る、こういったものが主立った内容とな

ります。 
〇議長（上野稔君） 

 志村直毅君。 
〇２番議員（志村直毅君） 

 まったく、残念ながら外材に押されて、国産材を使っていただけないのは、コストの面もあ

るでしょうし、また実際に、どうしても安いものを使うというようなことになってしまうとい

うことで、私も調べましたら、山梨県、１年間で、おおよそですが、１６万立方メートルの木

材の素材料としてですけれども、１年間に生産量があると。そして建築材料として、ニーズは

１８万ということですから、これは国産材、あるいは県内産の木材をもっと使えるんではない

かなと思いましたら、そこまで主伐、あるいは間伐された木材が私たちの手元に届くまでには、

いろいろなルートがありまして、そういう中で、実際には建築資材としては、手元に届く部分

は、ほとんどないというような状況で、非常にそういう意味では、県内産の材木を使うと。県

のほうではそういった、使った方に補助のメニューなんかもあるわけですけども、こういった

ことを、あるいは今後、公共施設の整備等で、木造とは言いませんが、外壁ですとか内装です

とか、そういったところにも、できるだけ県産材を、あるいは市内の材木を使っていただくと

いうようなこともできると、本当にありがたいなというふうに思います。 
 そして、そういう中で、どうしても造林で進めてきた、そういった人工林が多い。しかも奥

山にまで、そういったものが広がっていると。これはよかれと思ってやってきたことでありま

すから、なかなか、それを急にまた、材は５０年、あるいは１００年というふうに時間もかか

りますから、転換できないというようなこともあるわけですけれども、そうしたことが動物、

あるいは植物の生態系にも大きく影響を及ぼしてきてしまったと。つい先日も春日居地区で、

クマの目撃情報があったということで、防災無線の放送もあったというふうに聞いております。

そういう意味では、生態系をこれ以上、壊さないように、あるいは回復をしていくためにも、

人工林を天然林化・自然林化というふうな形で、取り組みを進めていかなければなりません。 
 そこで、まずツキノワグマ、答弁にもありましたように、県で保護指針もつくっておりまし

て、保護管理検討委員会、指針を策定したときには市長も検討委員のメンバーだったというふ

うに記録が残っております。今は担当課のほうで、入っていただいてやっていると思いますけ

ども、こういった猟期と有害鳥獣ということで駆除する場合と、また対応があるわけですけど

も、ツキノワグマはできるだけ捕獲して、放獣するというような形で進めていっていただきた

いということで、先般も山梨県知事に要望をしてきたところであります。この点について、捕
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獲放獣ということの考え方についての、市のほうの考え方と、それから規制の状況について教

えていただければと思います。お願いします。 
〇議長（上野稔君） 

 豊角産業観光部長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 有害鳥獣の捕獲関係になりますが、これについてはすべて許可による捕獲になります。許可

が出る鳥獣については、スズメ、ムクドリ、ハトの関係になりますが、特に山にいると思われ

る鳥獣については、野うさぎ、イノシシ、ツキノワグマ、ニホンザル、ニホンジカ、これ等に

ついては、すべて捕獲の許可が必要になります。この許可を出した団体や個人に対して、適切

な処分を基本的には、すべてお願いしております。 
 山中で捕獲したものについては、現場での埋設および持ち出して解体処理ということになり

ます。鳥などについては埋設、それから一般廃棄物としての処分も行っております。ただし、

ツキノワグマにつきましては、地域の関係者の理解のもと、人的被害を含むものになりますが、

被害が少ないと思われる地域への放獣に努めております。しかし、地域につき人的被害につな

がりかねない個体や放獣するには危険な状況などの場合については、許可権者判断により処分

する場合もございます。そのほか許可により、かけられた罠等によって錯誤捕獲、許可が出て

いないほかのものが捕まった場合ですね、この場合については現地および現地に近い山等に放

獣しております。また狩猟をした場合については、これは捕獲した個人により、処分がなされ

ております。 
 以上であります。 

〇議長（上野稔君） 
 志村直毅君。 

〇２番議員（志村直毅君） 
 ツキノワグマというのは、私も笛吹市には森林が多いといいましても、御坂あるいは芦川、

こういったところが非常に面積的にもありますので、そちらのほうで、過去には目撃情報なり、

先ほどもありましたように捕獲されたというようなこともあったかと思いましたが、春日居の

ほうで見られたというのは、きっとその前に、甲府のほうで出たクマが移動してきたのかなと

いうふうにも感じておりまして、やはり移動能力が高いということもあって、どうしても今は、

ハンターの方が減っているということもありますけども、罠ですとか檻ですとか、こういった

もので捕獲をするという傾向が、頻度が高くなっているというふうにも聞いております。 
 そうは言いましても、ツキノワグマがニホンオオカミのように絶滅してしまうと、生態系が

崩れていってしまうことは明らかですので、やはり保全という方向で進んでいかなければなら

ないだろうと思います。そういう意味では捕獲の抑制、それからツキノワグマの繁殖を担保し

ていくということが必要なのかなと思います。そうはいっても、繁殖を担保するということは、

なかなか人間のできる所業ではありませんので、捕獲の抑制ということになりますと、やはり

平成９年から１３年、一時期、禁止をしていた時期もあったわけですけども、やはり、その後、

狩猟での捕獲もできるようになりまして、そして有害鳥獣としての捕獲がされると、こういっ

た目撃情報も多ければ、そういう機会も増えてくるということで、これは原因としては、とに

かく奥山のエサ不足、そして里山という緩衝地帯がなくなってきてしまっているというような

ことで、どんどん住宅地のほうにも出て行ってしまう。そして何より、桃・ブドウ日本一の笛
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吹市としては、ツキノワグマ、クマは桃がどうも好きだというようなこともデータで出ている

ようですから、人間の食べた食べ残しとか、そういった果樹等についても、これから影響が出

てこないかと、非常に心配もしております。 
 そういう意味では、錯誤の捕獲も含めて、できるだけ、そういった事態にならないようにし

ていくということを考えなければならないわけですけれども、現実的にできる課題として、こ

の檻、罠、こういったものの使用、これについての方法とルールの厳守を再度、徹底していた

だくということと、それからお聞きしましたら、 新式の箱檻ですと、これはイノシシが入っ

たら出られないわけですけども、クマだと上から出られるということで、そういった檻を増や

していく。あるいは、そういった檻を使いたいという方に、サポートをしていくということも

必要かなと思います。 
 いずれにしましても、考え方としましては、今年１０月に生物多様性条約の締約国会議が、

ＣＯＰ１０というのが名古屋でも行われますけども、この時期にこうした国際会議が行われる

というときでもありますし、ツキノワグマ、絶滅の危険に晒されている状況を保全へと転換し

ていくというようなことも取り組みとして、これは県のほうでやっていただくわけですけれど

も、そういったことを踏まえて、市でも有害鳥獣、また捕獲、こういったことに対する考え方

を、これまでもきっと、そういった観点でやってきていただいていると思いますけども、進め

ていっていただきたいと思っております。 
 そして 後に、住民参加による森林の整備というのも森林整備計画にあるわけですけれども、

間伐の１つの方法としまして、皮むき間伐というものがあります。木の幹の周囲をぐるぐると

刃を入れまして、あとは手で引っ張ると、要するに樹液が、幹のまわりの、皮の下を流れます

から、その皮を剥いでしまうことによって、立ち枯れをさせるということでありまして、切り

捨て間伐で、あと手が入られないというような状況もあるわけですけども、立ち枯れをさせる

ということになりますと、１年、２年、時間がかかって枯れていくと。そうすると人工林、だ

いぶ薄暗い中にも光が入ってくる。そういう中で、下から草木も生えてくるということで、自

然林化が進んでいくというような考え方もあるようです。こうしたこともまた、普及啓発をし

ていただいて、森林整備に取り組んでいただけたらと思っております。 
 学校教育現場でも森林関係の体験作業、講話といったものもぜひ取り組んでいただきたいと

思いますし、生態系に配慮した本市の森林整備に期待をいたしまして、また、この点について、

ご所見があればお伺いして終わりたいと思います。 
〇議長（上野稔君） 

 豊角産業観光部長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 森林と人との共生林ということを、大前提に進めてまいりたいと思います。間伐が遅れた人

工林についての間伐を行うことによって、天然力の活用による自然林、そのことから野生動物

等の生息域を確保、また生態系の維持にも配慮した森林の適切な保全、これを図ることを基本

的な考えのもとに進め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） 
 山田教育長。 
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〇教育長（山田武人君） 
 この前の植樹祭のときにも、みどりの少年隊が見えましたけども、交代でみどりの少年隊の

あれを受けながら、そういう指導もしておりますし、普段の授業の中でも、そういうふうなこ

とについては、理科なり社会なり、総合的な学習の中でやっておりますので、その方針は十分

に学校に伝わっているんではないかと思っております。 
 以上です。 

〇議長（上野稔君） 
 志村直毅君。 

〇２番議員（志村直毅君） 
 笛吹市の大きな財産であります、この森林資源をこれからも子々孫々にわたって、私たちも

大切に引き渡していけるように取り組んでいくことを私もお約束しまして、一般質問とさせて

いただきます。 
〇議長（上野稔君） 

 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。 
 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。 
 今の志村議員の生態系の問題について、質問したいと思います。私も今の話の中で、専門分

野でございますので、お願いかたがた、質問をさせていただきたいと思います。皆さん、お疲

れでございますので、２、３分の間だけ我慢をしていただきたいと思っております。 
 今、部長のほうから話がありましたとおり、山梨県のクマの頭数は現在４００頭ぐらいいる

と。その中で、毎年４０頭ぐらいを捕獲してよろしいという許可が下りているわけでございま

すけども、とても４０頭なんて獲れないんですけども、当然その中には有害駆除にかかったの

も入れて４０頭ということでございまして、いずれにしても罠にかかったのは麻酔銃を撃って

山奥へ連れて行くと。山奥へ連れて行って、そこでカラシを鼻のところへかけて放すというこ

とになっておりまして、そういう格好で現在、進んでおりますけれども、当然、そのときには

首輪をして放しております。首輪をして放しておりますので、また、それが里へ帰ってくると、

２回以上すると、これは駄目だと、そういうことで、かかったら殺傷をして、現在おりますけ

ども、このほかのものは、すべて山奥へ放しているような状態でございます。 
 そういう中で、全日本猟友会、また山梨県猟友会等々とも、そのクマの問題等々は大変な苦

労をしながら保護をしておるわけでございまして、山梨県におきましても、猟友会のほうで県

へ何度となく山奥へ実のなる木を植えてくれと、そういう話も何回かしておりますし、当然、

山梨県猟友会でも、山奥へ行って実のなる木を植えたり、また実をいけたりという、そういう

格好の中で、現在もしておるわけでございますけども、なかなか難しい問題でございます。 
 それにしましても、幸いにも笛吹市には８０％の県有林が各町にあるということでございま

すので、ぜひ、そのへんを踏まえた中で、当然、毎年、先般もやりましたような、植樹祭等々

もございますので、どうか山奥へ実のなる木を植えてもらえるようなことを考えていただけれ

ば一番ありがたいなと、こんなふうに思っていますけども、それにはなかなか難しい問題等も

あろうかと思いますけども、もし大変だったら、各町へ補助金を出していただいて、この補助
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金で実のなる木を山奥へ植えてもらいたいという、そういう指導等々もまた、していただけれ

ば、ありがたいと思いますけれど、その点について１点、お伺いをしたいと思います。よろし

くお願いします。 
〇議長（上野稔君） 

 豊角産業観光部長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 基本的には生態系の維持ということになろうかと思いますが、天然力の活用、こういったも

のを 重点的に考えてまいりたいと考えております。それを推進することにより、野生動物の

生息域の確保、それから生態系の維持に配慮した適切な保全が図れるということで、特に人的

なものについては、今現在、適切な計画は立ててございませんが、間伐を行うことにより、天

然力活力、これを有効に利用してまいりたいと思っております。 
 それから、やはりツキノワグマ等々になりますが、これについては人的被害の防止を、まず

優先的に考えたいと思っております。住民の安全確保と、それとクマの保護、これの両立を図

ることが目的になりますが、まず人的確保はもちろんのことですが、これを優先的に考えてお

ります。そういったことで、生息域の確保、それから生態系の維持に配慮した環境づくり、保

全確保、これに努めてまいりたいと考えております。 
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） 

 関連質問を終わります。 
 以上で、一般質問を終わります。 
 本日の議事は、すべて終了いたしました。 
 お諮りします。 
 明日８日から１１日および１４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８日から１１日および１４日は休会とすることに決定いたしました。 
 次の本会議は１５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。 
 長時間、ご苦労さまでした。 

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

散会  午後 ７時０５分 
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日程第 １ 議案第５３号 笛吹市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び笛吹市職員

の育児休業等に関する条例の一部改正について 
日程第 ２ 議案第５４号 笛吹市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条

例の一部改正について 
日程第 ３ 議案第５５号 笛吹市職員給与条例の一部改正について 
日程第 ４ 議案第５６号 笛吹市火災予防条例の一部改正について 
日程第 ５ 議案第５７号 笛吹市春日居町内市立保育所整備基金条例の廃止について 
日程第 ６ 議案第５８号 平成２２年度笛吹市一般会計補正予算（第２号）について 

日程第 ７ 議案第５９号 平成２２年度笛吹市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

について 

日程第 ８ 議案第６０号 平成２２年度笛吹市介護保険特別会計補正予算（第１号）に

ついて 

日程第 ９ 議案第６１号 平成２２年度笛吹市介護サービス特別会計補正予算（第１号）

について 

日程第１０ 議案第６２号 平成２２年度笛吹市後期高齢者医療特別会計補正予算（第

１号）について 

日程第１１ 議案第６３号 平成２２年度笛吹市公共下水道特別会計補正予算（第１号）

について 

日程第１２ 議案第６４号 平成２２年度笛吹市簡易水道特別会計補正予算（第１号）に

ついて 

日程第１３ 議案第６５号 平成２２年度笛吹市水道事業会計補正予算（第１号）について 

日程第１４ 議案第６６号 平成２２年度笛吹市営春日居地区温泉給湯事業会計補正予算

（第１号）について 

日程第１５ 議案第６７号 動産の取得について 

日程第１６ 議案第６８号 公の施設に係る指定管理者の指定について（八代地域振興交

流センター） 
日程第１７ 議案第６９号 公の施設に係る指定管理者の指定について（八代農産物加工

センター） 
日程第１８ 議案第７０号 字の区域の変更について 
日程第１９ 議案第７１号 市道廃止について 
日程第２０ 議案第７２号 市道認定について 
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日程第２１ 議案第７３号 東山梨行政事務組合規約の変更について 
日程第２２ 請願第１号 子宮頸がん予防ワクチン接種を国が公費助成するよう意見書

を提出することを求める請願について 
日程第２３ 議案第７４号 人権擁護委員の候補者の推薦について 
日程第２４ 発議第３号 暴力団排除条例の早期制定を求める意見書の提出について 
日程第２５ 発議第４号 子宮頸がん予防ワクチン接種の公費助成を求める意見書の提

出について 
日程第２６ 閉会中の継続審査について 
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 ７番 渡 辺 正 秀 ８番 亀 山 和 子 
 ９番 降 矢 好 文 １０番 堀 内 文 藏 
 １１番 中 村 善 次 １２番 龍 澤   敦 
 １３番 野 沢 勝 利 １４番 寳     修 
 １５番 新 田 治 江 １６番 大 久 保 俊 雄 
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 ２３番 前 島 敏 彦 ２４番 上 野   稔 
 
 

３．欠席議員 
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再開  午後 ２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、これより本日の会議を開きます。 
 本日も、上着を脱いで結構です。 
 本日、傍聴の申請があり、これを許可しましたので報告いたします。 
 傍聴人に申し上げます。 
 傍聴人は議事について可否を表明し、または騒ぎ立てることは禁止されておりますので、静

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

め申し添えます。 
 直ちに、日程に入ります。 
 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりです。 
 報告事項を申し上げます。 
 農業委員会会長、荻野勇夫君より欠席届が提出されましたので、報告いたします。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（上野稔君） 
   日程第１ 議案第５３号から日程第２１ 議案第７３号までを一括議題といたします。 

 本案については今定例会初日の６月４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、ただいま議長より報告を求められましたので、総務常任委員会の報告をいたしま

す。 
 去る６月４日の本会議において、本委員会に付託されました議案審査を１０日、１１日、委

員会を開会し、委員出席のもと、関係当局の出席を求め審査いたしました。 
 審査の過程において出ました、主な質疑等について報告いたします。 
 まず総務部所管では、子ども手当に関するシステム改修の国庫負担金について、市へのシス

テム改修の負担金はないのかとの質問に対し、職員分の子ども手当の費用については、特例交

付金があるが、システム改修自体についてはないとの説明がありました。また、バスの購入に

ついては、リースという案も考えられると思うが、どのような理由で購入することになったの

かとの質問に対し、バス購入とリース契約の費用対効果を比較したところ、購入の方が経済的

に安価であるので、公用車全体のリースは廃止し、購入していく方針であるとの説明がありま

した。 
 また笛吹市職員の勤務時間、休暇等に関する条例および笛吹市職員の育児休業等に関する条

例の一部改正についてでは、仕事と子育ての両立支援を一層進めるためにも、率先して有効利

用できる体制を整えてもらいたいとの意見が出ました。 
 経営政策部所管では、中央競馬会の寄附金が毎年減ってきていると思われるが、どのような
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算出方法で寄附を受けるのかとの質問に対し、当該場外発券所の過去３カ年の売上総額比率等

を参考に算出されているとの説明がありました。 
 以上、本委員会に付託をされました案件に関わる主な質疑等の報告を終わります。 
 それでは、審査結果については次のとおりです。 
 議案第５３号 「笛吹市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び笛吹市職員の育児休業等

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５４号 「笛吹市職員団体のための職員の行為の制限の特例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５５号 「笛吹市職員給与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５６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５８号 「平成２２年度笛吹市一般会計補正予算（第２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７３号 「東山梨行政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。 
 以上をもちまして、総務常任委員会委員長の報告といたします。 

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。 

 総務常任委員会に付託されております議案第５８号 「平成２２年度笛吹市一般会計補正予

算（第２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５３号から議案第５６号までを一括議題とします。 
 お諮りします。 
 本４案件については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本４案件に対する委員長報告は、可決です。 
 本４案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第５３号から議案第５６号は、原案のとおり可決されました。 
 次に、議案第７３号を議題とします。 
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 お諮りします。 
 本案については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本案に対する委員長報告は、可決です。 
 本案は、委員長報告のとおり決することに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７３号は原案のとおり可決されました。 
 次に教育厚生常任委員会に付託しております案件について、教育厚生常任委員長から審査の

結果について、報告を求めます。 
 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６月４日の本会議において、本委員会に付託されました議案審査を、１０日および１１日

の２日間にわたりまして、委員ならびに関係当局の出席を求め開会し、審査をいたしました。 
 審査の過程において出ました、主な質疑・意見等について報告いたします。 
 保健福祉部所管では、子宮頸がん予防ワクチン接種の費用助成について、積算根拠・ＰＲ方

法についての質問があり、任意の接種であるが、県の助成決定に伴い市も助成することとした。

小学６年生と中学３年生の女子の約半数を希望者と見込んでいる。広報・ホームページやチラ

シ配布、また個人通知を送付する予定であるとの説明がありました。 
 また、学校で身近に説明することも接種率向上につながるのではとの意見があり、三者懇談

の折にも啓発依頼をしていきたいとの説明がありました。 
 そのほかにも、１１歳から１４歳がワクチン接種の推奨年齢だが、高校生への対応も検討が

必要だと思う。６年生のときに接種を受けていれば、３年後の中学３年生時の対象者が減って

くるので、予算の軽減も考えられ、補助対象は拡大できると思われる。今後、積極的に検討を

との意見が多数ありました。 
 教育委員会所管では、工事検査員の人件費計上について、管財課との連携や配置の基準はと

の質問があり、学校施設工事が事業的に増加したことに伴い、教育委員会独自に配置をお願い

した。設計書の内容確認など、専門的知識も必要なための措置である。設計監理の業者委託や

職員も工程管理等に関わっているとの説明がありました。 
 以上、教育厚生常任委員会で審査されました、主な内容についての報告を終わります。 
 それでは、審査結果については、次のとおりです。 
 議案第５７号 「笛吹市春日居町内市立保育所整備基金条例の廃止について」、賛成全員で

原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第５８号 「平成２２年度笛吹市一般会計補正予算（第２号）のうち、教育厚生常任委

員会担当項目について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第５９号 「平成２２年度笛吹市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）について」、
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賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第６０号 「平成２２年度笛吹市介護保険特別会計補正予算（第１号）について」、賛

成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第６１号 「平成２２年度笛吹市介護サービス特別会計補正予算（第１号）について」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第６２号 「平成２２年度笛吹市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１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６７号 「動産の取得について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 以上をもちまして、委員長報告と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５８号につきましては、先ほど申し上げたと

おり、各常任委員会に分割付託しておりますので、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５７号を議題とします。 
 お諮りします。 
 本案については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本案に対する委員長報告は、可決です。 
 本案は、委員長報告のとおり決することに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５７号は原案のとおり可決されました。 
 次に、議案第５９号から議案第６１号までを一括議題とします。 
 お諮りします。 
 本３案件については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本３案件に対する委員長報告は、可決です。 
 本３案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
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 異議なしと認めます。 
 よって、議案第５９号から議案第６１号は原案のとおり可決されました。 
 次に議案第６２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６２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６２号は原案のとおり可決されました。 
 次に議案第６７号を議題といたします。 
 お諮りします。 
 本案については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本案に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６７号は原案のとおり可決されました。 
 次に、建設経済常任委員会に付託しております案件につきまして、建設経済常任委員長から

審査結果についての報告を求めます。 

 建設経済常任委員会委員長、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６月４日の本会議において、本委員会に付託されました議案審査を６月１０日、１１日

に委員出席のもと、関係当局の出席を求め開会し審査いたしました。 
 審査にあたり主な質疑・意見等について、報告いたします。 
 産業観光部所管では、過疎地域等自立活性化推進交付金事業（新過疎法）でのコミュニティ

ワゴン車購入費に関し、どの程度のワゴン車を想定しているのか、また購入後の利用目的や使

用範囲、さらに今、検討中のコミュニティバスとの関連などについての質問があり、車種につ

いては道幅が狭いなどの地理的条件や、高齢者が多い住民の利便性やニーズ、安全性などを考

慮して決めていきたいとの説明がありました。 
 また、この夏、行われる花火大会協賛金の見込み、運営等については、大手企業の協賛があ

まり見込めない見通しのため、新規に市内企業約６００社に対し、協賛依頼の通知を出させて

いただいた。従来どおりの運営ができるよう、祭りを盛り上げていきたいとの報告がありまし
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た。 
 建設部所管では、職員人件費にかかる補正予算が主なものでありましたが、その中で、管理

総務課関係では、住宅管理費の工事請負費の内容について質問があり、きめ細かな臨時交付金

にかかる内容についての説明がありました。 
 土木課関係では、公有財産購入費についての質問があり、御坂町上黒駒地内のリニア工事用

道路用地についての説明がありました。またリニア関連では渇水対策等、今後も事務量増加が

予想されるため、リニア担当の拡充を求める委員の意見が多くありました。 
 まちづくり整備課関係では、公有財産購入費の内容についての質問があり、石和温泉駅周辺

整備事業の北口駅前広場にかかる内容についての説明がありました。今後とも進捗状況につい

て、タイムリーな説明を願う旨、意見が出されました。 
 公営企業部所管では公共下水道特別会計、簡易水道特別会計、水道事業会計、春日居地区温

泉給湯事業会計の各補正予算について説明があり、その中で、下水道課関係では、下水道維持

管理費の工事請負費の内容について質問があり、境川町地内の農工団地内に新たな公共桝を設

置するとの説明がありました。 
 水道課関係では、施設建設費の工事請負費の内容について質問があり、境川町地内の国道舗

装工事に伴う、延長１５０メートルの配水管布設替えの内容についての説明がありました。 
 業務課関係では、コンビニ収納について質問があり、夜間でも納入できるため、コンビニ収

納が若干伸びてい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５８号 「平成２２年度笛吹市一般会計補正予算（第２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６３号 「平成２２年度笛吹市公共下水道特別会計補正予算（第１号）について」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
 議案第６４号 「平成２２年度笛吹市簡易水道特別会計補正予算（第１号）について」、賛

成全員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
 議案第６５号 「平成２２年度笛吹市水道事業会計補正予算（第１号）について」、賛成全

員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
 議案第６６号 「平成２２年度笛吹市営春日居地区温泉給湯事業会計補正予算（第１号）に

ついて」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
 議案第６８号 「公の施設に係る指定管理者の指定について（八代地域振興交流センター）」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
 議案第６９号 「公の施設に係る指定管理者の指定について（八代農産物加工センター）」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
 議案第７０号 「字の区域の変更について」、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。 
 議案第７１号 「市道廃止について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定いた

しました。 
 議案第７２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。 
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 以上をもちまして、委員長報告といたします。 
〇議長（上野稔君） 

 以上で、建設経済常任委員長の報告が終わりました。 

 これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 （ な し ） 

 質疑を終結します。 

 これより討論および採決を行いますが、議案第５８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６３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６３号の採決を行います。 
 本案に対する委員長報告は、可決です。 
 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 全 員 ） 
 起立全員です。 
 よって、議案第６３号は原案のとおり可決されました。 
 次に議案第６４号を議題とし、討論を許します。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結します。 
 これより、議案第６４号の採決を行います。 
 本案に対する委員長報告は、可決です。 
 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 全 員 ） 
 起立全員です。 
 よって、議案第６４号は原案のとおり可決されました。 
 次に議案第６５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６５号の採決を行います。 
 本案に対する委員長報告は、可決です。 
 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 全 員 ） 
 起立全員です。 
 よって、議案第６５号は原案のとおり可決されました。 
 次に、議案第６６号を議題とします。 
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 お諮りします。 
 本案については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本案に対する委員長報告は、可決です。 
 本案は、委員長報告のとおり決することに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６６号は原案のとおり可決されました。 
 次に、議案第６８号から議案第７２号までを一括議題とします。 
 お諮りします。 
 本５案件については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本５案件に対する委員長報告は、可決です。 
 本５案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第６８号から議案第７２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５８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５８号の採決を行います。 
 本案に対する委員長報告は、可決です。 
 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 全 員 ） 
 起立全員です。 
 よって、議案第５８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２２ 請願第１号を議題とします。 

 本件は、定例会初日に教育厚生常任委員会に付託いたしました。 
 審査の結果について、教育厚生常任委員長から報告を求めます。 
 教育厚生常任委員会委員長、前島敏彦君。 

 １３５ 



〇教育厚生常任委員長（前島敏彦君） 
 ただいま、議長より報告を求められましたので、教育厚生常任委員会に付託されました請願

について、６月１１日に審査をいたしましたので、その結果について報告をいたします。 
 請願第１号 子宮頸がん予防ワクチン接種を国が公費助成するよう意見書を提出することを

求める請願については、賛成全員で採択すべきものと決定いたしました。 
 以上をもちまして、請願審査の報告といたします。 

〇議長（上野稔君） 
 これより、委員長報告に対する質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑を終結します。 
 続いて、討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結します。 
 請願第１号の採決を行います。 
 この請願に対する委員長の報告は、採択です。 
 本件は、これを採択することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 全 員 ） 
 起立全員です。 
 よって、請願第１号は委員長報告のとおり、採択することに決しました。 
 後刻、日程を追加し、意見書の提出について議題とします。 
 ここで、暫時休憩いたします。 
 再開を３時１０分にいたします。 

休憩  午後 ２時５８分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ３時０８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） 
   日程第２３ 議案第７４号を議題とし、提出議案に対する要旨説明を求めます。 

 市長、荻野正直君。 
〇市長（荻野正直君） 

 本日、追加提案させていただきます議案につきまして、概略を説明させていただきます。 
 議案第７４号 人権擁護委員の候補者の推薦についてでありますが、議案書にお示しのとお

り、若尾光明氏を人権擁護委員の候補者として推薦するため、人権擁護委員法第６条第３項の

規定により、議会の意見を求めるものであります。 
 住所は、御坂町上黒駒２０１４番地の１。生年月日は、昭和２４年１月１５生まれ。満６１歳

であります。 
 以上、追加案件の概略とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜らんことをお

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、議案第７４号の質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑を終結します。 
 お諮りします。 
 本案は、会議規則第３６条第３項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第７４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７４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７４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７４号は原案のとおり承認することに決しました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（上野稔君） 
   日程第２４ 発議第３号を議題とします。 

 提出者より、提案理由の説明を求めます。 
 降矢好文君。 
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〇９番議員（降矢好文君） 
 発議第３号 暴力団排除条例の早期制定を求める意見書の提出について 
 平成２２年６月１５日 提出 
 笛 吹 市 議 会 議 長 殿 

提出者 
笛吹市議会議員 降矢好文 

賛同者 
   〃    前島敏彦 
   〃    大久保俊雄 

 笛吹市議会会議規則第１３条第１項の規定により、別紙のとおり意見書を提出する。 
 提案理由 
 反社会的勢力である暴力団は、社会秩序を破壊する 大の敵であり、暴力団の存在しない平

和な明るい郷土の実現は、地域住民の願いである。 
 ここ笛吹市においても、警察、地域住民、行政が一体となって暴力団排除の取り組みを行っ

ているのにもかかわらず、暴力団は地域住民の日常生活に深く介入し、市民生活に大きな脅威

となっている。 
 こうした情勢を踏まえ、暴力団のない明るい山梨県の実現に向けて、暴力団排除条例の早期

制定を求める必要があるため。 
 なお、意見書（案）については、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３号は質疑・討論・委員会付託を省略することに決定しました。 
 これより、発議第３号の採決を行います。 
 本案は、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 全 員 ） 
 起立全員です。 
 よって、発議第３号は原案のとおり可決されました。 
 追って、意見書を関係機関に送付いたします。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（上野稔君） 
   日程第２５ 発議第４号を議題とします。 

 提出者より、提案理由の説明を求めます。 
 前島敏彦君。 
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〇２３番議員（前島敏彦君） 
 発議第４号 子宮頸がん予防ワクチン接種の公費助成を求める意見書の提出について 
 平成２２年６月１５日 提出 
 笛 吹 市 議 会 議 長 殿 

提出者 
笛吹市議会議員 前島敏彦 

賛同者 
笛吹市議会議員 降矢好文 
   〃    大久保俊雄 

 地方自治法第９９条の規定により、別紙のとおり意見書を提出する。 
 提案理由 
 子宮頸がんは日本の２０歳代女性では、乳がんを抜いて発症率が一番高いが、ワクチンで予

防できる唯一のがんでもある。しかし、ワクチン接種費用は高額であり、公的援助が不可欠で

あります。 
 よって、女性の命と健康を守るため、子宮頸がん予防ワクチンが無料で接種できるよう、公

費助成を行うことを国に求める必要があるため。 
 なお、意見書（案）については、お手元にお配りしましたとおりでございます。 
 以上でございます。 

〇議長（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４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４号の採決を行います。 
 本案は、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 全 員 ） 
 起立全員です。 
 よって、発議第４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） 
   日程第２６ 「閉会中の継続審査について」を議題とします。 

 各常任委員長、議会運営委員長、リニア対策特別委員長より閉会中の継続審査の件が提出さ

れております。 
 お諮りします。 
 本件についてはお手元に配布のとおり、閉会中の継続審査とすることにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
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 異議なしと認めます。 
 よって、本件については各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査と決しました。 
 以上で、本定例会に付議された案件は、すべて終了いたしました。 
 市長より閉会に際し、あいさつの申し出がありますので、これを許します。 
 市長、荻野正直君。 

〇市長（荻野正直君） 
 平成２２年第２回定例会の閉会にあたりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 
 本市議会は６月４日から本日まで、１２日間の日程で開催されました。正副議長さまをはじ

め、市議会議員各位におかれましては、本会議ならびに各委員会を通じ、慎重かつ熱心なご審

議に努めていただき、誠にありがとうございます。 
 本議会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、厚く御礼を申し上げます。 
 特に先ほど、ご議決いただきました子宮頸がん予防ワクチン接種に伴う補正予算につきまし

ては、今後、県とも連携する中で、ワクチン接種を受けやすい環境づくりを進めてまいります。 
 次に子ども手当の第１回目の支給状況について、ご報告を申し上げます。 
 ４月末から窓口の申請や郵送などにより受付業務を開始し、５月２８日までに手続きを終え

たものにつきましては、６月１０日付けで指定の口座にお振り込みをさせていただきました。 
 世帯数は５，５８０世帯、金額で約２億３，９００万円にのぼり、受給対象世帯の約９０％

にあたるご家庭にお支払いを完了したところであります。 
 今後も未来ある子どもたちのすこやかな成長を願いつつ、安心して子育てと教育ができるま

ちづくりに向け、全力で取り組んでまいります。 
 さて、国政においては、大きな変化がございました。鳩山前首相の辞意表明を受け、第９４代

首相に菅直人氏が指名され、新内閣が発足いたしました。過去４代の内閣においては、いずれ

も発足から１年余りでの退陣が続いており、このことが政治の閉塞状況を生むと同時に、国民

の政治不信を増幅させた要因ではないかと感じるところであります。 
 新内閣は強い経済、強い財政、強い社会保障の一体的実現を政治の強いリーダーシップで実

行していくとしております。新首相の決意のもと、安定した政権運営に期待するものでありま

す。 
 なお、任期満了に伴います第２２回参議院議員通常選挙は６月２４日告示、７月１１日投開

票の日程で、調整が進められております。 
 国の動向に左右される部分でございますが、選挙の確実な執行と併せ、開票事務の効率化お

よび迅速化に向け、着実に準備を進めております。 
 次に６月２８日から６月２９日まで、ＪＡふえふきと共同で東京大田市場をメインに果実の

消費宣伝を行います。笛吹市ブランドの確立に向け、安全・安心でおいしい高品質の果物をＰ

Ｒしてまいります。また７月２１日から４日間の日程で、農産物の消費宣伝および観光ＰＲを

目的に香港トップセールスを実施するとともに、個人観光ビザの発給要件の緩和により、大幅

な観光客増加が見込まれる中国からの誘客促進を目的に、８月５日から３日間の日程で、上海

で開催される富士の国やまなし観光フェアへ、知事をはじめ県関係者の皆さまとともに参加を

してまいります。さらに８月２８日から８月３１日まで、本市の特産品であります桃を通じて

交流のあります中国北京市平谷区を訪問いたします。 
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 いずれも私自身がトップセールスを行うことにより、笛吹市の魅力を十分に発揮し、本市の

知名度向上や果実の販路拡大を図ってまいります。 
 さて、今年も７月２０日から笛吹市夏まつりが始まります。市役所本庁舎前、笛吹川原にお

きまして、７月２０日から８月２０日までの間、毎晩８時５０分から連夜花火が打ち上げられ

ます。また８月１９日までの間、水、木、土、日の夜８時から７００年の歴史を持つ笛吹川石

和鵜飼が実現されます。 
 ８月１６日には、甲斐一宮大文字焼きが開催されます。さらに笛吹市夏まつりの 後を飾る

２１日の石和温泉花火大会におきましては、県内外から多くの方々に来訪していただき、大輪

の花火を堪能していただけるものと思います。 
 これからも今まで培ってきた観光イベントをさらに進化させ、笛吹市を代表する観光イベン

トとして、広くアピールしてまいりたいと思いますので、議員各位におかれましてもＰＲとご

協力をお願い申し上げます。 
 後に、これから梅雨本番に入ると同時に、厳しい暑さの時期を迎えます。くれぐれもご自

愛の上、ご健勝にてご活躍されることをお祈りしつつ、閉会のあいさつと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） 
 以上をもちまして、平成２２年笛吹市議会第２回定例会を閉会いたします。 
 大変ご苦労さまでした。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
閉会  午後 ３時２５分 
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