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平成２２年笛吹市議会第３回定例会 
 

１．議 事 日 程（第１号） 
平成２２年９月３日 
午後１時３０分開議 
於 議 場 

 
 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 
日程第 ２ 会期の決定 
日程第 ３ 議会関係諸般の報告 
日程第 ４ 市長行政報告ならびに提出議案要旨説明 
日程第 ５ 代表監査委員決算審査報告 
日程第 ６ 報 告 第 ８ 号 平成２１年度笛吹市財政健全化判断比率及び公営企業の資

金不足比率の報告について 

日程第 ７ 議案第７９号 笛吹市スコレーセンター条例の一部改正について 

日程第 ８ 議案第８０号 笛吹市国民健康保険条例の一部改正について 

日程第 ９ 議案第８１号 笛吹市火災予防条例の一部改正について 

日程第１０ 議案第８２号 平成２２年度笛吹市一般会計補正予算（第３号）について 

日程第１１ 議案第８３号 平成２２年度笛吹市国民健康保険特別会計補正予算（第

３号）について 

日程第１２ 議案第８４号 平成２２年度笛吹市介護保険特別会計補正予算（第２号）

について 

日程第１３ 議案第８５号 平成２２年度笛吹市介護サービス特別会計補正予算（第

２号）について 

日程第１４ 議案第８６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

３号）について 

日程第１５ 議案第８７号 平成２２年度笛吹市公共下水道特別会計補正予算（第２号）

について 

日程第１６ 議案第８８号 平成２２年度笛吹市農業集落排水特別会計補正予算（第

１号）について 
日程第１７ 議案第８９号 平成２２年度笛吹市簡易水道特別会計補正予算（第２号）

について 
日程第１８ 議案第９０号 平成２２年度笛吹市黒駒山恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計補正予算（第１号）について 
日程第１９ 議案第９１号 平成２２年度笛吹市大積寺山恩賜県有財産保護財産区管理

会特別会計補正予算（第１号）について 
日程第２０ 議案第９２号 平成２２年度笛吹市稲山恩賜県有財産保護財産区管理会特

別会計補正予算（第１号）について 
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日程第２１ 議案第９３号 平成２２年度笛吹市牛ヶ額恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計補正予算（第１号）について 
日程第２２ 議案第９４号 平成２２年度笛吹市大口山恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計補正予算（第１号）について 
日程第２３ 議案第９５号 平成２２年度笛吹市崩山恩賜県有財産保護財産区管理会特

別会計補正予算（第１号）について 
日程第２４ 議案第９６号 平成２２年度笛吹市名所山恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計補正予算（第１号）について 
日程第２５ 議案第９７号 平成２２年度笛吹市春日山恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計補正予算（第１号）について 
日程第２６ 議案第９８号 平成２２年度笛吹市兜山外五山恩賜県有財産保護財産区管

理会特別会計補正予算（第１号）について 
日程第２７ 議案第９９号 平成２２年度笛吹市水道事業会計補正予算（第２号）につ

いて 
日程第２８ 議案第１００号 平成２１年度笛吹市一般会計歳入歳出決算認定について 
日程第２９ 議案第１０１号 平成２１年度笛吹市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認

定について 
日程第３０ 議案第１０２号 平成２１年度笛吹市老人保健特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 
日程第３１ 議案第１０３号 平成２１年度笛吹市介護保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 
日程第３２ 議案第１０４号 平成２１年度笛吹市介護サービス特別会計歳入歳出決算認

定について 
日程第３３ 議案第１０５号 平成２１年度笛吹市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

認定について 
日程第３４ 議案第１０６号 平成２１年度笛吹市公共下水道特別会計歳入歳出決算認定

について 
日程第３５ 議案第１０７号 平成２１年度笛吹市農業集落排水特別会計歳入歳出決算認

定について 
日程第３６ 議案第１０８号 平成２１年度笛吹市簡易水道特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 
日程第３７ 議案第１０９号 平成２１年度笛吹市黒駒山恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計歳入歳出決算認定について 
日程第３８ 議案第１１０号 平成２１年度笛吹市大積寺山恩賜県有財産保護財産区管理

会特別会計歳入歳出決算認定について 
日程第３９ 議案第１１１号 平成２１年度笛吹市稲山恩賜県有財産保護財産区管理会特

別会計歳入歳出決算認定について 
日程第４０ 議案第１１２号 平成２１年度笛吹市牛ヶ額恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計歳入歳出決算認定について 
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日程第４１ 議案第１１３号 平成２１年度笛吹市大口山恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計歳入歳出決算認定について 
日程第４２ 議案第１１４号 平成２１年度笛吹市崩山恩賜県有財産保護財産区管理会特

別会計歳入歳出決算認定について 
日程第４３ 議案第１１５号 平成２１年度笛吹市名所山恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計歳入歳出決算認定について 
日程第４４ 議案第１１６号 平成２１年度笛吹市春日山恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計歳入歳出決算認定について 
日程第４５ 議案第１１７号 平成２１年度笛吹市兜山外五山恩賜県有財産保護財産区管

理会特別会計歳入歳出決算認定について 
日程第４６ 議案第１１８号 平成２１年度笛吹市水道事業会計決算認定について 
日程第４７ 議案第１１９号 平成２１年度笛吹市営春日居地区温泉給湯事業会計決算認

定について 
日程第４８ 議案第１２０号 笛吹市過疎地域自立促進計画の策定について 
日程第４９ 議案第１２１号 動産の取得について 
日程第５０ 議案第１２２号 市道廃止について 
日程第５１ 議案第１２３号 市道認定について 

 
 

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

３．欠席議員 
 

 （ な し ） 
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４．会議録署名議員 

 
 １０番 堀 内 文 藏 １１番 中 村 善 次 
 
 

５．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名（１９名） 
 
 市 長 荻 野 正 直 副 市 長 望 月 健 二 
 教 育 長 山 田 武 人 総 務 部 長 梶 原  清 
 経営政策部長 池 田 聖 仁 会 計 管 理 者 山 下 真 弥 
 市民環境部長 加 藤 寿 一 保健福祉部長 中 川 啓 次 
 福祉事務所長 河 野  修 産業観光部長 豊 角 英 人 
 建 設 部 長 佐 藤 貞 雄 公営企業部長 竹 越 富 男 
 教 育 部 長 仲 澤 和 朗 総 務 課 長 芦 澤  栄 
 財 政 課 長 鈴 木 幸 弘 消 防 長 金 井 一 貴 
 代表監査委員 飯 田 三 郎 教 育 委 員 長 水 上 昭 夫 
 農業委員会長 荻 野 勇 夫 

 
 
 ６．職務のため議場に出席した者の職氏名（３名） 
 
 議会事務局長   古 屋 正 史 
 議 会 書 記   霜 村 和 也 
 議 会 書 記   金 井  久 
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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３回定例会を開会いた

します。 
 開会にあたり、一言ごあいさつを申し上げます。 
 今年の夏は酷暑といっていいような、非常に暑い夏でありました。９月に入りましても、連

日、猛暑が続き、作物等への影響も心配されるところであります。皆さま方におかれましても、

体調には十分ご留意を願いまして、活躍いただきたいと思います。 
 そんな中、国においては政権与党である民主党の代表選が始まり、今の気候と同様、熱い戦

いをしております。地方自治体の経営に影響がないことを願うばかりであります。 
 本市においても、今定例会には補正予算が提出されております。多機能アリーナ建設をはじ

めとする、さまざまな重要課題が山積しております。議員各位におかれましては、市民の代表

として、市民の幸せを第一に考え、笛吹市発展のため慎重審議をお願いいたしまして、あいさ

つといたします。 
 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ありますので、上着を脱いで結

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

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

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

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

 会議規則第７９条の規定により 
 １０番 堀内文藏君 
 １１番 中村善次君 
の両名を会議録署名議員に指名いたします。 

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

 お諮りします。 
 今定例会の会期は、本日から９月２２日までの２０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） 



 １０

 異議なしと認めます。 
 よって、本定例会の会期は、本日から９月２２日までの２０日間と決定いたしました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（上野稔君） 
   日程第３ 「議会関係諸般の報告」を行います。 

 監査委員から、平成２２年５月分から平成２２年７月分の例月出納検査の結果について、報

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

ろ、お手元の名簿のとおり説明員の出席の通知がありました。 
 なお、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６ 報告第８号から日程第５１ 議案第１２３号ま

での４６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年笛吹市議会第３回定例会の開会にあたり、提出いたしました案件に

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

位ならびに市民の皆さまのご理解を賜りたいと存じます。 
 国政においては、新たな指導者を選ぶ民主党代表選挙が一昨日、９月１日に告示されました。

昨年９月に民主党をはじめとした連立政権が発足し、今年６月に現内閣に引き継がれましたが、

国を覆っている閉塞感、国民の政治に対する不信感が払拭されたとは言い難い状況にあります。 
 新しい指導者には、政府が推し進める地域主権改革、経済対策が後退することのないよう、

改革を進める強い政治的リーダーシップを期待するところであります。 
 本市における社会基盤の整備としてご提示いたしました、合併特例期間中に行うべき、大型

施設整備について、現在の状況のご報告を申し上げます。 
 はじめに、石和温泉駅周辺整備事業についてであります。 
 現在、駅前広場と国道１４０号までのアクセスにつきまして、不動産鑑定など必要な調査を

進めながら、実施設計を策定いたしております。 
 また、移転建て替えが必要になります石和第五保育所につきましては、駅前にあるという立

地条件を生かし、多様化する保育ニーズに対応できる機能を備えた施設として、検討委員会の

ご意見をいただきながら、基本設計を策定中であります。 
 駅舎につきましても、ＪＲ東日本と協議を進めておりますが、今後、基本協定等を締結し、

事業を進めてまいります。 
 次に、バイオマスセンター建設事業についてであります。 
 バイオマスタウン構想に基づき、昨年に引き続きまして、バイオマスタウン事業化計画によ

り、平成２６年度の完成を目指しております。 
 候補地につきましては市内５地区を選定し、用地条件や環境、コストなど２６項目について

検討を重ね、石和町砂原地区に絞り込みをいたしました。 
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 今後、詳細な施設内容も含め、更なる検討を行ってまいります。 
 次に、砂原橋架け替えおよび道路整備事業についてであります。 
 ７月３０日に砂原橋整備促進期成同盟会において、河川管理者とも協議を進める中、おおむ

ねのルートにつきまして、ご了承をいただきました。 
 今後は河川管理者とさらに協議を進め、新橋梁の位置を決定し、地域住民の皆さまにも詳細

な説明を申し上げ、事業を推進してまいります。 
 次に、多目的施設建設事業についてであります。 
 本年５月、多目的施設建設検討委員会において、建設の可否につきまして、両論を併記して

いただく中で、判断を委ねていただいたところでございます。 
 検討委員会のご意見の中でも、財政面や稼働率、維持管理費のご心配や施設目的をある程度

限定する必要がある、既存の体育館が慢性的な飽和状態にあるなどをいただく中で、体育館機

能に軸足をおいた多機能アリーナ構想を議員の皆さまにお示ししたところでございます。 
 本定例会において、この構想につきましての補正予算を上程させていただきましたので、よ

ろしくご審議くださいますよう、お願い申し上げます。 
 次に、ふるさと公園周辺整備事業についてであります。 
 現在、基本設計および実施設計を策定中であり、今後、地元の皆さまに詳細をご説明申し上

げ、取り組みを進めてまいります。 
 続きまして、第１次笛吹市総合計画の施策体系に沿って、主な事業の説明をさせていただき

ます。 
 まず、笛吹市過疎地域自立促進計画策定についてであります。 
 過疎地域自立促進特別措置法の一部改正により、平成２２年４月から６年間の計画につきま

して、前計画を見直す中で、ソフト事業を含め、幅広く芦川町地域の活性化に目を向ける計画

案を作成いたしました。本定例会に上程させていただきましたので、よろしくご審議ください

ますよう、お願い申し上げます。 
 次に、市営バス運行事業についてであります。 
 平成２１年度末に策定いたしました笛吹市地域公共交通総合連携計画に基づき、公共交通空

白地域における交通弱者の移動手段を確保するため、利用者からの予約に応じて運行するデマ

ンドバスの実証運行を実施します。 
 現在、市内の一部地域をモデル地区として、１０月１日の運行開始に向けて準備を進めてい

るところであり、随時検証を行いながら、各地域の実態に即した運行方法の確立に努めてまい

ります。 
 今後も、市内全域での効率的で持続可能な公共交通の再編・整備に取り組んでまいりますの

で、議員各位のご理解とご協力をお願い申し上げます。 
 次に、笛吹市夏祭りについてであります。 
 笛吹市夏祭りも今年で６回を数え、７月２０日より笛吹川石和鵜飼と夏の夜空を彩る石和温

泉連夜花火で開幕いたしました。 
 夏祭りのフィナーレを飾る８月２１日の第４６回石和温泉花火大会では、新たに企画した笛

吹川歌謡ショーも一層祭りを盛り上げるなど、市内外からおおぜいのお客さまをお迎えするこ

とができました。 
 また期間中、各地区で行われた納涼祭りは、地域性を十分に出した特色ある祭りとなり、地
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域の活性・やすらぎの場として、大いに賑わいを見せておりました。  
 夏祭りを企画・運営していただいた各実行委員会の皆さま方、ならびに関係者各位に深く感

謝を申し上げます。 
 次に、海外トップセールスについてであります。 
 ７月２２日から２４日までの間、今年度で３年目となる香港トップセールスを実施し、地元

スーパーにおいて、観光商品の紹介や農産物の販売促進活動を行いました。 
 ８月５日から８月９日までの間、富士の国やまなし観光フェア・イン上海で山梨県とタイアッ

プしての観光宣伝活動や、市単独での安慶市との友好を深める諸行事へ参加してまいりました。 
 これらのトップセールスを通じ、今年度から新たに展開しておりますメディカルツーリヅム

の商品につきましても、現地エージェントを訪問し、積極的なＰＲ活動を行ったところであり

ます。 
 さらに、８月２８日から３０日までは、北京市平谷区での桃の品種研究活動の推進などを通

して、農産物の輸出促進、観光資源のＰＲを行ってまいりました。しかしながら、８月２４日

の農林水産省の発表によりますと、本市から台湾へ輸出した桃からモモシンクイガの幼虫が発

見されたとのことであり、県産桃などの台湾への輸出が当面禁止されるという事態が起こって

しまいました。誠に残念でございますが、国・県や関係団体と協議・連携し、早期輸出再開に

向け努力してまいります。  
 次に、交通安全対策事業についてであります。 
 笛吹署管内における交通死亡事故ゼロ２００日が達成され、８月２０日に山梨県警本部より、

交通死亡事故抑止自治体として感謝状をいただきました。しかしこの記録は、同日の事故によ

り振り出しに戻ってしまったわけでございますが、関係団体等の皆さまと協力し、一から積み

重ね、さらにこの記録が伸びるように努力してまいりたいと存じます。 
 また、新聞報道等でもご承知のとおり、７月２４日に本市職員が酒気帯び運転で検挙される

という不祥事が起こってしまいました。社会に与えた影響や職務上の責任など考慮し、厳格に

処分したところでございます。  
 市民の皆さま方に心よりお詫び申し上げるとともに、再発防止はもちろんのこと、職員教育

をさらに徹底し、市民から信頼される市役所づくりに意を尽くしたいと思っております。  
 さらに言うまでもなく、飲酒運転は重大事故に直結する大変、危険で許されない行為であり、

県内の飲酒運転による人身事故が、７月末現在、全国ワースト２位にランクされるなど、憂慮

される状況でありますので、私が代表を務めます笛吹市交通安全対策本部において、秋の交通

安全運動に併せ、飲酒運転根絶宣言を行います。 
 次に、防災訓練についてであります。 
 近年、世界各地で大規模な災害が多発しており、被害を 小限に抑えるためには、日ごろか

らの備えと地域住民の共助の意識を持った訓練の実施が必要不可欠であります。今年も９月５日

の日曜日に、全行政区と全市役所職員を対象に防災訓練を実施いたします。 
 行政区では災害時要援護者の避難訓練や安全な経路確認をする避難訓練、消火訓練などを実

施いたします。市職員は指定場所に全職員が参集し、大規模災害を想定した実践的な訓練を実

施し、発災期の初動体制を検証いたします。 
 次に、住宅用火災警報器の設置推進についてであります。 
 消防法および市火災予防条例において、すでにお住まいの住宅においても、平成２３年６月
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から火災警報器等の設置が義務付けられます。本市では７月に消防団、連合区長会、民生委員

児童委員協議会など、関係機関の皆さまで構成する笛吹市住宅用火災警報器設置推進連絡会を

立ち上げ、この連絡会のご協力をいただき、住宅用火災警報器の普及率の向上を目指しており

ます。 
 今後の取り組みといたしましては、今月５日の行政区防災訓練に併せて、警報器モデルの展

示と啓発チラシの配布を予定しており、９月９日の救急の日イベントにおいても、石和温泉駅

前でリーフレットの配布を計画いたしております。また１０月には、普及推進リーフレットの

全戸配布を行うなど、普及啓発活動を展開してまいります。 
 次に、ごみ減量推進事業についてであります。 
 ごみの減量と分別排出の推進強化を図るため、各地区において分別説明会を継続開催し、今

年度は６地区、延べ９回のごみ減量分別説明会を行ってまいりました。また、市内スーパーで

の分別推進キャンペーンの実施と合わせて、市内スーパーへの資源物ステーションの設置につ

いて協力依頼を行い、関係者との協働により事業を進めているところです。 
 次に、特定健診・特定保健指導についてであります。 
 本年度より、市内医療機関での個別健診を市医師会のご協力をいただきながら、２２医療機

関で６月より実施してまいりました。しかしながら、今年度の目標数値には依然として差があ

る状況でありますので、８月から、まだ健診を受けていない加入者に直接電話による受診勧奨

を行っているところであります。こうした取り組みを進めながら、さらに来年度に向けた受診

率向上対策を実施してまいります。  
 次に、新型インフルエンザについてであります。 
 昨年、全国的に流行した新型インフルエンザの予防対策として、国では、法律に基づき安定

的に予防接種を実施できるよう、予防接種法等の一部改正案を先の通常国会に提出いたしまし

たが、成立は不透明な状況です。 
 しかしながら法案が成立しない場合でも、現行法の中で１０月以降、国の新型インフルエン

ザワクチン接種事業が実施されます。また、法案が成立した場合には、接種シーズン途中から

新たな臨時接種に移行することになります。 
 低所得者等に対しましては、法案の成立にかかわらず、負担軽減措置が講じられていますの

で、本定例会に補正予算を上程させていただいたところであります。 
 次に、病児・病後児保育についてであります。 
 病児・病後児保育は、児童が急な発熱や風邪などで集団保育や仕事のため、自宅での保育が

困難な場合に、専用のスペースで一時的に保育を行うものですが、現在、市内の保育所等にお

いて、この実施には多くの課題があります。 
 このような状況の中、このたび、甲府市内にあります医療施設併設型の保育所に、病児・病

後児保育の業務を委託して、あらかじめ登録をしておいた０歳児から小学３年生までの児童を

対象に、ご利用いただけることになりました。この１０月から実施することとし、本定例会に

補正予算案を上程させていただいたところであります。  
 次に、敬老祝金の支給についてであります。 
 今月１５日から老人週間が始まります。今年も敬老祝金を市内各小学校の児童からの手紙を

添えて、７７歳、８８歳、１００歳以上の高齢者の皆さまにお届けいたします。 
 今年度中に１００歳になられる方は１８名で、この方々を含めますと本市の１００歳以上の
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長寿者は４４名となり、 高齢者は石和町在住の１０８歳の女性であります。この期間中、ご

長寿の皆さまのご自宅等を訪問して、お祝いをしてまいりたいと思います。 
 なお、全国で１００歳以上の長寿者の居どころが不明となっていることが報道されておりま

すが、本市におきましては、住民登録がされているすべての長寿者の所在が確認されておりま

す。しかしながら住民登録がなく、戸籍上生存されている１００歳以上の方が３５２名存在す

ることが判明いたしました。 
 今後は戸籍法に基づく調査を行い、法務局と協議を行う中で消除事務を進めてまいります。 
 次に、地域活動支援センターについてであります。 
 障がい児とその保護者の皆さまの地域における社会活動を支援するため、障がい児の拠点施

設として、「地域活動支援センター ありがとう」が７月１日にオープンいたしました。  
 この地域活動支援センター ありがとうは御坂福祉センターの一部を使い、週に４日間、支

援学校や通所施設の放課後活動の場を提供するもので、障がい児の学童保育とともに、保護者

の負担軽減や相談支援、交流の場として活用されることを期待いたしております。 
 次に、国民健康保険についてであります。 
 本年４月の法改正により、国保の広域化に向けた取り組みが制度化され、従来の自治体単位

の保険者制度から、県を保険者単位とする広域化が推進されているところであります。 
 しかし、国民健康保険全体での広域化には年数がかかるものと見込まれ、今後の国保財政の

負担増も含めた運営が不安視されるところであり、今後も引き続き財政支援について、国・県

に要望をしてまいります。 
 こうした中、本市におきましては、庁内で部局を超えた健康づくりをテーマにした取り組み

を進める中で、健康予防事業や医療費削減にもつなげてまいりたいと思います。 
 次に、芦川町の文化財についてであります。 
 芦川町地区の伝統的建造物群の調査については、平成１９年度から３か年にわたり現地調査

を行い、江戸時代初期の民家をはじめとして、１５０棟を超える古民家の存在が明らかになる

など、多くの成果を得ることができました。 
 また現在、芦川町地区の散策マップを作成しており、１１月には笛吹市歴史フォーラムを開

催する予定であります。さらに現地散策会も行い、古民家群や地域に所在する文化財の活用へ

の道を開き、この地区の活性化へとつなげてまいりたいと考えております。 
 次に、住基カードを利用してのコンビニ交付の取り組みについてであります。 
 本市では住民票、印鑑証明書の発行につきまして、さらに市民の皆さまが利用しやすくなる

よう、コンビニ交付システム導入を、県内６市町村と共同して申請を行ってまいりましたが、

７月１３日に、コンビニ交付・自動交付機導入推進支援事業の実施団体として選定されました。 
 コンビニ交付は、休日を含む午前６時３０分から午後１１時までの時間帯で、住民票や印鑑

証明書が身近なコンビニエンスストアにおいて取得できるものであり、平成２３年３月からの

サービス開始を目標に取り組みを進めております。 
 次に、財政健全化の状況についてであります。 
 平成２１年度決算について、本定例会に認定案件として上程しておりますが、地方公共団体

の財政の健全化に関する法律の規定による、健全化判断比率ならびに資金不足比率を算出いた

しました。 
 健全化判断比率のうち、実質公債費比率は１３．６％と前年度より０．１ポイント上昇した



 １５

ものの、将来負担比率につきましては１０９．６％と１．８ポイント下回ることができました。 
 このように、いずれの指標も自治体における早期健全化基準を下回っており、本市の財政状

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

たいと考えております。 
 次に、市税収納対策についてであります。 
 健全な市政経営のためには、市税の収納率向上は欠かすことのできない課題であり、納税す

るための環境を整えることも、その１つの取り組みであると思います。昨年からは納付書によ

るコンビニ納付がスタートし、利用者も３割を超える状況であります。 
 今年度は市税の口座振替を希望される方が、金融機関のキャッシュカードを利用して手続き

を簡単に行うことが可能になる口座振替受付サービスを８月から開始し、市役所の本庁舎窓口

において、受付を行っております。 
 今後も市税の収納率向上に向け、納税環境の整備や徴収の強化に努めてまいります。 
 次に、国勢調査についてであります。 
 本年は、５年に一度実施されます国勢調査の調査年にあたります。市では５月に実施本部を

設置し、行政区長の皆さまから調査員３４０名のご推薦をいただく中で、調査に向けた準備を

進めております。今後、１０月１日を調査期日とし、９月末より調査票の配布を行い、１０月

中のご提出をお願いするところでございます。 
 議員各位、ならびに市民の皆さま方におかれましては、調査が円滑に実施できますよう、ご

理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。 
 次に、平成２３年４月採用の職員採用試験につきまして、ご報告いたします。 
 試験職種につきましては、一般行政職と保育士および保健師とし、そのうち一般行政職では、

昨年に引き続き障がい者枠と自己アピール枠を設定いたしました。 
 このことにより、障がい者の雇用を進めるとともに、それぞれ努力を重ねてきた分野におい

て培った個性を発揮できる職員の採用を図ってまいります。 
 応募の状況でありますが、一般行政職に１０３名、保育士１６名、保健師６名となっており、

９月１９日の一次試験、１０月の二次試験を経て、１１月に 終合格者を発表する予定であり

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３件、補正予算案１８件、決算認定２０件など、合わせ

て４６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、笛吹市スコレーセンター条例の一部改正についてであります。 
 アートギャラリーの利用時間および使用料の変更、ならびに歴史民俗資料展示室の利用時間

の変更に伴い、所要の改正を行うものであります。 
 次に、笛吹市国民健康保険条例の一部改正についてであります。 
 国民健康保険法が改正されたことに伴い、所要の改正を行うものであります。 
 次に、笛吹市火災予防条例の一部改正についてであります。 
 住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部が改正

されたことに伴い、所要の改正を行うものであります。 
 続きまして、補正予算案につきまして、概略のご説明を申し上げます。 
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 平成２２年度笛吹市一般会計補正予算（第３号）でありますが、歳入歳出それぞれ７億８，

１００万円を追加し、総額を３０７億４，１００万円とさせていただくものであります。 
 また繰越明許費の設定、ならびに市債借入限度額の変更に伴う地方債の補正につきましても

お願いするところです。 
 まず、歳入の主なものとしまして、国庫支出金は、境川町大坪地区浸水対策事業の計画見直

し等により、４千万円を減額するものであります。県支出金は、安心子ども基金地域子育て創

生事業、新型インフルエンザ予防接種事業など、３，６００万円を追加するものです。 
 また、平成２１年度一般会計決算繰越額８億７，２００万円を計上し、合併特例債および臨

時財政対策債など、５億４，１００万円を追加するものであります。 
 次に支出する主なものにつきましては、石和第五保育所建設事業に５，４００万円、多機能

アリーナ建設検討事業に１，６００万円、電子市役所構築事業に１，３００万円をそれぞれ計

上し、追加分といたしまして、一宮学校給食共同調理施設建設事業に５，８００万円、砂原橋

詳細設計に３，４００万円などの増額をお願いするものであり、公共施設整備等基金に４億２，

５００万円を積み立てるものであります。 
 次に、特別会計の補正予算案であります。 
 国民健康保険特別会計、介護保険特別会計、介護サービス特別会計、後期高齢者医療特別会

計、公共下水道特別会計、農業集落排水特別会計、簡易水道特別会計、黒駒山などの恩賜県有

財産保護財産区管理会特別会計が９会計の１６会計につきまして、合計で１億７，６００万円

の増額をお願いするものであります。 
 次に公営企業会計の補正予算案でありますが、笛吹市水道事業会計補正予算（第２号）につ

きまして、収益的収入及び支出において８０万円を増額し、資本的支出におきましては３千万

円を増額するものであります。 
 続きまして、平成２１年度の決算認定についてであります。 
 一般会計歳入歳出決算につきましては、歳入総額が３０３億９，２００万円、歳出総額が

２８８億２，５００万円となっており、そのうち翌年度に繰り越すべき一般財源は６億９，４００万

円で、実質収支額は８億７，２００万円となりました。 
 そのほか特別会計１７案件、企業会計２案件につきましては、地方自治法第２３３条第３項

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

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

して、ご承知をお願いしたいと思います。 
 以上、今定例会に上程いたしました案件につきまして、提案理由のご説明させていただきま

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

いただきます。 
〇議長（上野稔君） 

 続きまして、議案第１００号から議案第１１９号につきまして、会計管理者から補足説明が

あります。 
 会計管理者、山下真弥君。 

〇会計管理者（山下真弥君） 
 ただいま、市長が提案いたしました議案第１００号の一般会計から議案第１１９号の企業会
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計までの決算認定２０案件につきまして、一括して決算内容の補足説明をさせていただきます。 
 なお、概要の説明となりますので、金額につきましては、１万円未満は省略をさせていただ

きます。 
 それでは、お手元の平成２１年度笛吹市一般会計、特別会計、企業会計、歳入歳出決算書に

基づきまして、ご説明をさせていただきます。 
 まず決算書の２、３ページをお開きください。 
 平成２１年度一般会計と１７の特別会計の歳入歳出決算の総括表でございます。この一番下

の合計欄でありますが、一般会計および１７特別会計における収入済額の合計は４８９億２，

９４０万円。支出済額の合計は４６８億７，７９２万円。歳入歳出差し引き額の合計は、２０億

５，１４８万円となりました。 
 なお、この表には示されておりませんが、翌年度への繰越財源が７億２７２万円余りとなっ

ておりますので、それを除く全体の実質収支額１３億４，８７５万円の黒字となっております。 
 それでは個々の会計の説明に移りますが、まず議案第１００号 「平成２１年度笛吹市一般

会計歳入歳出決算認定」について、ご説明を申し上げます。 
 ６、７ページをご覧ください。 
 一般会計の歳入ですが、収入済額でご説明いたします。 
 第１款市税は、収入済額８９億５，７８７万円であります。その主なものとしまして、市民

税３３億５，７２３万円。固定資産税４５億４，０１５万円などとなっておりまして、市税は

収入全体の２９．５％を占めております。また前年度と比較しますと、４億６，７７２万円の

減額となり、市税収納率も１．２％減の７６．６％となっております。 
 次に第２款地方譲与税でありますが、３億１，０１４万円であります。その次の第３款利子

割交付金から第９款地方特例交付金までの各種交付金の総額は９億５千万円ほど、前年度に比

べますと、５．５％マイナスとなっております。 
 第１０款地方交付税は８３億６，１５３万円で、歳入全体の２７．５％を占めており、前年

度と比べ、３億２千万円の増額であります。 
 以下の歳入につきましては、主なもののみを申し上げます。 
 ８、９ページをご覧ください。 
 第１４款国庫支出金３７億１２０万円。１５款県支出金１７億３，５００万円。１９款繰越

金９億４，９７０万円。２１款市債３８億２，５４０万円であります。 
 その結果、歳入合計としまして、収入済額は３０３億９，２１２万円となり、前年度と比べ

まして、１．６％プラス４億８，２００万円の増額となっております。 
 次に歳出でありますが、１０、１１ページをご覧ください。 
 まず第１款議会費は支出済額が２億９９６万円ですが、これは議会の運営経費等であり、支

出済額の９３％は人件費となっております。なお、執行率は９８．７％でありました。 
 次に第２款総務費につきましては、支出済額は３８億５，２００万円で、その主なものとし

まして、総務管理費が３１億９，６００万円です。この中にはグリーンＩＴ化事業の２億４，

３００万円。定額給付金事業の２億７２０万円のほか、職員人件費、経済対策の公用車購入事

業費なども含まれております。 
 以下、徴税費、戸籍住民基本台帳費、選挙費などを合わせました総務費全体の執行率は９４％

となっております。 
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 次に第３款民生費でありますが、支出済額は８２億８，０５０万円となっており、歳出全体

の２８．７％を占めております。歳出の中では、 も大きな支出となっております。 
 その主なものとしまして、社会福祉費の３９億５，０２０万円は、障がい者および高齢者に

対する各種福祉事業のための扶助費１１億７，２９０万円のほか国民健康保険、介護保険、老

人保健、後期高齢者医療特別会計への繰出金が２１億２，６００万円などであります。また児

童福祉費の３２億８，６４０万円は、放課後児童健全育成事業費、児童手当および児童扶養手

当支給事業費、保育所の管理運営費などとなっており、かすがい東保育所建設事業費３億３，

３００万円も、この中に含まれております。このほか、生活保護費１０億４，３８０万円を含

めた、民生費全体の執行率は９７％となっております。 
 次に第４款衛生費でありますが、支出済額は１９億３，４００万円となっており、そのうち

保健衛生費の４億９，９００万円は、各種健康診査事業費および予防接種事業費などでありま

す。環境衛生費の５億９，３４０万円は、水道事業への負担金および繰出金が主なものとなっ

ております。また清掃費の７億２，６２０万円は、ごみ収集処理事業費のほか、ごみ減量化推

進事業費などでありまして、衛生費全体の執行率は８３％となっております。 
 次の第５款労働費の支出済額は１，２６０万円で、主に笛吹シルバー人材センターへの負担

金であります。 
 続きまして第６款農林水産事業費ですが、支出済額は１６億１，６００万円となっておりま

す。このうち農業費は１５億７２０万円で、これは主に市農道整備事業費、県営畑地帯総合整

備事業費、土地改良事業費ほか芦川農産物直売所建設事業費６，４００万円も含まれておりま

す。なお、農林水産業費の執行率は９３％でありました。 
 続きまして第７款商工費ですが、支出済額は３億２，７００万円で、各種イベントのポスター、

パンフレットの制作費や桃の花まつり、鵜飼、夏祭りなどの観光イベント事業費であります。

商工費の執行率は６４．３％と低い執行率となっておりますが、その主な要因は企業立地促進

事業助成金が未執行となったためであります。 
 続きまして第８款土木費でありますが、支出済額は４３億４，１６０万円で、そのうち主な

ものは土木管理費４億４，６７０万円です。これは山梨リニア実験線本線建設に関わりますリ

ニア対策事業費２億６，７３０万円のほか、職員人件費などであります。道路橋梁費は１２億

５，２４０万円で、市道維持管理事業費、道路新設改良費でありまして、市道塩田金沢線など

の改良事業を行っております。都市計画費は２５億５６万円で、この中には石和駅前土地区画

整理事業費４億９，２２０万円のほか、下水道特別会計への繰出金１７億８，２７０万円も含

まれております。なお、土木費全体の執行率は８２％でございました。 
 続きまして第９款消防費でございますが、支出済額は１０億７，９３０万円で、消防本部の

運営費、訓練等用地購入費などの常備消防費と防災行政無線デジタル統合事業、消防団活動や

消防施設の整備のための経費、災害時備蓄品購入費など、非常備消防費の２つでございます。

消防費全体の執行率は８２％でございました。 
 続きまして第１０款教育費でありますが、１０、１１ページから１２、１３ページをご覧く

ださい。 
 支出済額は２７億１，５４０万円です。そのうち教育総務費５億７，１５０万円は、職員人

件費などでございます。小学校費は５億３，５９０万円。中学校費は２億８，０９０万円で、

市内小学校および中学校の学校管理運営費のほか、石和西小学校増築、一宮中学校耐震化改築
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の設計なども、この中で実施しております。また社会教育費は４億４，７００万円で、市内６カ

所の図書館の管理運営費、史跡国分寺、甲斐国分寺、国分尼寺跡整備事業などの文化財保護費、

石和中央テニスコート改修および御坂体育館改修などを含む、社会教育施設費が含まれており

ます。このほか保健体育費、学校給食費を含めた教育費の全体の執行率は７１％でございまし

た。このように執行率が低かったのは、地域活性化・公共投資臨時交付金事業などで、小中学

校の太陽発電システム整備などに取り組みましたが、大半が２２年度に繰り越しをして実施し

ているためでございます。 
 続きまして第１２款公債費ですが、支出済額は３４億１６７万円で、これは地方債の償還お

よび一時借入金利子でございます。元金が２８億９，３７０万円。利子が５億７９０万円とい

う内容となっております。 
 続きまして、第１３款諸支出金でありますが、支出済額は１０億５，１８０万円で、これは

地域振興基金、財政調整基金などへ積み立てを行ったものでございます。 
 以上の歳出合計は２８８億２，５００万円で、翌年度繰越額は２５億９，７００万円。不用

額８億１，８００万円で、歳出合計は前年度と比べ０．５％、１億３，４４４万円の減額とな

りました。なお、歳出全体の執行率は８９．４％でございます。 
 その結果、１４ページをお開きください。 
 歳入金３０３億９，２００万円。歳出金２２８億２，５００万円で、歳入歳出差し引き額１５億

６，７００万円でありました。 
 続きまして、１８２ページをご覧ください。 
 １８２ページですが、平成２１年度笛吹市一般会計の実質収支に関する調書であります。歳

入歳出差し引き額までは、前に述べたとおりでございますが、翌年度へ繰り越すべき財源とし

まして、繰越明許費などの繰越額が６億９，４００万円で、これを差し引いた実質収支は８億

７，２９０万円の黒字となっております。 
 以上が、一般会計の歳入歳出決算の概要であります。 
 続きまして議案第１０１号 「平成２１年度笛吹市国民健康保険特別会計決算認定」につい

て、ご説明を申し上げます。 
 １８４、１８５ページをご覧ください。 
 まず歳入ですが、主なものについて、ご説明いたします。 
 第１款国民健康保険税の収入済額は一般被保険者、退職被保険者を合わせまして２３億

１００万円となっており、国保税全体の収納率は６６．４％であります。 
 第３款国庫支出金２４億２，４００万円、第５款前期高齢者交付金１０億４，９００万円、

第７款共同事業交付金９億３，８００万円、第９款繰入金８億１，９００万円などとなってお

りまして、以下、繰越金諸収入を合わせました収入合計は８２億１，２００万円で、前年度と

比べまして、プラス７．１％、５億４，３００万円の増額となっております。 
 次に歳出でありますが、１８６、１８７ページをご覧ください。 
 主なものにつきまして、支出済額で申し上げます。 
 第１款総務費が１億８００万円、第２款保険給付費は５１億５，５００万円で、これは前年

度に比べ、４．５％プラス２億２，３００万円の増額であります。 
 以下、第３款後期高齢者支援金等１１億２６万円、第６款介護納付金４億４，６６０万円、

第７款共同事業拠出金８億７，８９０万円などとなっており、歳出合計は７９億２，５６０万
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円で、前年度と比べまして４％、３億８４０万円の増額となりました。 
 国保会計につきましては、医療費総額が５０億８，１００万円で、前年比２億１千万円、約

４．４％増額しましたが、経済不況のため所得は低下し、税収は非常に厳しい状況となりまし

た。そのため、一般会計から２億９，３００万円の基準外の繰り入れを行いました。 
 その結果としまして、１８８ページをご覧ください。 
 歳入金８２億１，２００万円。歳出金７９億２，５００万円。歳入歳出差し引き額２億８，

６４０万円でありました。 
 以上が、国民健康保険特別会計決算の概要であります。 
 続きまして議案第１０２号 「平成２１年度笛吹市老人保健特別会計歳入歳出決算認定」に

ついて、ご説明いたします。 
 ２１６、２１７ページをご覧ください。 
 まず歳入ですが、第１款支払基金交付金３０９万円、第２款国庫支出金２，２７０万円など

で、歳入合計は２，７８０万円となっております。 
 次に歳出でありますが、次の２１８、２１９ページをご覧ください。 
 第２款医療諸費５６２万円、第３款諸支出金２，２１０万円で、歳出合計は２，７８０万円

となっております。医療保険制度改正によりまして、平成２０年度から後期高齢者医療制度に

移行し、老人保健制度による医療給付は平成２０年３月診療分までのものを精算していくこと

となったため、決算規模は非常に縮小しました。 
 その結果としまして、２２０ページをご覧ください。 
 歳入金２，７８０万円。歳出金２，７８０万円。歳入歳出差し引き額は１千円となっており

ます。 
 以上が、老人保健特別会計決算の概要でございます。 
 続きまして議案第１０３号 「平成２１年度笛吹市介護保険特別会計歳入歳出決算認定」に

ついて、ご説明いたします。 
 ２３０ページ、２３１ページをご覧ください。 
 まず主な歳入ですが、第１款保険料は８億３，７００万円で、収納率は９４．４％となって

おります。 
 第３款国庫支出金１０億１，６６０万円、第４款支払基金交付金１２億４，３００万円、第

５款県支出金６億１，７００万円などを合わせました歳入合計は４４億７，５００万円で、前

年度と比べ３．２％、１億３，７００万円の増額となっております。 
 次に歳出でありますが、２３２ページ、２３３ページをご覧ください。 
 歳出の主なものは第１款総務費１億２，９００万円のほか、歳出の大半を占める介護サービ

ス費などの第２款保険給付費４１億１，４００万円が前年度と比べ、１億８千万円、約４．６％

の増額となっております。 
 以下、歳出合計は４４億３千万円で、保険給付費の伸びなどによりまして、前年度と比べ３．

８％、１億６千万円の増額となっております。 
 その結果としまして、２３４ページをご覧ください。 
 歳入金４４億７，５００万円。歳出金４４億３千万円。歳入歳出差し引き額４，４６７万円

であります。 
 以上が、介護保険特別会計決算の概要であります。 
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 続きまして議案第１０４号 「平成２１年度笛吹市介護サービス特別会計歳入歳出決算認定」

について、ご説明をいたします。 
 ２５６、２５７ページをご覧ください。 
 歳入ですが、第１款サービス収入１，６００万円、第３款繰越金２６５万円、歳入合計は１，

８６６万円で、前年と比べ５％、８９万円の増額となっております。 
 次に歳出でありますが、次の２５８、２５９ページをご覧ください。 
 第１款総務費５５９万円、第２款事業費１，１７９万円、歳出合計は１，７３８万円で、前

年度に比べ１４．９％、２２６万円の増額となっております。 
 歳入歳出の結果としまして、２６０ページをご覧ください。 
 歳入金１，８６０万円。歳出金１，７３０万円。歳入歳出差し引き額１２０万円です。 
 以上が、介護サービス特別会計決算の概要であります。 
 次に議案第１０５号 「平成２１年度笛吹市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定」に

ついて、ご説明を申し上げます。 
 ２６８、２６９ページをご覧ください。 
 この後期高齢者医療制度は医療保険制度改正によりまして、平成２０年度から７５歳以上の

高齢者および６５歳以上の障がいがある方を対象として、スタートをした医療制度でございま

す。 
 まず歳入ですが、主なものとしまして、第１款後期高齢者医療保険料３億９，２００万円、

第３款繰入金６億９，８００万円などで、歳入合計は１０億９，４００万円であります。 
 次に歳出でありますが、２７０、２７１ページをご覧ください。 
 第１款総務費３千万円、第２款後期高齢者医療広域連合納付金１０億４，９００万円で、歳

出合計は１０億８，１００万円となっております。 
 歳入歳出の結果としまして、２７２ページでございますが、歳入金１０億９，４００万円。

歳出金１０億８，１００万円。歳入歳出差し引き額１，３００万円でございます。 
 以上が、後期高齢者医療特別会計決算の概要でございます。 
 続きまして議案第１０６号 「平成２１年度笛吹市公共下水道特別会計歳入歳出決算認定」

について、説明をいたします。 
 ２８４ページ、２８５ページをご覧ください。 
 まず歳入でございますが、主なものとしまして、第１款分担金及び負担金１億５００万円。

第２款使用料及び手数料４億３，９００万円。このうち下水道使用料の収納率は、８０．８％

となっております。 
 第３款国庫支出金２億８８０万円、第４款繰入金１７億８，２００万円、第７款市債１１億

８，２００万円などでございます。 
 歳入合計は３７億９，２００万円で、前年度と比べ１７．５％、８億５００万円の減額とな

りました。 
 続きまして歳出でありますが、次の２８６、２８７ページをご覧ください。 
 第１款総務費１億３，５００万円、第２款下水道事業費は１１億２，７００万円で、これは

下水道管渠の布設工事費、維持管理費が主なものでございます。 
 第３款公債費が２４億８千万円となっておりまして、歳出合計は３７億４，３００万円で前

年と比べマイナス１７．８％、８億１，１００万円の減額となっております。 
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 その結果としまして、次の２８８ページをご覧ください。 
 歳入金３７億９，２４５万円。歳出金３７億４，３２６万円。歳入歳出差し引き額は４，９００万

円であります。 
 以上が、公共下水道特別会計決算の概要であります。 
 次に議案第１０７号 「平成２１年度笛吹市農業集落排水特別会計歳入歳出決算認定」につ

いて、ご説明をいたします。 
 この会計は、芦川地区の集落排水事業にかかる事業の会計でありますが、３０２、３０３ペー

ジをご覧ください。 
 まず歳入ですが、主なものは第２款使用料及び手数料９５２万円、第３款繰入金６，６００万

円などで歳入合計は７，９４０万円となり、前年度に比べマイナス１０％、９２０万円の減額

であります。 
 次に歳出でありますが、次の３０４、３０５ページをご覧ください。 
 第２款農業集落排水事業費７４６万円、第３款公債費６，５３０万円などであります。歳出

合計は７，３００万円で、前年度と比べマイナス１４％、１，２００万円の減額となっており

ます。 
 歳入歳出結果としまして、歳入金７，９４３万円。歳出金７，３００万円。歳入歳出差し引

き額６２０万円であります。 
 以上が、農業集落排水特別会計決算の概要であります。 
 続きまして議案第１０８号 「平成２１年度笛吹市簡易水道特別会計歳入歳出決算認定」に

ついて、ご説明いたします。 
 簡易水道事業は一宮、境川、春日居、芦川の４地区において行っている事業でありますが、

３１４、３１５ページをご覧ください。 
 歳入の主なものは、第２款使用料及び手数料２億７，６００万円で、このうち使用料は２億

７，４００万円で、収納率は８８％でございます。このほか第４款繰入金３億３，５００万円、

第７款市債５，５００万円などで、歳入合計は７億８，９００万円です。前年度と比べ、マイ

ナス１２％、１億１，３３０万円の減額となっております。 
 次に歳出でありますが、３１６、３１７ページをご覧ください。 
 第２款水道費４億６，２００万円、第３款公債費２億２千万円、歳出合計は７億４，９００万

円で、前年度と比べマイナス１１．５％、９，７００万円の減額となっております。 
 その結果としまして、３１８ページをご覧ください。 
 歳入金７億８，９００万円。歳出金７億４，９００万円。歳入歳出差し引き額４千万円であ

ります。 
 以上が、簡易水道特別会計決算の概要であります。 
 続きまして、議案第１０９号から議案第１１７号までの９議案につきましては、いずれも恩

賜県有財産保護財産区管理会特別会計の決算認定でございますので、一括してご説明をいたし

ます。３２９ページからになります。 
 黒駒山財産区ほか８財産区の歳入総額は４，７４０万円で、歳出総額は４３０万円となって

おりまして、差引額の４，３００万円につきましては、主に翌年度への繰り越しとなっており

ます。 
 財産区特別会計につきましては、いずれも財産区の管理・運営を行っております管理会の活
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動費などに予算執行されたものであります。 
 それぞれの決算額につきましては、３２９ページから４３６ページまでの各財産区特別会計

決算書のとおりでありますので、のちほどご覧いただきたいと思います。 
 一般会計および１７の特別会計につきましては以上ですが、４３７ページから４４４ページ

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

されておりますので、これも合わせて参考にしていただきたいと思います。 
 それでは決算の 後になりますが、２つの事業会計でございます。 
 まず議案第１１８号 「平成２１年度笛吹市水道事業会計決算認定」について、ご説明をい

たします。 
 ４４６、４４７ページの決算報告書に基づきまして、主な内容をご説明いたします。 
 ４４６ページでございますが、まず収益的収入及び支出のうち収入についてでありますが、

第１款の水道事業収益につきましては、決算額は１１億３，２００万円となっております。 
 支出につきましては、第１款水道事業費用の決算額は１０億８，１００万円で、２４０万円

を明許繰越といたしました。 
 次の４４７ページの資本的収入及び支出でありますが、そのうち収入の第１款資本的収入の

決算額は３億７，３００万円となっております。また支出でございますが、第１款資本的支出

としまして、決算額１０億２，１００万円で、翌年度繰越額５億１，４００万円となっており

ます。 
 収支ともに決算額が小さくなったのは、境川浄水場建設事業費を継続費の逓次繰越としたた

めであります。 
 次に１３ページほど、うしろになりますが、４６０ページをご覧ください。４６０ページに

は、平成２１年度笛吹市水道事業報告書がございます。 
 まず運営関係についてですが、給水事業については、総配水量７７３万立方メートル。有収

水量は５９６万立方メートルとなり、有収率につきましては７７％となりました。 
 また、給水世帯数につきましては約１万８，２００戸、給水人口は約４万７千人で９７．２％

の普及率となっております。 
 以上が、水道事業会計決算の概要であります。 
 後になりますが、議案第１１９号 「平成２１年度笛吹市営春日居地区温泉給湯事業会計

決算認定」について、ご説明いたします。 
 この事業には、地方公営企業法が平成２１年度４月から適用されております。４８６、

４８７ページをご覧ください。 
 まず収益的収入及び支出のうち収入についてでありますが、第１款の温泉事業収益につきま

しては、決算額６，３００万円となっております。また支出ですが、第１款温泉事業費用の決

算額６，９００万円でありました。 
 次の４８７ページの資本的収入及び支出でありますが、収入はございません。また支出です

が、第１款資本的支出としまして、決算額１，０１０万円となっております。 
 次に６ページほど、うしろになりますが、４９３ページをご覧ください。 
 ４９３ページですが、まず営業関係についてですが、総配湯量および有収湯量はともに約２５万

立方メートルで、有収率は１００％であります。給湯世帯数につきましては、１６６戸であり

ます。 
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 以上が、温泉給湯事業会計決算の概要であります。 
 なお、平成２１年度決算概要および主要施策成果報告書を別冊で配布させていただいており

ますが、この中に２１年度中の一般会計、特別会計および水道事業会計の主要な施策の事業概

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

上げ、平成２１年度における笛吹市すべての会計決算の補足説明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） 

 以上で、会計管理者の説明が終わりました。 
 ここで、暫時休憩いたします。 
 再開は２時５５分といたします。 

休憩  午後 ２時３８分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ２時５４分 
〇議長（上野稔君） 

 再開いたします。 
  日程第５ 代表監査委員より決算審査の結果につきまして、意見報告を求めます。 

 代表監査委員、飯田三郎君。 
〇代表監査委員（飯田三郎君） 

 それでは、２１年度一般会計ほか特別会計等の決算審査のご報告を申し上げたいと思います。 
 地方自治法第２３３条第２項および同法第２４１条第５項の規定により、審査に付された平

成２１年度笛吹市一般会計および特別会計歳入歳出決算、ならびに基金運用状況の審査結果に

ついては、お手元の決算審査意見書のとおりですが、概要につきましてご報告申し上げます。 
 １ページをご覧いただきたいと思います。 
 平成２１年度笛吹市一般会計および国民健康保険特別会計ほか１６の特別会計について、歳

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

基金運用状況に関する調書を対象に、平成２２年７月１日から８月３日まで、向山監査委員さ

ん、それから中村監査委員さん、私の３人で審査を行いました。 
 審査の方法については各会計歳入歳出決算、そのほか政令で定められた書類について、関係

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

予算執行についても適正であったことをご報告申し上げたいと思います。 
 以下、会計ごとに意見を述べさせていただきます。 
 まず一般会計の意見ですが、３５ページをご覧ください。 
 平成２１年度一般会計の決算状況は、歳入総額３０３億９，２１２万円、歳出総額は２８８億

２，５０８万円で形式的収支は１５億６，７０３万円となり、翌年度へ繰り越すべき繰越事業

費充当財源は６億９，４１２万円を差し引いた、実質収支額は８億７，２９１万円となってい

ます。 
 歳入につきましては、前年度より４億８，２７８万円の増であり、歳出につきましては、前

年度より１億３，４４４万円の減となります。 
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 収納率の向上については、各課のさまざまな滞納対策など滞納額の縮減に向け、真剣に取り

組まれたことを評価するものですが、依然、数字的には厳しい状況であり、財源確保に向けた、

これまで以上の努力と工夫をお願いしたいと思います。 
 平成２１年度の事業成果報告については、職員の努力により、さまざまな成果を上げている

ことが確認できました。今後、総合計画の実現に向けた取り組みと年度目標値の検証を行い、

着実な進展を期待いたします。 
 歳入においても長引く景気低迷の影響により、引き続き市税等の税収の伸びが悪化するので

はないかと予想され、歳出においてもますますの少子高齢化、団塊世代の大量退職や社会保障

費の増加、福祉・教育・環境など、これまで以上に厳しい財政運営となることが考えられます。 
 こうした厳しい財政環境にあるとはいえ、限られた財源の中で、行政サービスの維持、向上

に努めていかなければなりません。このため、歳入においては、市税および料金等の未収入額

が多額になっていることから、負担の公平の原則に立ち、貴重な財源確保のためにも徴収体制

の強化と効果的な方策の展開を図り、縮減に努めるとともに、不納欠損処分においても適切、

かつ厳正な取り扱いに努めていただきたいと思います。 
 また各種諸事業等の執行にあたりましては、いくつかの大きなプロジェクト計画があります

が、組織体制をしっかり行い、慎重に検討し、本当に市民のためになるものか見極めながら、

市民ニーズの的確な把握に基づく施策の必要性、優先順位を厳しく選択し、限られた財源を効

率的かつ効果的に配分を行い、行政改革を推進するよう求めます。 
 なお、審査の過程で、これからのいくつかの課題として、検討を要することが見受けられま

したので、次の事項について取り組みをお願いいたします。 
 １番目として、事業評価の促進について。 
 本市を取り巻く財政環境が一段と厳しさを増す中、各種事業の効果を検証することが急務で

あります。事業の目標を明確にし、成果の検証を的確に行い、事業の必要性や予算が有効に使

われるか検証するため、事業評価の推進と事務事業の改革に努めてください。 
 ２番目、市税および料金等の徴収率の向上について。 
 平成２１年度末の一般会計において、市税および料金の収入未済額は２７億円に達しており

ます。税においては、市の歳入の も大きな割合を占めるものであり、税源移譲により、ます

ます重要な財源になるものです。担当課の努力は認められますが、公平・公正な面からも、な

お一層の徴収努力と効果的な施策の実施をお願いいたします。 
 滞納処分についても、抜本的な対応策が必要と思われますので、積極的な方法について検討

してください。また一般会計においても、不納欠損額が１億２千万円あります。昨年度より減

少はしておりますが、不納欠損処分については、納税意欲を低下させることも危惧されます。

納税者が不納欠損処分を期待することがないように適正な処理方法を行い、不納欠損額の縮減

に努めていただきたいと思います。 
 ３番目、随意契約、委託業務契約について。 
 随意契約が、本年も１社のみの見積もりで契約するものが多く見られます。随意契約は、あ

くまでも一般競争入札の原則に対する特例であることを念頭に置き、計画的な事務処理と契約

理由が明確かつ法に沿い適正であるか。積算金額が適正なものであるか、検証をお願いいたし

ます。 
 ４番目、補助金について。 
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 各課の所管する各種協議会、委員会等の補助金についても、スリム化を行えると判断される

組織がいくつか見受けられましたので、統廃合等も視野に入れ、補助金の目的に沿って適切に

利用されているか検証を行い、十分な成果を得られていない補助金等は廃止、あるいは減額等

の対応を図り、適切な事務処理を徹底されたいと思います。 
 ５番目、指定管理者制度の検証について。 
 指定管理者制度については市民サービスの向上、経費の削減、目的の達成度等の検証を行い、

市民にとって、この制度が利益となるよう、検証をお願いいたします。また、協定書に定めら

れた報告書の提出等、適切な事務処理の指導徹底をお願いいたします。 
 ６番目、公共施設の耐震化の促進について。 
 東海地震が今後３０年以内に発生する確率は８０％以上であり、本市も東海地震の防災対策

強化地域に指定されております。公共施設の耐震化は順次行われていますが、特に災害弱者と

いわれている方々が、普段利用している施設については、早急に耐震化の完了をお願いします。 
 ７番目、災害に対する危機管理体制の強化について。 
 近年、全国的にゲリラ豪雨や長雨による河川の氾濫や土砂災害が多く発生しています。この

ように数種類の災害が同時に発生した場合、即応できる危機管理体制の整備運用を図っていた

だきたいと思います。 
 ８番目、公共施設の有効利用について。 
 公共施設においては、空きスペースの有効利用を検討するとともに、各担当課と今後の利用

計画を検討し、経費節減に努めていただきたいと思います。 
 ９番目、消防団の統合について。 
 時代的背景や団員確保が困難なことも考慮しながら、合理化を図るために消防団の統廃合に

ついては、今後とも検討を続けていただきたいと思います。 
 次に特別会計でございます。 
 国民健康保険特別会計につきまして、４２ページをご覧ください。 
 国民健康保険税については、歳入決算額８２億１，２０７万円に対して、歳出決算額は７９億

２，５６４万円です。調定額から収入済額を引いた収入未済額は１１億１，１３６万円です。

未収金額の増加は健全な運営を妨げる大きな要因となるものであり、負担の公平性の面からも

認められるものではありません。 
 今後は滞納世帯に対し、徹底した滞納整理対策を講じられ、収入未済額の縮減に向けた一層

の徴収努力をお願いいたします。 
 また、健全な運営に向けて関係部局と連携し、健康づくり事業への取り組みを積極的に推進

し、保険給付費の抑制に努めるとともに、不測の事態に備えて国民健康保険財政調整基金の必

要額の確保に努めてください。 
 次に老健特別会計、４４ページをご覧ください。 
 老人保健特別会計は歳入歳出決算額２，７８１万円に対し、歳出決算額２，７８１万円です。

この老人保健特別会計は平成１９年度をもって制度が終わりましたが、精算の関係で国庫県負

担金の交付が２２年度まで続きます。今後も適切な事務処理をお願いしたいと思います。 
 次に介護保険特別会計でございます。４７ページをお開きください。 
 介護保険特別会計の歳入決算額は４４億７，５１６万円に対し、歳出決算額は４４億３，

０４８万円です。公平な保険料負担と介護保険事業の安定的継続のために、保険料の収納率向
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上と不納欠損額の縮減に努めていただきたいと思います。また給付の適正化に努め、給付費の

増加を防ぎ、健全な介護保険運営をお願いしたいと思います。 
 次に介護サービス特別会計でございます。４８ページをご覧ください。 
 介護予防サービスは、要支援と認定された方が要介護状態とならないよう利用するものであ

ることから、予防プランの評価、見直しを徹底するなど、その方に合ったサービスの提供を行

い、十分な成果が得られるよう取り組みをお願いいたします。 
 次に後期高齢者特別会計でございます。５０ページをご覧ください。 
 後期高齢者医療特別会計の歳入決算額は１０億９，４６３万円に対し、歳出決算額は１０億

８，１３４万円です。この制度は平成２０年度からスタートした制度で、７５歳以上の高齢者

一人ひとりが被保険者となり、個人単位で保険料を納めるものであります。 
 今後、滞納者には厳格な滞納整理対策を講じられ、収入未済額の縮減に向けた徴収努力をお

願いしたいと思います。 
 次に公共下水道特別会計でございます。５３ページをお開きください。 
 公共下水道特別会計の歳入決算額３７億９，２４５万円に対し、歳出決算額は３７億４，

３２６万円です。歳出の６６．３％の割合を公債費が占める状況であるとともに、一般会計か

らの多額の繰入金は、一般会計における財政運営にも大きな影響を及ぼしていることから、下

水道計画の遂行にあたっては、市の財政計画と整合性を持った事業実施が必要であります。 
 また下水道事業については、多額の投資がなされております。下水道事業の本来の目的達成

のため、積極的な加入促進が望まれております。 
 なお、下水道受益者負担金および使用料に１億６，２４２万円の収入未済額があります。収

入未済額の縮減を図るための対策を早急に講じていただきたいと思います。 
 次に、農業集落排水特別会計でございます。５４ページをご覧ください。 
 本会計事業は芦川町地区の集落排水事業であり、歳出は排水処理施設の維持管理、起債の償

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

ては収納対策を早急に講じていただきたいと思います。 
 次に簡易水道特別会計でございます。５５ページをお開きください。 
 本年度の営業実績は給水人口２万３，１９５人で、８８．２％の普及率となっております。

有収量は２６２万立方メートルで、有収率は８４％の状況です。今後も老朽管の布設替えによ

り、有収率の向上をお願いいたします。 
 また、既存施設の使用率等の検討を行い、施設の統合や維持管理費の削減を行い、企業債の

償還計画の見直しなど、長期的展望に立った業務改革、職員の経費節減意識の向上等を行うこ

とが必要だと思います。 
 未収金については、公営企業部全体での取り組みを進めるとともに、給水停止措置等、未収

金解消への対策の強化に努めていただきたいと思います。 
 次に財産区特別会計の審査意見でございます。６３ページをご覧ください。 
 ９つの財産区においては構成員の高齢化に伴い、森林保護や整備の促進など問題を抱えてお

る状況であります。今後とも管理会の関係各位と協力しながら、貴重な財産を残していくため

に、ご尽力をお願いしたいと思います。 
 次に財産基金に関する調書の意見でございます。７１ページをご覧ください。 
 基金については、的確な管理が行われています。公金の安全性を確保するため、金融機関の
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経営状況等の情報収集を行い、経営悪化の場合に備えていただくとともに、公金の運用につい

ては、より一層、効率的な運用を図っていただきたいと思います。 
 続きまして、公営企業法第３０条第２項の規定により、審査に付されました平成２１年度笛

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

令で定める書類について審査したので、その結果について報告いたします。 
 水道事業会計決算書、１ページをご覧ください。 
 平成２１年度笛吹市水道事業会計決算については、平成２２年７月１日に審査を行いました。

地方公営企業法第３条の規定の基本原則に基づき、適正かつ効率的に予算の執行および事業の

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

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

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

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

び当該年度末における財政状態が適正に表示されており、計数は正確であることを認めました。 
 ９ページをご覧いただきたいと思います。 
 本年度の営業実績は給水人口４万７，０７８人で、普及率は９７％となっております。年間

有収水量は５９６万立方メートルとなり、有収率は７７％となっています。水道水の供給確保

を図るためにも、有収率向上のための取り組みが望まれるところであります。また、年々有収

率が低下していることは、配水経路での漏水等が主な原因と考えられます。耐震性を確保する

ためにも、早急な改修をお願いしたいと思います。 
 未収金は、給水停止措置を実施するとともに、高額滞納者に対してはさまざまな対応策を検

討し、滞納者に対する断固たる姿勢を示し、未収金減少のため、公営企業部全体での取り組み

をお願いしたいと思います。 
 来年度からは芦川町を除く簡易水道が上水道事業に移行されますので、なお一層の厳しい経

営になることが予想されます。長期的な財政計画の中で、住民の福祉の向上のため、引き続き

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

業における適正な財政運営は本市の財政の健全性を確保する上でも、非常に重要な要素となり

ますので、今後も施設の合理化等により経費の節減に努め、公営企業として健全な事業経営を

遂行されるよう、望みます。 
 次に、春日居地区温泉給湯事業会計決算でございます。 
 １ページをご覧いただきたいと思います。 
 平成２１年度笛吹市営春日居地区温泉給湯事業会計決算について、平成２２年７月１日に審

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

該年度末における財政状態が適正に表示されており、計数は正確であることを認めました。 
 ７ページをご覧いただきたいと思います。 
 本年度の営業実績は給湯世帯１４６戸で、年間総配湯量および有効湯量とも２５万立方メー

トルとなり、有効率は１００％となっております。 
 未収金の回収については、督促状の発送、個別徴収、加入契約の解除等、さまざまな対応方
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法を検討し、未収金減少のための取り組みをしていただきたいと思います。 
 次に健全化判断比率等審査意見書、１ページをご覧いただきたいと思います。 
 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条の規定による健全化比率および、第２２条

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

につきましては、すべて適正に作成されており、是正改善をする必要はない数値と認めました。

特に指摘する事項等はございません。 
 以上、平成２１年度決算審査の結果についてのご報告を終わりたいと思います。 

〇議長（上野稔君） 
 以上で、代表監査委員の報告が終わりました。 

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

〇議長（上野稔君） 

   これより日程第６ 報告第８号を議題といたします。 

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

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

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

〇議長（上野稔君） 

   次に日程第７ 議案第７９号から日程第５１号 議案第１２３号までを一括議題といたします。 

 この際、申し上げます。 

 ただいま議題となっております議案第７９号から議案第１２３号の全案件とも、審査を所管

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

質疑に留めたいと思います。 

 それでは、これより大綱質疑の発言を許します。 

 （ な し ） 

 以上で、質疑を終結します。 

 ただいま、議題となっております４５案件については、お手元に配布してあります議案付託

表のとおり、所管の常任委員会に付託いたします。 

 以上で、本日の議事はすべて終了いたしました。 

 次の本会議は９月６日、午前１０時から再開いたします。 

 本日は、これにて散会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

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

散会  午後 ３時１８分 
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平成２２年笛吹市議会第３回定例会 
 

１．議 事 日 程（第２号） 
平成２２年９月６日 
午前１０時００分開議 
於 議 場 

 
 

日程第１ 代 表 質 問 
 
 

２．出席議員は次のとおりである。（２４名） 
 
 １番  網 倉 正 治 ２番 志 村 直 毅 
 ３番 野 澤 今 朝 幸 ４番 北 嶋 恒 男 
 ５番 中 村 正 彦 ６番 風 間 好 美 
 ７番 渡 辺 正 秀 ８番 亀 山 和 子 
 ９番 降 矢 好 文 １０番 堀 内 文 藏 
 １１番 中 村 善 次 １２番 龍 澤   敦 
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再開  午前 ９時５７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２３名であります。 
 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 
 念のため、申し上げます。 
 本日も地球温暖化防止のため、上着を脱いで結構です。 
 本日、傍聴と撮影の申請があり、これを許可しましたので、報告いたします。 
 傍聴人に申し上げます。 
 傍聴人は議事について可否を表明し、または騒ぎ立てることは禁止されておりますので、静

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

め申し添えます。 
 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりです。 
 報告事項を申し上げます。 
 １３番議員、野沢勝利君より本日、遅刻の届が提出され、これを受理しましたので、報告い

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

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

力をお願いいたします。 
 まず、笛政クラブの代表質問を行います。 
 大久保俊雄君。 

〇１６番議員（大久保俊雄君） 
 おはようございます。笛政クラブの大久保俊雄です。 
 議長の許可をいただきましたので、笛政クラブを代表して質問させていただきます。 
 新政権が発足して早１年、外交、社会保障や消費税を含めた税のあり方、財政再建等、しっ

かりしたリーダーシップのもと、日本のあるべき将来像が示されぬまま、７月の参議院選を迎

え、与党が地方の１人区で大敗しました。背景には、地方経済の大幅な悪化があります。ごく

一部、回復の兆しが見えていても、それは三大都市圏中心および輸出主導型地域企業の回復で

あり、それ以外の大半の地域は、さらに地域格差が広がっております。 
 さらに、先週には日経平均株価が年初来安値８，８００円台を記録、外国為替も１５年ぶり

８３円台の円高を記録し、中小零細企業や個人商店、ほとんどの地方経済へのさらなる打撃、

地方自治体の税収減、それを受けての公共投資等の抑制強化、さらなる企業の収益悪化と計り

知れない悪循環、いわゆるスパイラルに陥る懸念が強まりました。もうこれ以上、体力はあり

ません。ＳＯＳ緊急事態であります。 
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 もともと地方経済は、日本経済が抱える構造問題、すなわち低成長、デフレ、人口減少と少

子高齢化、財政支出の抑制の影響をより強く受け、国民の目線での即効性のある経済対策が望

まれるにもかかわらず、権力闘争に終始している現状に落胆どころか強い怒りすら覚えます。 
 笛吹市も下半期に向けて、支出抑制のみではなく、福祉や教育、医療などの住民サービスの

原資となる地域経済活性化による自主財源、税収アップに向けた積極果敢な施策、いわば人も

お金もぐるぐるまわる具体策を荻野市長のリーダーシップのもと、私どもも知恵を出し合う重

要性を痛感しつつ、いくつか質問いたします。 
 まず平成２１年度の決算について、伺います。 
 ９月議会は決算議会ともいわれ、第１次総合計画のもと、各部局では枠配分予算と月次管理

による事業の遂行、第２次行財政改革、住民サービスの向上、地場産業の振興、またバランス

の取れた地域発展と、その費用対効果が精査されなければなりません。 
 幸い市税が４億７千万円減と歳入減が懸念されましたが、無駄な歳出削減をされ、単年度決

算黒字を８億７千万円計上することができ、上記の点が苦労された結果と推察されます。 
 言うまでもなく、健全な自治体経営には、短期的および中長期的なビジョンに基づいた万全

な財政運営が基本であり、夕張市のような財政破綻となる自治体が出ないよう、財政健全化法

がつくられ、一昨年秋より４つの指標の公表が義務付けられました。その指標、実質赤字比率、

連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率と、昨年度の数値と比較する中で、本市の

財政状況をどう分析するか、まず伺います。 
 また地方経済が長期低迷する中で、税収の下方修正が今後も余儀なくなりますが、自主財源

となる各種税金および水道料等の料金の収納率と前年対比、さらに収納率が県下ワーストを返

上すべく、収納率向上に向け、どのような取り組みがなされたのでしょうか。さらに昨年度に

おいて、決算時の監査委員の指摘や審査意見に関し、改善された点および課題として残された

点について、概略で結構ですので、お聞かせください。 
 また、財務省が先月１０日発表した２０１０年６月末の国債や借入金を合わせた、いわゆる

国の借金はなんと９０４兆円となり、１人当たり７１０万円、国も地方自治体も財政悪化への

さらなる対策が求められる中で、笛吹市も本年度から第２次行財政改革に取り組んでおります

が、どこに もポイントを置くのか伺います。 
 続きまして、合併特例期間内にやらなければならない課題の優先度について、伺います。 
 合併した大きなメリットの１つである合併特例債は、事業費の９５％に充当でき、うち７０％

が普通交付税措置がとられる、合併後１０年間に限り認められる優遇措置であります。新市の

一体性の確立、地域のバランスの取れた発展に資するために行う公共施設、インフラ整備等に

発行可能な有利な地方債であり、その有効活用が望まれる一方、その発行はあくまでも市の借

金であるため、その普通交付税につられると、借金地獄に拍車をかけることにもなり兼ねませ

ん。財政展望と、その優先順位は十分に市民にも説明されなければなりません。 
 私ども笛政クラブは、なんでもかんでも建設反対ではなく、また特例債を使うことも反対で

はなく、市民のさまざまな団体の意見を伺う中で、財政状況、将来時負担、経済波及効果、ま

た市民の皆さまのニーズ等に鑑みて、本当に必要なものは、残された４年の中で機を逸するこ

となく、推進すべきは積極的に、また確実に活用すべきだと考えます。 
 そこで財政の健全化と必要なインフラ整備の整合性をどう考え、その説明をどうなされるの

でしょうか。また本市の合併特例債限度額と、今までの起債状況と今後の計画についてはいか



 ３５

がでしょうか。簡潔にお聞かせください。 
 ことに１年前に示された合併特例債を活用する大型建設プロジェクトに関しては、多くの市

民の皆さんも議論に加わり、さまざまな意見を聞かせていただいた中で、特に多機能アリーナ

に関しては、検討委員会での両論併記を受けて、市議会としても議論を重ねながら意見を集約

すべく、現時点での市のプロジェクトに向けた見解、言い換えれば、その事業への熱意、本気

度をお聞かせ願うとともに、石和温泉駅周辺整備、バイオマスセンターに対する方向性も合わ

せて、お伺いします。 
 次に景気の浮揚が望めない中で、収益増につながる地域産業の活性化について伺います。 
 円高とデフレの悪循環に歯止めをかけるために、ようやく、去る８月３０日に政府日銀が臨

時の経済対策基本方針を決定しました。９月１０日に経済対策を閣議決定し、およそ９，２００億

円を活用したデフレ脱却を当面の目標とした措置、具体的には雇用、投資、消費、防災、規制

改革の５分野での施策が望まれます。 
 本市でも、現時点で予定している活性化策に加えて、順次、打ち出される施策に対して大き

なアンテナを広げ情報収集し、交付金・補助金獲得による地域の活性化は言うまでもなく、自

治体の重要な役割であります。 
 また平成２０年、２１年における国の経済対策、笛吹市の事業費は２７億円が使われました。

どのような効果があったか分析する中で、下半期に向けて、さらに積極果敢な施策が望まれま

すが、具体策をお聞かせください。 
 さらに観光立市においても、この夏、各地域で夏まつりやイベントを開催、盛り上げていた

だきました。夏のイベントを総括検証し、さらなる観光客増加に向け、今後の課題および反省

点があれば、お聞かせください。 
 一方、観光客および果実販売額増加に向けて、市長も東京大田市場等での果実消費拡大への

ＰＲ、また香港、上海、北京市平谷区への観光客誘致および果樹親交交流に向けたトップセー

ルスに東奔西走されました。 
 議会としましても、議長、副議長、建設経済常任委員会でそれらに参加させていただき、市

場関係者、エージェント、消費者の方々に直接、意見を聞くことができましたが、中には大変

厳しい意見が存在したのも事実であります。今後の施策を決定する上で、大きな判断材料を得

ることができました。トップセールスでの集客の手ごたえ、感想をぜひお聞かせいただければ

と思います。 
 そして地域の活性化の実現には、官民一体となった目標を持って進める中で、当然、自治体

職員のやる気と、さらなる資質向上が求められます。全国的に公務員に対する逆風が一向に収

まらない中で、その仕事ぶりは市民の注視するところであります。モチベーションをさらに高

める専門的な人材育成と仕組みづくりについて、簡潔にお聞かせください。 
 続いて、次世代を担う人材育成都市を目指した笛吹市教育の実践に向けて、新学習指導要領

の完全実施に対する本市の取り組みについて、伺います。 
 脱ゆとり教育、単に偏差値至上主義や受験競争に傾くのではなく、習得した基礎となる知識

や技能を活用して、課題発見や問題解決する力、困難を克服する能力を重視した小中特別支援

学校の新指導要領実施まで、あと半年となりました。 
 そこで、新指導要領に基づく授業づくりへの取り組みと重視される学習評価などに関し、学

校全体で共通理解を図る上で、校長先生をはじめ管理職のリーダーシップが求められますが、
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市の見解と具体的取り組みについて伺います。 
 また実施に向け、各学校と教育委員会で準備しなければならない、新要領に対応した指導案

や教材の準備および、それに即した学習評価に関する研修等、策定の進捗状況について、お聞

かせください。 
 続きまして、安心して産んで育てることができる次世代育成支援の充実に関して、伺います。 
 近年、少子高齢化や核家族、女性の社会進出、就労形態の多様化などによる社会情勢や雇用

状況の悪化で、著しく生活費や教育費で負担が重なっており、その環境整備が望まれるところ

であります。 
 そんな中、本市でも地域で目指そう、すくすく生き生き子育てのまち笛吹をスローガンに、

笛吹市次世代育成支援行動計画が平成１７年に策定され、５年間の前期計画が終了。本年度か

ら５年間で、後期行動計画がスタートいたしました。そこで前期計画を検証・考察する中で、

後期計画における基本方針のポイントは、どこに置かれたのか。また、本計画の上位計画であ

る総合計画との整合性について、伺います。 
 さらに本計画の中の大きな基本施策の１つに、母親ならびに乳幼児等の健康の確保および増

進という項目があり、これは確実に行わなければならず、特に小児医療の充実については、ニー

ズ調査でも就学前・小学生児童保護者の５割強が安心して子どもが医療にかかれる体制の整備

と医療費助成を要望しております。 
 近年では全国、地方自治体で子育て世代の負担を軽減する取り組みも広がり、本市において

も昨年度から小学校就学前までの医療費無料化が実施されましたが、甲府市は小学校６年生ま

で、山梨市、甲州市は小学校３年生までと、県内および近隣自治体との格差のない、より一層

の充実が望まれます。 
 議会へも請願が出される一方、昨年９月定例会での網倉議員の笛政クラブ代表質問において、

平成２３年度をめどに検討したい旨、答弁がなされております。そこで小児医療と妊婦健診の

さらなる充実と経済的負担を軽減するための具体策について、お答えください。 
 後にリニア実験線工事について、伺います。 
 現時点での工事の進捗状況とトンネル工事が進む中で、市内の井戸・河川の渇水・減水が発

生している地域が見受けられます。発生した諸問題に対して、速やかな復旧策が必要ですが、

具体策をお伺いし、第一弾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。 
 市長、荻野正直君。 

〇市長（荻野正直君） 
 大変お暑い中、ご苦労さまでございます。 
 笛政クラブ、大久保俊雄議員のご質問にお答えをいたします。 
 はじめに実質赤字比率および連結実質赤字比率は合併以後、普通会計・企業会計ともに黒字

決算を維持しておりますので、当該数値は算出されませんでした。 
 次に実質公債費比率でありますが、昨年度よりも０．１ポイント微増の１３．６％となりま

した。本比率は、当該年度を含む過去３カ年での算出でございます。 
 単年度で見ますと、平成２１年度の単年度数値は、平成２０年度単年数値と比較いたします

と、０．７ポイント下がり１３．３％となりました。 
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 次に将来負担比率でございますが、１．８ポイント下がり１０９．６％となりました。この

減少の要因は、退職手当負担見込み額および一部事務組合等への負担見込み額の減少、ならび

に市税は減少したものの標準財政規模が増額したことによるものと考えられます。健全化４指

標における本市の指標は、すべて早期健全化基準を大きく下回っておりますので、本市の財政

運営は健全を維持しているものと考えております。 
 今後とも健全化指標には常に注視し、財政健全化の維持に努めてまいります。 
 次に各種税・料金の収納率と前年対比、収納率アップに向けた取り組みについてであります。 
 市税につきましては、現年課税分の収納率が９４．６％で、前年度比より０．２ポイント上

回りました。滞納繰越分の収納率は１１．１％で、０．２ポイント下がってしまいました。 
 国民健康保険税につきましては、現年課税分８８．６％で０．６ポイント上回り、滞納繰越

分は１４．１％で、残念ながら０．５ポイント下回ってしまいました。 
 多くの市民の皆さまがご利用いただいている料金といたしまして、上水道の使用料につきま

しては、現年度分収納率が９３．９％で０．１ポイント上回り、簡易水道では現年度分収納率

９７．６％で、０．３ポイント下回りました。 
 市税の収納率向上の取り組みといたしましては、昨年４月にコンビニ収納がスタートし、さ

らに本年８月からは、キャッシュカードを利用した口座振替の受け付けが市役所本庁舎で可能

となりました。 
 このように、今後も納税しやすい環境づくりを推進するとともに、納税相談がないなど納め

る意思のない滞納者に対しましては、財産調査を強化して滞納処分をしっかりと行っていきた

いと思います。 
 国民健康保険税につきましても、コンビニ収納の推進や個別収集の実施、滞納者の生活実態

調査をふまえての納税相談と納付指導などをさらに進め、収納率向上に努めてまいります。ま

た各種料金におきましても、滞納額が少額な早い段階で滞納者に催告を行い、滞納が累積しな

いよう取り組んでまいります。 
 次に昨年における決算にかかる監査委員の指摘、審査意見に対してでございますが、毎年度、

決算における監査委員のご意見の中で、検討を要する事項、取り組み事項について、ご意見を

いただいております。 
 昨年度、検討を要すると指摘された主な事項は、事務事業評価の促進について、市税および

料金等の向上について、随意契約・委託業務契約について、補助金について、指定管理者制度

の検証について、公共施設の耐震化について、災害に対する危機管理体制の強化について、公

共施設の有効活用についてなど、一般会計でも８項目の取り組みについてご意見をいただいた

ところでございます。今回の決算審査におきましても、昨年度と同様な事項についてのご指摘

をいただきました。 
 しかしながら、このことは昨年の監査委員の指摘事項に対し、私どもがなんの改善も、取り

組みもしなかったということではなく、指摘事項の一つひとつが継続的な取り組みによってそ

の成果が期待できるものであり、そのことの取り組みをさらに進められたいという趣旨であろ

うと認識をいたしました。 
 監査委員にあっては、こうした指摘事項の取り組み状況等について、その後の定期監査の折

に事務の執行状況等について、確認と、またご意見をいただいているところであり、さらに今

回の決算審査における監査委員の指摘事項の内容も、その結果をふまえたご意見と理解いたし
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ております。 
 次に、本年度の第２次笛吹市行財政改革のポイントについてであります。 
 第２次行財政改革大綱では、第１次行財政改革大綱に引き続き、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として、設定いたしてお

ります。この簡素で魅力的な市政を実現するためには、各施策を行うための財政の裏付けがな

くてはなりません。 
 今年度は第２次大綱の基本方針として掲げた小さな市役所の実現、健全な財政基盤の構築、

計画的な行政経営の実現、市民第一主義の行政の実現について、各事務のマネジメントを行い、

進捗状況の検証を行う必要があると考えております。 
 今後さらに厳しくなると予測される自治体経営を円滑かつ適正に遂行するため、一層大胆な

改革に取り組む必要があると考えております。 
 続きまして、合併特例期間内の課題について、お答えいたします。 
 まず財政の健全化とインフラ整備の整合性をどう考え、市民への説明はどうするのかとのご

質問でございます。 
 笛吹市は合併して６年目を迎えますが、現在、新市としましての必要なインフラ整備を着実

に進めているところであります。１０年間の合併特例期間内に活用できる合併特例債は、充当

率や交付税措置率においても、他に類を見ない有利な地方債であることは間違いありません。

ご承知のとおり、地方交付税の一本算定化により平成２７年度からは順次、財政規模は縮小し

てまいります。そうなりますと、その後の大型普通建設事業の実施は、非常に困難になると言

わざるを得ません。このため、健全財政を維持すべき見地からも、未来を託す子どもたちに継

承するため、必要とされるインフラ整備や大型施設の建設事業は、合併特例債が利用できる平

成２６年度までに実施することが肝要と考えております。 
 将来的に合併特例債の借入により、一時的な元利償還金の増大や普通交付税の減少による財

政規模の縮小が考えられますが、各種基金の有効活用ならびに行財政改革による歳出抑制等を

考慮して推計いたしますと、今後も健全財政が維持できるものと判断しているところでありま

す。 
 総合計画の将来像であります、みんなで奏でる“にぎわい・やすらぎ・きらめき”のハーモ

ニーの達成のためには、３つのまちづくりの方向に基づき、基本計画に記述されている各種の

基盤整備を進めることが必要不可欠であります。 
 また、事業執行に当たりましては、今後とも各種メディアや地元説明会等を通じて、市民に

詳細な説明を行うとともに、市民の皆さまの貴重な意見等を賜り、事業に反映させたいと考え

ております。 
 市の将来像達成のためには、財政の健全化と必要なインフラ整備は、常に一体的なものと考

え、市民の皆さまにもご理解いただけるものと考えております。 
 次に合併特例債起債限度額と、今までの起債状況および今後の計画であります。 
 ご質問の中で市長の熱意、本気度等についてもふれられておりましたけども、合併して６年

目、今、笛吹市がやるべきこと、申し上げましたように、将来の笛吹市のため、そして市民の

皆さまのご理解をいただく中で、今、掲げております大型建設事業につきましても、命をかけ

て頑張っていくことを改めて皆さまに申し上げます。 
 本市における合併特例債限度額は、約３８７億円となっております。平成２１年度末までに



 ３９

８２億２千万円を借り受けております。平成２２年度につきましては、前年度繰越分を含めて

３３億４千万円の借り受けを予定いたしております。また、来年度以降の借入額は約１７７億

円を予定しております。合併特例債総額では、約２９３億円を見込んでおります。 
 次に、大型施設整備構想の実施に向けた見解とのご質問でございます。 
 まず、多機能アリーナについてのご質問でございます。 
 ご承知のとおり本年５月に、市内の多くの団体代表者等で構成する多目的施設建設検討委員

会において、建設の可否につきまして両論を併記していただく中で、市議会とともに判断を委

ねていただきたいとのことでございます。 
 このために、今までいただいた多くのご意見を参考にいたしまして、合併した笛吹市として

のスケールメリットを生かした、体育館機能を主目的とする施設の必要性を強く感じ、本定例

会に補正予算案を上程したところであります。 
 次に石和温泉駅周辺整備事業についてでございますが、この事業につきましては、現在、国

道１４０号までのアクセスにつきまして、実施設計を策定いたしております。また、移転建て

替えが必要になります石和第五保育所につきましても、検討委員会のご意見を伺いながら、基

本設計を策定中であります。さらに駅舎につきましては、ＪＲ東日本と協議を進めております

が、今後、基本協定等を締結し、事業を進めてまいります。 
 次にバイオマスセンター建設事業につきましては、可燃ごみの減量、地域における資源循環

の確立に取り組むための基幹施設として、生ごみの堆肥化や剪定枝のチップ化等を行う施設を

設置することといたしました。 
 建設地といたしましては、市クリーンセンター周辺の石和町砂原地内を候補地とし、平成２６年

度の完成を目指し、事業を推進してまいります。 
 続きまして、収益増につながる地域活性化について、お答えをいたします。 
 まず、国の経済対策補助金についての今後の取り組み、平成２０年・２１年度の国の経済対

策による本市の事業分析と下半期に向けての具体策はについてでございます。 
 平成２０年・２１年度に国の補正予算で行われた、地域活性化各種臨時交付金事業により、

本市においても合計８４事業を実施しております。 
 経済対策による総事業費は、おおむね２７億円にのぼります。道路整備、体育施設整備、保

育所改修整備、プレミアム商品券発行事業、消防施設整備、学校ＩＣＴ整備、小中学校太陽光

発電システム整備、新型インフルエンザ対策など、多岐・多方面にわたり交付金を活用してお

ります。 
 また本年２月の臨時議会で予算措置を行いました、きめ細かな臨時交付金事業を中心に繰り

越しを行っておりますので、早期の事業完了を目指し、鋭意努力しているところでございます。 
 さらに、これらの交付金事業については、笛吹市における基盤整備が進んだばかりではなく、

市内の多業種の中小企業に事業発注をいたしましたので、地域経済回復の一助となったのでな

いかと考えております。 
 また、８月３０日には国の追加経済対策が公表されましたが、詳細な部分は不明確でござい

ますので、基本方針等を分析する中で、適応事業などにつきましては、各部局で有効活用でき

るよう、準備をしているのが現状であります。 
 下半期に向けましても、国の動向を注視しながら、詳細な経済対策が打ち出されましたら、

遅滞なく積極的に活用できますように、努力してまいります。 
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 次に、夏の各地域でのイベントや祭りの総括と今後の課題についてでございます。 
 本年度も７月２０日の笛吹川石和鵜飼、ならびに石和温泉連夜花火を皮切りに、特色ある夏

祭りが行われました。また市内各地域でも、それぞれの実行委員会を中心に工夫を凝らしたイ

ベントが開催され、参加者が増加する中、大いに賑わいました。 
 祭りのフィナーレを飾る石和温泉花火大会までの期間中、県内外から昨年より１万人以上も

多い３０万人に近いお客さまにお楽しみいただきました。酷暑の中ではありましたが、ご満足

いただくことができ、成功裏のうちに終了できたものと思っております。 
 今後も新たな企画等も大いに取り入れ、甲斐一宮大文字焼きや石和温泉花火大会等が笛吹市

の夏祭りとして、観光客のみならず市民の皆さまにもお楽しみいただけるよう、情報発信等に

努めてまいります。 
 次に、国内外のトップセールスによる集客への手ごたえについてでございます。 
 今年度は香港、上海、北京市平谷と３回の海外トップセールスを実施いたしました。特に香

港は３年連続のセールスとなり、海外エージェントとも強い信頼関係の構築ができ、多くの観

光客を笛吹市に送り込んでもらえるよう、体制が整いました。継続的なセールスの重要性を痛

感したところでございます。 
 また、今回のセールスには、日本の高度先進医療であるＰＥＴ検診や人間ドックをツアーの

中に組み込むことの可能な商品も紹介してまいりました。行政が旅館、ホテル、医療機関とと

もに旅行商品を提案する例は斬新的な試みであり、各エージェントの反応は非常に大きいもの

がございました。 
 また、国内トップセールスは、今後９月末および２月に計画いたしております。観光商品も

先を見据えて、笛吹市の豊かな観光資源と桃・ぶどう日本一の郷をアピールしてまいりたいと

思います。 
 次に、市職員の高い行動規範による専門的人材育成と仕組みづくりについてでございます。 
 市職員による、地域産業活性化のための専門的分野に特化した人材育成については、一定の

限界があります。しかしながら、地域の活性化のためには、市職員が専門的な知識を備え、市

民の要請に対応し得る人材育成が必要となってまいります。 
 このような観点から、現在も市職員の採用にあたっては、自己アピール枠の創設をはじめ、

職員の大学院自主研修に対する補助を実施し、職員の能力向上を目指しております。 
 今後もそれぞれの産業に関する各団体と連携を強化し、人づくりも含めた地域や産業の活性

化を促進してまいります。 
 続きまして、次世代育成支援対策の充実について、お答えいたします。 
 まず次世代育成支援行動計画の後期計画は、どこにポイントを置くかについてでございます。 
 近年、少子高齢化や核家族化、就労形態の多様化、地域のつながりの希薄化などにより、子

どもたちを取り巻く環境も、めまぐるしく変化してきております。こうした中、平成２２年度

から２６年度までの、次世代育成支援行動計画の後期計画を策定したところでございます。本

計画の策定に当たりましては、前期計画の見直しを行うとともに、市民の皆さまの子育て支援

に関する生活実態やご要望・ご意見などを把握するため、笛吹市次世代育成支援に関するニー

ズ調査を実施したところでございます。 
 こうしたニーズ調査結果等をふまえ、後期計画の基本理念といたしまして、すくすく生き生

き子育てのまち笛吹を掲げさせていただきました。この基本理念を受けて、地域における子育
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て支援、親と子の健康の確保と増進など、７つの基本目標により市民の皆さまと協働しながら

子育て支援を推進することといたしました。 
 特に、重点的に取り組む施策・事業といたしましては、病児・病後児保育事業、学童保育ク

ラブの充実、延長保育など保育サービスの充実、乳幼児健診の向上、乳幼児医療費助成の拡充

などを挙げております。 
 今後も子育てに対する負担や不安を少しでも取り除くため、後期計画に沿いながら経済的支

援も含め、健康・福祉・教育などの各分野にわたる施策を推進し、子育て支援の充実につなが

るように努めてまいります。 
 また、総合計画との整合性につきましては、総合計画の基本計画に掲げられております環境

にやさしく、安心してすこやかに暮らせるまちづくりの実現に向け、家庭、学校、地域、企業

などの関係機関と協働しながら、安心して産み育てられる環境づくりを目指して、子育て支援

に取り組んでいるところでございます。 
 次に、乳幼児医療の充実と妊婦検診についてでございます。 
 乳幼児医療費助成制度は、子育て家庭における経済的負担の軽減を図ることにより、安心し

て子育てができるよう、併せて児童の健康増進を目的に実施しております。現在、本市では入

院・通院ともに、対象年齢を小学校就学前まで拡大しておりますが、さらなる年齢拡大につき

まして、これまでに多くの皆さまからご意見やご要望が寄せられております。 
 子育て支援の充実とともに、次世代を担う子どもたちの健康を守るということは、大変重要

なことであると認識いたしております。この制度の対象年齢の拡大につきまして、検討を重ね

てまいりました。魅力的な自治体として、また、より多くの市民の皆さまに住んでよかったと

実感していただけるよう、平成２３年４月から、小学校６年生まで医療費無料化の対象年齢を

拡大することといたします。 
 妊婦健診につきましては、妊婦の健康管理の充実および経済的負担の軽減を図るため、１４回

まで拡充し、安心して妊婦健診を受けられるよう、公費による助成を行っております。 
 今後も健康診査費用の助成を通じて、妊婦および乳幼児の健康確保、疾病の予防・早期発見

など健康の保持・増進を図るため、引き続き助成を実施してまいりたいと考えております。 
 続きまして、リニア実験線工事が進む中での対策について、お答えいたします。 
 まず、現時点でのリニア進捗状況についてでございます。 
 リニア実験線建設工事につきましては、関係地域の深いご理解とご協力によりまして、３工

区のトンネル工事および高架橋などの、いわゆる明かり工事３工区についても、現在大きなト

ラブルもなく、順調に進んでおります。 
 さて、現段階においては、当市を通過する約１３．２キロメートルにつきましては、トンネ

ル区間９キロメートルのうち、６キロメートルについては掘削が完了しております。また、高

架橋などの明かり区間４．２キロメートルについては、全９２基の橋脚のうち１７基が完成し、

橋脚工事とともに橋桁等の上部工の工事を進めていく予定と報告を受けております。 
 次に井戸・河川の渇水・減水についてでございますが、鉄道・運輸機構におきましては、ト

ンネル工事着工前より、水関係の影響が予想されるところにつきましては、事前に水文調査を

実施してきたところでございますが、現在、一部の地域において飲料水、河川、井戸等の渇水・

減水が発生いたしております。 
 こうした地域におきましては、鉄道・運輸機構が日常生活、農作業等に支障を来たさないよ
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う、給水車による配給、給水タンクの設置、井戸掘削等を地元と協議しながら対応していただ

いております。さらに、一部地域においては上水道への接続により応急的な飲料水の確保も図

られているところであります。また、それ以外の地区につきましては、おおむねの緊急・応急

的な対応準備は、ほぼなされております。 
 今後は工事の進捗をふまえ、 終的な補償に向けた対策等について、地元関係者と調整を図

りながら、進めていくと聞いております。市当局といたしても調査経過、市民の不安要素等を

十分に把握しながら、恒久的対策など関係者との調整を図っていくこととしております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

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

〇教育長（山田武人君） 
 笛政クラブの大久保俊雄議員の代表質問であります、新学習指導要領完全実施に対する具体

的な取り組みについてに、お答えいたします。 
 まず管理職のリーダーシップについてですが、ご質問にもありますように、新指導要領の実

施に向けまして、学習評価だけでなく、さまざまな新しい取り組みが必要となり、校長先生を

はじめとする管理職のリーダーシップが必要不可欠となります。 
 そのために、今年２月には、笛吹市の教育委員会では、管理職や教務主任の先生方を対象と

したリーダーとしての意識を高めるための講演会を開催しました。特に校長先生方に対しまし

ては、日ごろより、私が月１回行われます校長会に出席いたしまして、自信を持って学校経営

にあたっていただきたい、そのためには市教育委員会がしっかりとバックアップをしていきま

すということを伝え、学校経営者として、いかんなく能力が発揮できる環境づくりに努めてい

るところでございます。 
 また学習評価を通じて、学校における教育活動を組織として改善することが重要であります

ので、管理職の先生方には、特にこの部分についての意識を高めていただけるよう、日ごろか

ら指導を行っております。 
 次に新学習指導要領に基づく授業づくりについてですけれども、新学習指導要領の全面実施

は、小学校では平成２３年度から、中学校では平成２４年度からとなりますが、すでに平成２１年

度より移行期間に入っており、各学校におきましては、全面実施を見据えたさまざまな授業改

善の取り組みについて、研究や研修がなされている状況であります。 
 市教育委員会におきましても、授業づくりのインストラクターとして実績のある講師をお招

きし、市内小学校の研究会へ参加していただく中で、授業力を高めるための研究をしたり、他

の学校へも授業を公開して、成果を共有してもらったりする取り組みを実施しております。 
 また、市教育委員会主催の外国語活動研修会を開催いたしましたり、指導主事２名が各学校

の授業を観察し、改善個所を助言したりするなど、各小中学校に対して、積極的に指導してい

るところでございます。 
 次に、新指導要領に対応した指導案や教材の準備等についてでございます。 
 小学校の教科書は、今回の学習指導要領の改訂に伴い、来年度より新しいものになります。

その採択につきましては、教科用図書採択協議会等において、すでに決定しております。それ

に伴い、先生方の使用する指導資料についても改訂されるため、各学校の意見や要望を聞く中
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で、新年度から対応できるよう準備を進めているところでございます。 
 その他の教材は、各学校における教育課程や各教科の特性、各教師の指導方法に応じても違

いがありますので、各学校の特性に合わせて準備をさせていただいております。また、理科備

品については、すべての学校で昨年度見直しをしていただき、新学習指導要領に対応したもの

を整備したところでございます。 
 学習評価に関しましては、この夏休みに県教育委員会主催の新教育課程説明会が開かれ、す

べての先生方に対して、新学習指導要領の改訂のポイントや評価についての説明がありました。 
 今後も県教育委員会より、来年度の教育課程の編成に関わる説明会が予定されております。

加えて、本市の指導主事も学校訪問などの折に、新学習指導要領のポイントや学習評価のあり

方などについて、指導をしております。これらを受けて各学校では、来年度の教育課程の編成

にあたっていくことになります。また、新学習指導要領に対応した、児童生徒の学籍および学

習や行動などの状況を記録する指導要録も改訂するため、今、準備を進めているところでござ

います。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（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、また執行部から、いろいろな熱い思いというものを感じられたわけですが、

健全財政の維持、また自治体経営ということで、市長からすべての職員まで行動規範を１つに

するという話もありましたので、また下半期、自治体間格差が広がらないように期待する中で、

いくつかお伺いさせていただきますけども、当然、税収、利用料の収納率がアップと、こういっ

たもの、やはり健全財政が必要でありまして、事業遂行に支障が出ないように懸念がされる中

で、やはりいろいろ問題になっているのは、公平・公正な税負担というのは分かるんですけど

も、また払えるのに払わない、払いたくても払えない、こういったケースが 近、経済の低迷

化で出てきているわけで、四角四面な差し押さえですとか、県の整理機構を使った収納という

のも、ある部分は分かるんですけども、景気低迷、病気等で払えない方に対する延納とか分納

誓約の相談など、ある部分、柔軟な対応も必要ではないかというわけで、根本的には景気を浮

揚させるための土壌をつくるのも大事ではないかなと思いますけども、そこらへん、ちょっと

お考えがあれば、お伺いしたいということと、当然、決算の監査委員の指摘というのは、これ

はやはり非常に重く受け止めなければならないということで、一般財源に対して８点ほど、い

ろいろ事業評価から契約関係、ありましたけれども、金額のウエイトが大きいとか、行財政改

革の大きな柱となる部分で、補助金のあり方と指定管理者のあり方というのを、一歩、ちょっ

と踏み込んで教えていただきたい。各種協議会や委員会に対する十分な成果が得られるかどう

かということと、それらの組織のスリム化、これを指摘しておりますし、指定管理者に対して

は、十分な経費削減が本当になされているのか。市民にとって、サービスの向上になっている

のかという部分は、市民の方も関心がありますし、いろんな施策もこれから考えられるので、

その２点を簡潔にお話しいただければと思います。 
 それと、もう１点、合併特例債。これは合併した大きなメリットということで、いろいろ市

長のほうからも、命をかけてですとか並々ならぬ決意もお伺いした中で、３８７億円使えるう

ちの２９３億円と、何がなんでも借金するんではないという姿勢もあったわけですし、今まで
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の、２１年までの、私も独自で調べさせていただきましたけども、８２億円のうち教育が５億

円、農業関係が１３億円、消防３億円、道路・河川・土木が１８億円、その他庁舎の整備とか

が５億円ということで、基金も３８億円、しっかり積まれているということで、今後の１７７億

円、こういったバランスといいますか、ともすれば建設関係は、これはお金を生み出さないで

はないかという議論がされるわけですけども、一概にそうでもありませんし、今の説明でもや

はり、次世代への負の遺産ではなくて、健全財政を維持した上で、次世代への財産ということ

もありますので、今後のバランスですね。特例債を使っていく上で、バランスの取れた起債方

法はどうかなということと、当然、この多機能アリーナもそうですけども、いろいろ賛否両論

の中の懸念される方の意見として、この建設プロジェクトを進める上で、財政力指数への影響

ですとか、総合計画を進める中で、教育ですとか福祉だとか、優先順位がそっくり狂いません

かという話をお伺いする中で、そちらに対する説明責任というか、お話をいただく中で、あと

４年で建設するということですので、具体的なスケジュールも、タイムスケジュールがあれば、

再度お伺いしたい。特例債とのバランスと、その懸念される方への説明責任、建設に向けて具

体的なタイムスケジュールをお伺いしたいと思います。 
 そして３つ目の地域経済の活性化ということで、当然、これから実りの秋、収穫の秋で、ま

た果実の振興、こちらを中心におおぜいの方に来ていただくというわけで、果実の収穫が終了

してから、ハウスの桃の２月の中旬ぐらいまでは、どちらかといえば、まったくの閑散期であ

りまして、ことあるごとに、その間の、通年型のイベントが必要だということで話はさせても

らっていますし、来年１月には温泉湧出５０周年ということで、これは歴史、長い間、この地

域の皆さんで考えながら、また誘客につなげましょうということで、この機会を逃すと、また

ともすれば、地域の活性化もそのままになると、われわれも観光関連に携わる方も、やはり１つ

の危機感を持つ中で、１つの起爆剤にこの５０周年考えているわけで、そこらへんの取り組み

について、お伺いするとともに、果樹農業の振興の観点から、今年は梅雨時の長雨とか、今、

ご存じのように、毎日、日照が続いている中で、夏場の高温によるベト病とか、モモシンクイ

ガなんかも懸念される中で、市としての具体策をお持ちでしたら、その２点をお伺いしたいと

思います。 
 それと新指導要領実施、こちらのほうは８月８日、９日で、文科省の全国説明会がありまし

て、この中で現行指導要領を実施する際に、保護者への説明がしっかりなされていなかったと

いう指摘がありました。当然、やはり学力偏重ではなくて、地域の方にも、こういうふうに新

しく変わるんだよと、そういった説明をしっかりしていかないと、またいろいろ懸念される部

分があるわけで、やはり地域教育というのは、私たちも、この地域の大通りを見れば、夜１０時、

１１時まで渋滞していて、何かなと思えば、塾の送り迎えとか、こういったものに対する懸念

もあります。学校教育がやはり基本だなという中で、そこらへんの周知徹底ということと、も

う１点は、なんでも受験受験、偏差値至上主義と、これは社会を出てからも、そういうものの

見方からすれば、いろいろな弊害が出てくる中で、２４年からは柔道、剣道ということで必修

化される。礼に始まり礼に終わると、こういったものが必ず大事なんです。世の中に出ても。

そこらへんの、春日居の中学もそういったソフト面、ハード面というか、建物は充実されるけ

ども、そういった指導者育成ですか、笛吹市の場合には、柔道も剣道も歴史のある大会も１年

間で何回も開催されていますし、優秀な指導者の方もたくさんいらっしゃる中で、また柔剣道、

そういった部分、体と心、また地域の高齢者ですか、年配の方を活用した遊ぶ道具とか、そう
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いった触れ合いといいますか、コミュニケーション、この近代化で、年配から、老若男女のコ

ミュニケーションがいろいろ希薄になっているということで、防災とかいろいろな面で、そう

いったものにも一つ大事になるのかなと、キーワードになろうかと思いますので、そこらへん

の取り組みですね、地域の教育力を高めるための、授業以外のそういった取り組みについて、

お伺いしたいと思うわけであります。 
 そして医療費無料化、これは今までもいろんな要望が出た中で、大変素晴らしい英断だと、

厚く評価しますし、感謝を申し上げる次第でありますし、また妊婦健診も国の制度不明の点が

あるにせよ、市として独自に取り組んでいただけるということで、非常に市民の皆さんも、そ

の期待に対して、大きな安堵といいますか、そこらへんは熱い思いがまた出るんではないかと

いうことで、１つ、地域医療の充実、笛吹市には専門の産婦人科、小児科もある。総合病院も

充実している。地域のお医者さんも内科、小児科ということで、大変よその地域から、うらや

ましがられている。こういうのも事実でありまして、またこれからもぜひ、これは検討を願う

といいますか、ますます盛んになることを願う中で、１点、父親の育児参加ということで、私

事ですけども、この年になって、育児の大変さを知りましたし、子どもを連れていると、お孫

さん、いくつですかなんて言われる、非常に寂しい思いもしているんですけれども、ぜひ父親

の育児参加の促進の具体策というものをぜひ、なんかプランがあればお伺いしたいと思ってお

ります。 
 それと 後のリニアですか、また工事が進む中で、いろんな減水・渇水ということで、御坂

町の一部地域では、水が枯れてきたと。道場、駒留ですか、ということで新たな井戸を掘った

んですが、これは出てきた水がペーハー、これは水素イオン濃度、９．６ということで、とて

も強いアルカリですし、大腸菌群も安全値をかなりオーバーしているということで、あのへん

の一帯なのか、出てくるトンネルの水、すべてそういう危険性があるのかということで、不安

の要素がありますので、ぜひ、そこらへん、どういうふうに対応するか。個別の対応は、おの

おのするということですけども、そこらへんの水の安全性というものをお伺いさせていただき

ます。 
 以上です。 

〇議長（上野稔君） 
 当局の答弁を求めます。 
 税収関係、監査委員の関係を梶原総務部長。 

〇総務部長（梶原清君） 
 大久保議員の再質問にお答えします。 
 まず 初に税の公平負担の方法ということでありますが、税等につきましては納付書を発行

して、納税をされなかった方につきましては、文書催告ということで、督促状、催告状等を発

送しているわけでありますが、そのほか電話催告、臨戸訪問等で対応しているわけでございま

す。 
 その中で、直接、納税者と折衝ができた場合と折衝ができなかった場合の２つに分かれるわ

けでありますが、まず折衝ができる場合につきましては、当然、納税のお願いをしているわけ

ですので、納税方法としましては一括納付という方法か分納ということで、折衝の結果、納付

をしてもらっている方法であります。 
 そのほか生活困窮者につきましては、生活状況等を聞き取り、あるいは調査をしまして、執
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行停止という方法で処理をしております。そのほか納税拒否の方につきましては、折衝はしま

すが、拒否をする方、あるいは折衝ができない方につきましては、その方の財産調査をさせて

いただきます。不動産、預貯金、給与、保険等までの財産を調査させていただきまして、納税

者に連絡するとともに、一部、納付できない場合については、差し押さえ等で、滞納処分で執

行させていただいております。 
 税の公平性の方法については、以上の方法で行っております。 
 それから２つ目の監査委員の指摘の対応でありますが、まず補助金等の適正化についてであ

りますが、合併して以来、補助金等につきましては、各町村のそれぞれの補助金を持ち寄りま

して新市ができましたが、平成１７年に笛吹市補助金交付規則に基づいての規則を定めまして、

補助団体につきましては、総務課のほうへ登録制度ということで、規則を定めたところです。

その補助金につきましては、基本方針を定めまして、補助率が５０％以上ある団体の取り扱い、

あるいは少額の補助金を交付している団体、あるいは類似団体等への補助金等につきましては、

当然、統合ということでありますが、そのほか補助基準の統一化、新規事業については、期間

が３年を交付したあと検証をするというような方針を定めまして、経過したところであります。 
 監査委員の指摘を受けまして、合併以降、団体統合による補助金の減少とか、固定化などか

ら、当初の団体登録の役目が果たされたということでありまして、その登録制度につきまして

は、２２年度から廃止ということになりました。それで２２年度からは、団体登録事務の廃止

とともに、補助金につきましては、所管部局による実績報告の状況の把握の徹底、あるいは補

助金交付状況の調査等については、それぞれの所管部署ですることになりました。 
 そんなことで、笛吹市に対する笛吹市内の団体に対する補助金等の適正化に関する規則を一

部２２年度、改正をしまして、２２年から新たな取り組みとしているところであります。 
 続きまして、指定管理につきましてですが、行政改革大綱にも位置づけられた指定管理者制

度につきましては、今現在、市内で５４の公の施設で導入されているわけですが、施設導入後

の各施設において、適正に公共サービス等が提供されているかどうか検証をするため、毎年度

の、当然、事業報告、これにつきましては、終了後３０日以内という規定でありますが、その

ほか年２回のモニタリング、これにつきましては、９月の上旬が１回目、２回目につきまして

は１月の下旬が２回目でありますが、年２回のモニタリングの実施ということ。それから、そ

のほか適正な運用を監視するため、施設へ立ち入り等の管理状況のチェックを随時、必要があ

れば行うということで、それぞれの指定管理者に適正な事務処理が行われているように、担当

課のほうへ総務課から指示を出しまして、適切な処理をしているということであります。 
 以上、税の公平、あるいは監査委員の指摘についての答弁といたします。 

〇議長（上野稔君） 
 次に財政関係を、鈴木財政課長。 

〇財政課長（鈴木幸弘君） 
 大久保議員の再質問でありますが、合併特例債の今後の予定・計画ということについてでご

ざいますが、重複いたしますが、合併特例債発行限度額は、笛吹市におきましては３８７億円

ございます。合併から５年経ちました平成２１年度までに、先ほどお話がありましたように、

８２億円を発行いたしました。そのうち３６億８千万円は、地域振興基金ということで、基金

の中に造成してございます。その分が約４５％ございます。 
 今年を含めまして、今後５年間ですが、総額で２１０億円を予定しております。当然、この
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中には大型プロジェクト５事業を含め、約８０億円を含んだものが含まれております。そうし

ますと、合併特例債借入を期間中に２９３億円を予定しております。当然ながら、借入をいた

しますと、実質公債費比率等が心配になるわけですけども、この数値につきましては、議員各

位に全員協議会等でお示ししてございます。今後も地方債の発行が自由にできる１８％未満に

つきましては、維持できると推計しております。 
 なお、今年２２年度以降の計画につきましては、あくまでも事業費の現時点での予定額となっ

ておりますので、今後、特定財源であります国・県などの支出金等は変動がありますので、あ

くまでも発行予定額と、今現在での発行予定額とさせていただきたいと思います。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（上野稔君） 
 次に多機能アリーナの関係を、池田経営政策部長。 

〇経営政策部長（池田聖仁君） 
 多機能アリーナ関係の他の事業への影響でございますとか優先性、それから説明責任、スケ

ジュール等のご質問であったかと存じますけども、まず他の事業への影響という点につきまし

て、お話をさせていただきたいと思います。 
 行政課題というのは、そのときどきの、時代時代で変わってまいります。必然的にそれに合っ

たハード事業でございますとか、ソフト事業を展開する必要が当然、ございます。今回、多機

能アリーナにつきましても、新たな行政課題という認識を持っております。たしかに経費は発

生いたしますけども、それに伴う市民の便益性でございますとか、利便性というのは高まるん

ではないかと考えておりまして、ストレートに、アリーナを建設するから財政が厳しくなると

いう認識は私ども持っておりません。 
 そのために、昨年度実施いたしました建設検討委員会、市民の代表者等による構成の委員会

でございますけども、その中で向こう１０年間の財政推計、できる限り現ルールのもとに示さ

せていただいております。それによりますと、２３年度が借金返済のピークになっておりまし

た。それ以降は返済額が少なくなりますから、実質公債費比率が下がってくるというような状

況でございます。そのへんもご理解いただいた上で、検討委員会として答申をいただいたとい

うふうに考えております。 
 それから優先性のお話でございますけども、必然的に私どもが考えておりますのは、いわゆ

る政策目標が実現できるかどうかというような視点で捉えますと、この多機能アリーナにつき

ましては総合計画でありますし、その前の新市建設計画であります。それから、その後の都市

マスタープランの中にもふれております。そういった政策目標の視点からいいますと、この優

先性は高いものであるというように考えておりまして、そこにはコンセプトといたしまして、

人づくりでありますとか、健康づくりでありますとか、それから市内外からの皆さんの交流で

ありますとかというふうなコンセプトを持っております。一日も早く、そのコンセプトの実現

に向けて、私どもは取り組まなければならないと思っております。 
 それから合併特例期間は、あと５年少々でございますから、できる限り合併特例債を活用す

るということになりますと、必然的に優先性は高いものであるというふうに考えております。 
 それから、これからの市民への説明責任でございますとか、スケジュールのお話をさせてい

ただきたいと思いますけども、スケジュール的には、この１０月から多機能アリーナの建設委

員会、これを立ち上げまして、その規模でありますとか、アウトカム、いわゆる成果指標をど
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のように設定していったらいいのかですとか、あとは図面関係、それから基本設計まで、一連

の資料収集、それから検討等を進めていきたいと考えております。 
 基本設計につきましては、本議会で補正予算をご議決いただけたならば、１０月以降、基本

設計の構築に向けて取り組んでまいりますし、その後の実施設計につきましては、それを受け

まして、２３年度、当初の段階から取り組んでいきたいと考えております。 
 それから許認可関係でございますけども、許認可の協議につきまして、平成２３年度から取

り組んでまいりますし、事業認定の関係につきましても、できる限り、来年、２３年４月から

取り組みます。事業認定が許可になった段階で、おそらく２３年度後半になると思いますけど

も、２３年度末から用地買収に入れるんではないかというふうに考えております。その後、埋

蔵文化財調査でございます。工事関係につきましては、それが済み次第、２５年度下半期から

工事に着手いたしまして、２６年度中に、もしくは２６年度予算執行中の完成を目途に取り組

んでいきたいという状況でございます。 
 以上、私からの答弁といたします。 

〇議長（上野稔君） 
 次に地域経済の活性化、農業振興について、豊角産業観光部長。 

〇産業観光部長（豊角英人君） 
 まず、この日本一の桃とブドウの期間、これが９月、１０月をもって終わるということで、

非常にお客さまをもてなす意味においては、非常に商品的に少なくなる時期を迎えます。石和

温泉では、石和の高温温泉湧出５０周年を迎えるということで、さまざまなイベント、あるい

は企画を立案しております。 
 まず「おかげさまで５０周年 ご縁を大切にします」、これをキャッチフレーズにそれぞれ

キャンペーン期間中、これについては１月１０日から３月末日までをキャンペーン期間として

おりますが、県産材を使ったハシ等のプレゼント、あるいはセットでのホテル・旅館への宿泊

プレゼント、これについては石和温泉ということで、１月１３日、あるいは２月１３日、３月

１３日という日を設定する中で、ペアの旅行セット券、あるいは１月３０日、これはいさわの

日になりますが、これについては２０セットの提供を考えております。 
 また笛吹市では、観光物産連盟が各町の観光協会の統括的な団体として、組織がなされまし

た。市全体としての活動が容易になったということで、９月４日から、すでに始まっておりま

すが、御坂で行っておりましたぶどう祭りを石和春日居温泉郷と共同で行うということで、ぶ

どうＥＸＰＯ２０１０年というものを９月４日、土曜日から開催しております。 
 また１１月３日に向けては、ヌーボーの解禁日ということで、このイベントについても、温

泉湧出５０周年を前面に打ち出した、重要なアピールポイントとして盛り込む計画でおります。 
 また、全国のエージェントに向けては、５０周年記念を前面に出した旅行商品等の提案を早

い段階から行いたいと思っております。このことによりまして、桃、ブドウの消費拡大と合わ

せまして、石和温泉、あるいは春日居温泉の宿泊者の増加等、相乗的な誘客活動につなげてま

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） 
 教育関係を、山田教育長。 
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〇教育長（山田武人君） 
 それでは、保護者への説明がどうかというところから、お答えをしていきたいと思います。 
 保護者への説明は、学校を通して行ってもらっております。議員の発言の中にありましたよ

うに、文科省のほうでもここにありますが、このような保護者向けのパンフレット等を用意、

ホームページに掲載しておりますので、このようなものを使ったり、あるいは学校独自の資料

を作ったりしながら、ＰＴＡの総会、あるいは学級の学習会等でお話をしていただくと。特に

今回の場合は英語、外国語活動が入ったり、時間割のコマ数も増えておりますから、２１年度、

２２年度の４月当初のそれぞれの学年の学習会の中では、そういう説明がなされておると思い

ます。 
 それから地域の教育力ということでございますけども、どうしても先生方もすべてが万能と

いうわけにはいきません。中学校あたりの部活動等については、担当になっても不得手なもの

もあるわけでございます。そういうときには、外部コーチの招聘制度というものがございます。

そういうものを利用しながら、地域で指導者として秀でた方に来ていただいて、指導していた

だくと。サッカーとかバレーボールとか、そんなふうなことで、私がいた学校でも、そんな指

導を受けました。また、文化面でも合唱とか俳句などの指導を受けているような例もございま

す。また、それとは別に、いろいろな授業によって、その地域によります、そのことについて

は、よく心得た方に来ていただく中で、例えば昔の遊び集会をしたいときには、地域のお年寄

りの方にとか、わら草履を編むというような活動をしているところもありますから、そういう

ことができる方に来ていただいたりとか、そんなふうな形の中で、地域の方とか、あるいはＮ

ＰＯの方たちに学校のほうへ来て指導していただいている方は、たくさんいます。 
 いずれにいたしましても、今は学校教育というのは、学校が地域や多くの組織の人たちに支

えられて、日々の活動をしていき、また、その成果が挙がっていくという状況です。今後もそ

ういう状況で進んでいきたいなと思っております。 
 以上でございます。 

〇議長（上野稔君） 
 続いて、医療費の関係を中川保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（中川啓次君） 
 医療費につきましては、先ほど市長がお答えしたとおりでございますが、具体的には、父親

の育児参加の機会をというようなご質問でございましたので、その点につきましては、議員も

ご承知かと思いますが、本年度、健康づくり課を中心にいたしまして、パパママスクールとい

うのを開催させていただいております。これは、子どもさんが生まれる前のご両親、特に初め

てのお子さんのご両親に対しまして、沐浴人形などを使ってスクールを開催しておりまして、

すでに前期の開催をさせていただいたところですが、これにつきましては、好評を博している

ところでございます。また後期につきましても、開催の予定がされております。 
 それから 近は、乳児健診等におきましても、これまではお母さんが連れてくるのが一般的

なイメージだと思いますが、 近はご両親で来られる方も非常に目立つようになってまいりま

した。その上でまだ、子育て支援センター等のお母さん方の行事の中に、お父さん方も積極的

に参加できるような、事業展開をするようなことを検討してまいりたいというふうに思ってお

ります。 
 以上でございます。 
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〇議長（上野稔君） 
 リニア関係を、竹越公営企業部長。 

〇公営企業部長（竹越富男君） 
 リニアトンネル工事に伴います飲料水の渇水でございますけども、道場・駒留地区に井戸を

掘ったということでございますけども、その結果、大腸菌とペーハーの数値が非常に高かった

という話でございますけども、その場所については相当、山のほうの水ですので、大腸菌が入っ

ているかどうか、非常に疑問のところがありますけども、もし大腸菌が入っているとすれば、

塩素滅菌をして除去することはできます。 
 次にペーハーの数値でございますけども、これは飲料水の水質基準の中で、数値が５．８か

ら８．６以内ということに決められているわけですけども、飲料水として適正な水ということ

ですけども、ペーハーというのは、ゼロから１４の値がありまして、７から上がアルカリ性の

高い水、７から下が酸性の水ということですので、アルカリ性の高い水については、一番いい

方法としては、酸性の水を混ぜてやって、数値を下げるというのが一番簡単な方法なんですけ

ども、この場所については、ほかに水源がありませんので、ある程度、機械的な方法というこ

とで、今回の場所については炭酸ガスを注入して、ペーハーの数値を下げていくという方法を

とるように、鉄道運輸機構にお話をさせていただいたところでございます。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（上野稔君） 
 大久保俊雄君。 

〇１６番議員（大久保俊雄君） 
 それでは再々質問ということで、３点ほどさせていただきます。 
 まずは税金、収納関係で、当然、税金と水道料とか利用料、こういった２つ同時に滞納され

ているというケースがあるので、部局はこれは税と料は違うわけですけども、効率的な収納方

法といいますか、こちらも連携なされる必要があるという中で、どのようにとられているのか

ということと、もう１点、補助金なんですけども、私もなんでもかんでも少なくしろというつ

もりではありませんので、いろいろな効果を挙げている団体がいくつもあるわけでして、増額

すべきは増額するということと、懸念される補正で、毎年、補正補正で同じ項目が２年３年で、

こういったものは当初予算で、私は盛るべきだなと思うわけで、そういった項目がいくつか散

見される中で、これから次年度予算ということを組み立てる中で、そういったことはできない

のかというのが１点と、指定管理者が５４施設ということがありまして、当然、コストダウン

はもちろんのこと、市民サービスですとか、使う人の利便性ということで、例えば一宮桃の花

マラソン、４，５００名来られる。このあと、例えば石和温泉の旅館組合の旅館さんでは、無

料で風呂をどうぞとしているわけですけども、指定管理者の温泉施設はなかなか理解していた

だけない。毎年、いろんな角度から部署を通じ、要望を出しているんですが、非常に厳しいと

いうことで、こういった部分も広い意味で見れば、利用者、市民ならびに来訪者の利便の向上

ということで、これもいろんな指定管理者の意見はあろうかと思うんですが、ぜひ、これから

はそういった部分も斟酌していただいて、協力してもらうのも大事ではないかなと思いますの

で、そこらへんのまた、細かいことですけども、非常に大きなイベントに対する理解というの

もお願いしたいわけで、そこらへんの見解もひとつお願いしたいと思います。 
 それと多機能アリーナの推進の上で、いろんな意見集約する組織をつくるということですけ
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れども、当然、やはり経済関連団体、商工会ですとか観光協会、または体育協会ということで、

当然、意見集約ですか、これは大事になるわけですけども、具体的にいつ立ち上げて、何人ぐ

らいの規模でどういう団体を、また地域の方を入れて何回ぐらいやると、もし今のあれで、分

かっている範囲で教えていただきたいということと、また今、反対の方も、ともすれば、アン

ケート６割ということもあるんですけども、いろんな情報発信の機能とか、また経済波及効果、

こういったものを説明していけば、また逆に理解を得られる部分もあるんではないかなという

ことで、笛吹市、東八、過去を見ましても、金川の森ですとか、こういったものは平地であれ

だけの雑木林はない。ぜひ必要だというような市民の声から、県にも働きかけたりして、 初

はなぜ、そんなに大きい、何百もかけて造るんだということがあったわけですけども、今にな

れば、なぜあんなものを造ったんだという意見は聞きませんし、もう１つ、東八聖苑、斎場も

迷惑施設ということで、とてもではないけども、笛吹市にはいらないではないかと。東八の中

にはいらないということだったんですが、今になれば、地元から天国へということで、なぜこ

んなものを造ったんだという話はないわけで、ぜひ、ここらへんの多くの方の意見集約という

ことを行政も考えていただきたいんですが、そこらへんもいかがということ。あと建設プロジェ

クトがいくつかあるわけですけども、バイオマスとか駅舎に関しては、このあと質問される方

もいるので、細かくは聞きませんが、１点、駅舎に関して、これからＪＲ協定、協定書の中で

負担割合ですとか、こういった部分も出てきて、早めに、期日が間に合うように、しかも市の

負担が少なくなるように協定をすべきだという中で、全協でもこの資料、具体的な３つのプロ

ジェクト案が出たんですが、１点だけエスカレーターがないと、すべてに。こういった部分が

懸念されるわけで、その根拠が、電気代が年３００万円から３５０万円かかるということです

けども、１日に５，５００人、３６５日、これ５０年使えば、ちょうど１億なんですよね。１億

人の利便性と年間３００万円の電気代、こういったバランス感覚といいますか、なんでもコス

トがかかると。だけども、この見えない部分で１億人の利便性と月３００万円のバランスとい

うものが、どのように整合性をとるのか。やはり使う市民の方、またリハビリテーションの病

院があったり、高齢者も増える、観光客もある、地元の方も通るということで、そこらへんの

方向性ですかね、いろいろ検討委員会でもこういう話が出ていると思うんですが、エスカレー

ターを入れるということも聞いていませんし、そこらへんの１点、駅舎に対するお話をいただ

ければと思うわけであります。 
 あと、これから市のＰＲ、いろんなイベント開催ということで、当然、タイムリーな情報を

有機的に情報発信するというのも大事なんですが、今、話がありましたように例えばぶどうＥ

ＸＰＯとかヌーボーの解禁ということで、ぶどうＥＸＰＯに関しては商工会と観光協会が連携

してやるわけで、事業のイベントの主催をすみ分けということではなくて、これからまた、観

光物産連盟もできて間もないですし、有機的な情報発信と周知徹底ですか、ぶどうＥＸＰＯも、

これは新聞で初めて見たという方もいらっしゃるわけですし、やるであればホームページとか、

いろんなＩＴを活用したさまざまな方法、ＹｏｕＴｕｂｅとか、お金をかけずにＰＲできる。

また、いかにＰＲしていくかというのは、印刷媒体も大事ですけども、そこらへんの具体的、

有機的な情報発信に対する考えと周知徹底、またコストをかけない 大限、おおぜいの方に魅

力を伝える方法というものを、３点、以上お伺いしたいと思いますけども、よろしくお願いし

ます。 
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〇議長（上野稔君） 
 初の答弁を、梶原総務部長。 

〇総務部長（梶原清君） 
 税と料の連携はという質問でございますが、税については、現在、市税、あるいは国保税に

ついては収税課で一括やっておりまして、料についてはそれぞれの担当部署でそれぞれ滞納等

の対応はしております。連携はしたほうがいいではないかということでありますが、実際、滞

納している方については、似通った方が滞納者になると思いますが、これにつきましても、そ

れぞれ根拠が違うということでありますので、また連携については、情報交換等、またできる

ような状況で検討していきたいと思います。 
 それから補助金の補正等の対応があるんではないか、効果とか増額、補正等の対応があるで

はないかということでありますが、先ほど説明しましたように、今年度から補助金の団体の登

録制度を廃止しまして、それぞれの各部署で管理ということになりましたが、８月の部局長会

議でも新たにまた説明しまして、新年度の予算編成において、そういう部分、年度中途の増額

とか補正対応がないように、また各部署へ徹底をしていきたいと思いますが、実際は８月の各

部局長会議で、予算編成前に、このへんの制度が変わったということを再度、説明したところ

でありますが、なるべく補正のないような対応をしていきたいと思います。 
 それから指定管理者の、イベント等への協力ということでありますが、入浴サービス券につ

きましては、今年度、話を聞いたわけですが、話が早急すぎて対応が難しいような話があった

わけですが、市の指定管理ですので、早い時点にまた協議を重ねまして、協力できるように担

当課としまして、お願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（上野稔君） 
 多機能アリーナの関係、池田経営政策部長。 

〇経営政策部長（池田聖仁君） 
 多機能アリーナの推進組織を、どのようなメンバーでという部分についてのお話でございま

すけども、現在、検討しておりますのは、先ほど言いましたように、この１０月から立ち上げ

ていきたいというお話でございますけども、構成メンバーにつきましては学識経験者、それか

ら地域、団体代表、それから特に市長が認める者、それから市の関係する職員等々、現在のと

ころ１５名以内の構成を検討しております。 
 それから地域への情報発信が必要というお話でございまして、たしかにそのとおりでござい

ます。先ほどのご質問の中に、説明責任をどうするんだというお話もございました。建設委員

会での検討内容等、すべて公開していきたいと現時点では考えておりますし、それから建設委

員会で得られた結論的な、例えば基本的な計画構成でありますとか、基本設計の内容でありま

すとか、施設の運営管理方針でありますとか、すべて公開を考えております。 
 それから併せまして、これから将来の笛吹市の公共施設のあり方、有効活用の検討会を現在、

進めておりますけども、その情報も含めて、市民の皆さまに公表していきたいというふうに考

えております。よろしくお願いいたします。 
〇議長（上野稔君） 

 続いて、竹越公営企業部長。 
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〇公営企業部長（竹越富男君） 
 公営企業部では、現在、上下水道料金の滞納の回収につきましては、精力的に取り組んでい

るわけですけども、その１つの方法が水道法や市の給水条例に基づきました給水停止処分でご

ざいます。生活に必要な水でございますので、停止はなるべく控えたいわけですけども、どう

しても使用者の皆さんの公平を図るためには、健全な水道事業を維持するためには、ある程度

は給水停止をしなければなりませんので、昨年の４月から毎週１回給水停止を行う中で、未納

者対策を行っております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（上野稔君） 
 続いて駅舎の関係を、佐藤建設部長。 

〇建設部長（佐藤貞雄君） 
 大久保議員の、駅舎へのエスカレーターの設置についてということのご質問でございますけ

ども、市としましては、駅舎の建設構想としましては、半橋上型の駅舎を考えております。エ

レベーターにつきましては高齢者、それから体の不自由な方、そういった方々の移動がスムー

ズに行われますよう、予定されております南北通路、それぞれ南や北側に各１基ずつ、それか

ら改札口からホームまでの、一般的にラチ内といいますけども、それぞれの上り線、下り線へ

のエレベーターを各１基ずつということで、エレベーターにつきましては、今現在、計４基の

エレベーターの設置を考えているところであります。 
 ご質問のエスカレーターの設置についてというご質問でありますけども、これにつきまして

は、駅の設備整備基準という国のガイドラインがあります。これによりますと、誘客の移動を

円滑に行うルートを１つ確保できればよいので、スロープの設置が 適との国の見解でありま

す。しかしながら、スロープといっても現実的にかなり広い面積を必要としますので、無理な

面もありますので、スロープ以外の方法としましては、エレベーターを設置すればエスカレー

ターの必要がないとの国の見解が示されております。 
 一方、ＪＲの見解もあるわけでありますけども、ＪＲとしましても、特に費用負担部分の関

係となっておりますけども、改札からホームまでのラチ内のエスカレーターについては、ＪＲ

としましては、１日５千人程度の利用客のある駅についてのエスカレーターの設置というのは、

一切考えていないという見解を持っております。 
 石和温泉駅の今の利用状況につきましては１日４，８００人、そういった平均的な数値が出

ておりますので、特にＪＲの見解としましては、特に５千人規模の駅についてはエスカレーター

の設置については考えていないと、こういったことを私どものほうに示されております。 
 こうした国、それからＪＲ等、こういった見解のもとに市としましては、体の不自由な方、

車イスの方、また高齢の方、それから一般の方に対して、駅を使用する上でエレベーター４基

の設置によって、十分、それらの皆さんの利便に答えられるものと考えております。 
 したがいまして、エスカレーターを設置した場合の維持管理費が当然、発生してきておりま

す。たしかに長い目で見ればという、そういう捉え方もありますけれども、私どもは設置する

限り、やはり将来にわたる経費負担というものをできるだけ抑えていきたいというのが私ども

の考えでありますので、そういった維持管理も当然、考慮した中で、エスカレーターの設置に

ついては、今のところ考えていない状況であります。ぜひ、この点についてはご理解をいただ

きたいと思います。 
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 以上です。 
〇議長（上野稔君） 

 続いて観光情報発信の件を、豊角産業観光部長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 笛吹が持っていますイベント等のホットな 新情報の提供については、無料の雑誌等への掲

載はもちろんでございますが、ＮＰＯ法人の旬感ネットワークという組織がございます。これ

で も 近の情報がインターネットを通じて確認ができる。それと併せて、今現在、進めてお

りますが、笛吹の観光物産連盟においてもインターネットの立ち上げを進めております。これ

については、市関連の情報の発信もポータル的に窓口を構築するということになりますが、そ

れぞれ笛吹が持っております観光情報、それから旬の情報、食べる、泊まる等々、あるいは産

物になりますが、産物等について、身近な情報が提供できる、こういったインターネットの構

築に今現在、努めており、今年度中には構築が済むということになります。 
 当然ながら、イベント内容になりますが、イベント内容については、やはりこの秋に向けて

は、ブドウの旅イン笛吹ということで、それぞれのブドウ祭り、あるいはウエルカムジュース、

これは石和の駅で降車するお客さまにウエルカムジュースということで、これは土曜日、日曜

日のみになりますが、こういったおもてなし。あるいは、ナイトミュージアム等の宣伝等につ

いても、細かいホットな情報を提供してまいりたいと、こんな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） 
 大久保俊雄君。 

〇１６番議員（大久保俊雄君） 
 ありがとうございました。 
 会派の持ち時間の関係もありますので、質問ではないんですが、またこれから、特例債活用

事業、いろいろ目白押しでございまして、市民の暮らしやすさ向上のために、いろんな意見を

また集約してほしいということと、地方経済も本当に夜明け前と言うけども、まもなく夜明け

なら、一生懸命、経営意欲とか、そういう部分ができるんですけれども、本当にまだ丑三つ時

かもしれない。まだまだ、夜明けは先なのかということで、ぜひまた地域の活性化という視点

で、市長のリーダーシップのもと、総合計画を進めていく上で、われわれ議会としても闇雲に

市長のリーダーシップではなくて、議会としても、また笛政クラブとしましても、政策を提言

する重要性を強く認識しまして、笛政クラブの代表質問とさせていただきます。ご清聴ありが

とうございました。 
〇議長（上野稔君） 

 以上で、笛政クラブの代表質問を終わります。 
 ここで、暫時休憩いたします。 
 再開は１１時４５分。 
 午前中、もう１会派やります。よろしくお願いします。 

休憩  午前１１時３７分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午前１１時４５分 
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〇議長（上野稔君） 
 再開いたします。 
 次に、正鵠会の代表質問を行います。 
 降矢好文君。 

〇９番議員（降矢好文君） 
 私は正鵠会を代表して、今定例会に提出されました案件、ならびに市政全般について質問を

させていただきます。 
 今年の夏は歴史に残る猛暑となり、全国各地において熱中症による被害が多発し、果実・野

菜等の生産者にとって、大変厳しい季節となりました。 
 そんな中、猛暑を感じさせずに白球を追いかける高校球児のたくましい姿をテレビで見るた

びに、多くの国民に勇気と感動を与えてくれたのではないでしょうか。 
 隣国中国では、中国人向け個人観光ビザの発給要件が７月１日より緩和されたことにより、

これまでの富裕層に限られてきた海外旅行が中間層にまで広がり、猛暑日本の観光地や大型店

舗に多くの中国からの観光客が押し寄せております。今年は上海万博が開催され、多くの観光

客が万博会場である上海に押し寄せる姿が連日、テレビ・新聞等で紹介される場面を多く目に

いたしました。大手旅行会社関係者の話では、富士山の人気は中国でも非常に高く、上海万博

終了後には、多くの観光客が日本を訪れるのではないかと伺っております。特に東京ディズニー

リゾート、富士山、新幹線の乗車が組み込まれたゴールデンコースと呼ばれるコースは非常に

人気が高く、本県が有する富士山の活用は本市の大きなテーマであり、観光を含めた産業の活

性化の起爆剤となるのではないでしょうか。 
 現在の日本国内は過去 高の円高により、株安の状態にあり、不安定な状態にありますが、

低価格競争のデフレ状態を抜け出す糸口さえ見つけられない状況にある。この非常事態のとき

こそ、地域自治体はみずからの生き残りをかけ、議会と行政が一丸となり、本市の進むべき道

を共に手を取り合い、進む必要があると考えます。荻野市長、また執行部の皆さまのこれまで

の努力に感謝・期待を申し上げまして、以下、質問に入らせていただきます。 
 まずはじめに、来年度予算編成に向けた取り組みについて、お伺いいたします。 
 昨年の政権交代により、国内の政治状況は大きく変化を遂げました。これまでの霞ヶ関の各

省庁に要望するシステムから、政権を持つ政党に対して陳情を行うシステムへと変化し、今後、

地域の声が正確に各省庁に伝わっていくのか、期待と不安との両面を感じております。 
 すでに国においては、２０１１年度予算の概算要求基準を策定され、来年度予算編成に向け

た取り組みが進んでおります。本市におかれましても、例年どおり９月から次年度予算編成に

向けての取り組みを進めていると伺っておりますが、財政再建を含め、財政規模が限られた中

での予算編成は国における事業仕分け、荻野市長が掲げる集中と選択、また行政評価等による

取り組みがなされなければ、本市が掲げた総合計画に基づく施策の実行は容易なものでないと

考えます。 
 また経済の低迷等、景気動向をふまえた中で、各自治体が取り組んでいる子どもの医療費無

料化の年齢拡大等の新たな施策を実施していくためにも、これまでの取り組みをもう一度検証

し、見直すことがないと、財政を確保することは非常に難しいのではないかと思います。 
 そこで、いくつかお伺いをいたします。 
 まず、本年７月１３日に開催された市幹部職員の行政評価研修にわれわれ議員も受講させて
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いただきましたが、２０１１年度予算編成に行政評価を基本とした施策別枠配分方式を導入す

るのか、まずお伺いをいたします。また毎年度、新たな政策的事業が予算化されていますが、

政策的予算の検討はどの時点で、どのようなメンバーで、どのように行われて決定するのか、

具体的にお教えをお願いいたします。 
 すでに中期財政計画が示されておりますが、景気の低迷により本県においても法人２税の落

ち込みが激しい中、本市においても税収の減少が避けられない状況にあり、現在、進んでいる

２０１１年度の予算規模と予算編成の全体の状況は、中間財政計画が示された計画の範囲内に

あるのか、そうでないのか、具体的にお教えをお願いいたします。 
 荻野市長は日ごろから、これからは行政経営の時代と述べられ、マネジメントサイクルに基

づく予算執行に取り組んでいると伺っておりますが、１年間の予算執行期間の中で、マネジメ

ントサイクルをどのようにまわしているのか、具体的な取り組みをお聞きしたいと思います。 
 また経営の中には、必然的に評価の観点が重要となりますが、市役所内部のみの評価で市民

に理解を得られるのかどうか、難しい面もございます。各仕分けや事業執行に対して市議会、

また議員個々がさらに、その責務を果たしてまいりますが、行政評価のさらなる市民への周知

方法や外部評価の導入など、荻野市長のご所見をお伺いいたします。 
 ２番目といたしまして、サッカー場建設についてお伺いいたします。 
 山梨学院大学附属高校が本年１月の全国高校サッカー選手権大会において、本県初の全国優

勝を遂げたのは、まだ記憶に新しいところであります。長年、本県は横森巧氏の指導のもと、

県立韮崎高校が何度となく日本一に挑戦しながら成し得なかった日本一の夢を、創部してから

まもない山梨学院大学附属高校サッカー部が横森監督の指揮下のもと、全国優勝を成し遂げた

ことは、本県サッカー界のみならず、本県の県民に大きな感動と希望を与えてくれたのではな

いでしょうか。 
 またＪリーグにおいては、ヴァンフォーレ甲府が現在、Ｊ２において２位の好位置をキープ

しており、Ｊ１昇格に多くの県民が大きな期待を抱いているのではないでしょうか。本市にお

いても、旧町村時代より大変スポーツの盛んな地域であり、各競技に多くの優秀な選手を輩出

しております。特に昨今はスポーツによる健康づくり、またスポーツ少年団、中学・高校クラ

ブ活動は年々盛んになり、各競技において活躍される機会を目にする機会が大変、増加してお

ります。 
 本市においても、旧石和町当時、ヴァンフォーレ甲府の練習場と併用したサッカー場の建設

が期待されました。当時の町長は、たしか荻野市長でありました。サッカー場の建設には、深

い理解をお持ちと伺っています。本市が合併をいたしまして６年の時が経過し、どの市におい

ても合併したことにより、地域バランス、また市民の意識改革など、目に見えない課題もある

中、一昨年の選挙において、再度、市民の信任を受け、４年間の本市の舵取りを任され、本年、

選挙の際に掲げた公約である事業を遂行すべく、６つの事業に命をかけて取り組むと申されて

おります。その中にサッカー場建設の計画も記されていたと私は思いますが、現在、サッカー

場建設計画はどのような状態にあるのか、お伺いいたします。 
 また伺うところによりますと、民間企業の敷地を借り受けて建設したい考えもあったわけで

ございますが、私は公的施設を民間の敷地を借り受けて建設することは、決して 良の策とは

思いません。どんなに優良な企業であっても５０年、１００年と継続することを保証すること

はできません。民間の方々にご協力をいただくことについては、いろんなことが考えられます
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が、ネーミングライツのような命名権など、直接、施設の維持に関係することのない形の協力

をいただくことのほうがよいのではないでしょうか。荻野市長のご所見をお伺いいたします。 
 次に砂原橋建設にあたり、関連するアクセス道路について、お伺いをいたします。 
 長年、地域の方々の要望のもと、本市議会においても橋梁建設の期成同盟会が結成され、大

いに議論をされたところでございます。荻野市長は今議会において、橋梁建設のためのアクセ

ス道路の建設のための調査費を計上いたしました。私が伺うところでは、砂原橋建設の橋梁事

業費は１５億円。アクセス道路建設事業費は用地費、工事費を含めまして約１０億円。合計２５億

円余りを予定しているとのことでございます。 
 この事業は当然、国・県の補助金が計上されると考えますが、来年、春先以降、事業計画の

申請を県に行うと考えますが、この事業費の国の負担、県の負担、本市の負担の内訳はどうなっ

ているのか、お聞かせを願いたいと思います。 
 また砂原橋にアクセスする道路は道幅が狭く、橋梁建設にはアクセス道路の整備は欠かせな

い事業でありますが、砂原地区内、また増利地区内に新たに道路を新設するのか。また既存の

道路を拡充するのか。また砂原橋を中心に南北のアクセス道路は、延べ１キロを予定している

とのことでございますが、多くが農地であり、今後は警察、国交省、農水省、県と多くの関係

機関との検討が必要となりますが、砂原橋建設、またアクセス道路の今後の事業の計画、また

今後のスケジュール等について、どのような計画があるのか、お伺いをいたします。 
 後にバイオマスセンター建設について、お伺いいたします。 
 これまで本市は循環型社会の実現に向け、廃食油の再利用によるＢＤＦ化など、本県におい

ても先進的な取り組みがなされてまいりました。平成１９年には、本市バイオマスセンター、

バイオマスタウン構想を策定して、木質系バイオマスのチップ化、生ごみの堆肥化等を含めた

幅広いバイオマスを利用したさらなる循環型社会の実現に向け、取り組みが進んでいると伺っ

ております。 
 そこで、この取り組みを進めていく中で、昨年、策定したバイオマスタウン事業化計画にあ

るバイオマスセンター建設について、いくつか質問をさせていただきます。 
 まず、センター建設の目的について伺います。 
 このセンターで使用される資源は、本市の一般家庭から排出される生ごみ、本市の特色であ

る果樹生産、温泉施設から排出されるもの、また山間地での廃材等の資源を利用して、肥料ま

た燃料を作り出す施設でありますが、作り出した肥料・燃料は本市の農業経営者に販売される

のか。また、一般の民間会社に販売をお願いするのか。生み出される製品が、どのようなルー

トを経由されるのか。作り出された肥料や燃料は、どのくらいの単価で販売されるのか。具体

的な販売ルート、予定されている製品の単価など、現在、計画されている内容をお伺いいたし

ます。 
 また建設候補地が市内５カ所に選定され、用地条件、環境、コストなど、２６項目について

検討されると伺っておりますが、候補地にはどのような経過で選定されたのか、お伺いをいた

します。 
 また平成２６年度の完成を目指しているとのことでありますが、具体的に総事業費、用地面

積、製品の材料となる資源等をどのようにセンターに搬入するのか、具体的な計画をお聞かせ

願いたいと思います。 
 私は、荻野市長が掲げる農と食と微生物を生かした地域ぐるみで取り組むバイオマスの郷づ
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くりによる循環型社会への取り組みは大変、評価いたしますが、センター建設に対する初期投

資から始まる今後、運営するための管理費、また減価償却費、初期投資だけではない、毎年か

かる大きな管理費用を含め、本当にこのセンターに投資しただけの費用対効果があるのか、不

安になります。センター建設の事業費、また建設後の経営体系、ランニングコスト等、センター

運営の具体的な計画を教えていただきたいと思います。 
 以上で、私の質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。 

〇議長（上野稔君） 
 当局の答弁を求めます。 
 市長、荻野正直君。 

〇市長（荻野正直君） 
 正鵠会、降矢好文議員の代表質問にお答えをいたします。 
 はじめに、来年度予算編成に向けての取り組みについてのご質問のうち、施策別枠配分方式

を導入するのかについてでございます。 
 本市では、これまで部局枠配分方式によって、予算編成を行ってまいりました。これは各部

局の自主性を高めながら、限りある財源を効率的に配分する方式であり、各部局が配分された

一般財源の中であれば、自由に創意工夫を図り、調整を行い、予算を組むことが可能なことか

ら、各部局の自主性が高まるほか、職員のコスト意識向上が図られるなどのメリットがござい

ます。 
 この部局枠配分方式に対し、施策枠配分方式は、政策体系の施策の優先度や事務事業の優先

度に応じて事業費を配分するため、総合計画やまちづくり目標、マニフェストと予算の連動が

図られるメリットがあります。このため現在、行政評価を連動させた施策枠配分方式の導入に

ついて、検討を進めております。 
 次に政策予算の検討についての流れについてでございますが、９月から１０月にかけ、部局

長以上で構成する経営会議において、前年度の施策評価結果に基づいて、次年度に力を入れる

施策予算についての経営方針を協議いたします。その中で、政策的に取り組む事務事業につい

ては、それまでに各部局において作成した新規事務事業企画シートや課題事務事業マネジメン

トシートをもとに、優先性、必要性、効率・効果など多面的な視点から検討いたします。 
 その後、１１月上旬の経営会議で、政策的予算および枠配分額を決定し、次年度の予算編成

方針を示し、各部局はその方針に基づき、それぞれの予算に関する見積書の作成に入るといっ

た流れとなっております。 
 次に来年度の予算規模についてでございますが、現在の中期財政計画は、平成２２年度当初

予算編成の状況をふまえて策定したものであり、あくまでも現行制度に基づき、５年１０年先

を推計したものであります。 
 翌年度の予算編成作業におきましては、市税収入見通し、ならびに国の地方財政計画に基づ

き、確保可能な財源の見積もりを行った上で、予算総枠を決定してまいります。 
 よって、経済の動向を見込んだ税収入の増減や翌年度の行財政制度の改正に伴う経費の増減

を見込んでおりますので、３月に策定した中期財政計画の推計数値とは、必ずしも一致いたし

ません。 
 なお、大型普通建設事業等の政策的事業につきましては、合併特例期間内で終了しなければ

ならないことを考慮し、事業前倒しについては、積極的に予算対応をする予定であります。 
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 次に１年間の予算執行期間中のマネジメントサイクルは、どのようにまわしているのかにつ

いてでございます。 
 各部局において、全事業につきまして、１年間の支出および事業執行予定を立て、執行して

いることはもちろんですが、毎月、月次行動計画、月次予算、月次決算等の事務事業執行状況

を各部局内マネジメント会議で検証し、その結果を全庁的な視点で、毎月の経営会議において

協議することにより、翌月以降の事業計画に反映をさせております。 
 つまり１年間のマネジメントサイクルにおいて、年度当初にプランを立て、年度末に検証す

るということではなく、毎月検証を繰り返すことにより、よりよい１年間のサイクルを構築し

ていくという仕組みにより、計画的な事業執行を推進しているところでございます。 
 次に、市民に対する行政評価の周知方法や外部評価の取り組みについてでございます。 
 本市では、すでに予算編成方針や施策評価結果につきまして、ホームページならびに広報で

公表しておりますが、今後さらに、市民の皆さまに分かりやすい手法を検討してまいりたいと

いうふうに考えております。 
 外部評価の導入につきましては、行政評価が組織の内部において、自己点検・自己評価する

こと、いわゆるマネジメントの改善を主たる目的としておりますので、将来の検討課題とさせ

ていただくことにいたします。 
 続きまして、サッカー場建設についてのご質問にお答えをいたします。 
 市内へのサッカー場建設につきましては、合併後も市サッカー協会から日本サッカー協会公

認のサッカー場建設の要望書をいただくなど、昨年、本市の大型施設整備構想の１つとして、

ご提示申し上げました。しかしながら、その後の情勢の変化により、現時点では具体的な方向

性を示すことのできる段階には至っておりません。再考しなくてはならない状況となっており

ます。 
 続きまして、砂原橋建設にあたっての関連するアクセス道路についてのご質問にお答えいた

します。 
 まず事業化の負担内容でありますが、道整備交付金事業により事業化の５０％を国が負担し、

残りの５０％については市の負担となります。合併特例債および一般財源を充当いたします。 
 次に砂原橋のアクセス道路につきましては、市民への日常生活の利便性や周辺自治体との連

絡道路として、一般県道白井河原･八田線と一般県道藤垈･石和線を結ぶルートを考えておりま

す。また、国土交通省との協議により橋の位置がおおむね確定いたしましたので、今後、アク

セス道路の詳細設計業務を早急に行っていきたいと考えております。 
 なお、橋および道路の幅員につきましては、車道が３メートルの２車線、歩道が２．５メー

トル、路肩７５センチメートルで、全幅１０メートルの整備を予定いたしております。 
 また道路延長でありますが、橋梁部分が２７０メートル、甲府寄りの笛吹川右岸部分が

３００メートル、左岸部分が１キロ、総延長１，５７０メートルを整備していくこととしてお

ります。 
 また橋の施行工程につきましては、今月末までに砂原橋詳細設計業務委託を発注することと

しておりまして、設計完了後、早期着手･早期完成を目指して、平成２３年出水期明けの秋に

橋梁下部工の着工を目指しております。 
 アクセス道路の事業計画につきましては、砂原橋の架け替え位置が決定後に道路詳細設計業

務委託を発注することといたしております。平成２３年度より、用地測量業務および用地買収･
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契約等を進めていきたいと考えております。 
 続きまして、バイオマスセンター建設について、お答えをいたします。 
 本市の基本理念と将来像、活力ある交流都市の創造、快適な生活都市の創造、個性輝く自立

都市の創造の３つの理念に沿い、果樹生産日本一、自然環境日本一、生活環境日本一を目指す

こととしており、これらの実現のための一手法として、バイオマスタウン構想を位置づけ、セ

ンターの建設に向けて、笛吹市バイオマスセンター事業化計画を策定してまいりました。 
 バイオマスセンター建設候補地の選定につきましては、収集運搬の効率化や生活環境への影

響、現状土地の利用状況などをふまえ、市内５地区の候補地から用地条件、生活環境、防災、

建設コスト等に関し、２６項目の用地選定評価を基準配点からの加減法により、実施をいたし

ました。この用地選定評価により、一番高点数であった石和町砂原地内クリーンセンター周辺

を、候補地として決定させていただいたところでございます。 
 なお、センター建設用地の面積としては、２．５ヘクタール程度と考えております。 
 次にセンターの建設につきましては、国の補助制度を活用して建設するよう検討してまいり

ますが、建設費としては７億円から８億円、ランニングコストにつきましては年間５千万円か

ら７千万円と見込んでおります。 
 センターの運営方法につきましては、運営を民間で行うことを想定する公設民営方式やＰＦ

Ｉ方式の導入も含めて、現在、検討中であります。また、生ごみなどの資源の回収方法や肥料

の販売方法、単価などにつきましては、センターの運営方法に関わりますもので、事業化計画

に基づき、運営方法の決定と併せて検討を続けております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（上野稔君） 
 降矢好文君。 

〇９番議員（降矢好文君） 
 私、１点だけお伺いしたいと思います。 
 バイオマスセンターにつきましては、専従の職員を１人置いているということでございます

が、これからやっぱり特例債事業の期限があと５年という中で、やはり専従職員を１人か２人

置いて、許認可申請とか、いろんな事業を進めていったほうがいいんではないかなと、そんな

ふうに考えておりますが、そのへんのご所見を伺いたいと思います。 
〇議長（上野稔君） 

 市長、荻野正直君。 
〇市長（荻野正直君） 

 ただいま、挙がっておりますプロジェクトにつきましては、今、議員ご指摘のとおり、プロ

ジェクトチーム、できる限り、そういうプロジェクト方式で、特に期間が限られているものに

つきましては、やっていかなければ、いわゆる目標が達成できないということを十分認識して

おりまして、いわゆる計画の進行状況に合わせて、プロジェクトチームを発足させていきたい

と、かように考えております。 
〇議長（上野稔君） 

 降矢好文君。 
〇９番議員（降矢好文君） 

 市長も命をかけているそうでございますから、職員の皆さま方もしっかりと前を見て、市長
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とともに頑張っていただきたいなと。このプロジェクトが成功するように、私も応援したいと

思います。 
 以上で、私の正鵠会を代表しての質問を終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございま

した。 
〇議長（上野稔君） 

 以上で、正鵠会の代表質問を終わります。 
 ここで、暫時休憩いたします。 
 再開は１時３０分といたします。 

休憩  午後１２時１６分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 １時２８分 
〇議長（上野稔君） 

 再開いたします。 
 公明党の代表質問を行います。 
 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。 
 公明党を代表して、３点質問させていただきます。 
 はじめに、妊婦健診への助成についてお伺いいたします。 
 妊婦の健康管理の充実と経済的負担の軽減を図り、安心して妊娠・出産ができるよう、妊婦

健康診査臨時特例交付金により、全市区町村に対して、１４回の妊婦健康診査が実施されてお

りますが、これがこの２２年度で、公費助成が終了した場合、変わらず１４回の健診の助成を

希望するものでありますが、本市としての今後の取り組みについて、お伺いいたします。 
 ２点目としまして、ヒブワクチンおよび小児用肺炎球菌ワクチンへの助成について、お伺い

いたします。 
 細菌性髄膜炎は日本で毎年約１千人が感染し、その約５%が死亡、救命できても約２５%が

脳に後遺症を残す感染症です。この原因となる菌は約６割がヒブ、いわゆる真正細菌であるイ

ンフルエンザ菌ｂ型の略称で、これは真正細菌ですから、普通のインフルエンザの原因となる

インフルエンザウイルスとは異なります。真正細菌であり、生物であるバクテリアであります

ので、ウイルスよりも、これは細菌よりも本当に小さいウイルスですので、他の生物の細胞を

利用して増殖します。しかし、生物としての 小単位である細胞を持たないため、生物学上は

非生物で、細菌とは区別されます。これが６割を占めます。 
 続いて、この細菌性髄膜炎の原因の２割は肺炎球菌が占めます。肺炎球菌は、小児の場合は

細菌性髄膜炎のほかに肺炎や難治性中耳炎の原因となります。この細菌性髄膜炎にかかった場

合は、病院に行っても発熱や嘔吐など、風邪や、また突発性発疹と症状が似ているため、対応

が遅れる場合が多く、したがって早期の発見・治療が重要です。また 近は、この治療に対す

る抗生物質が効かない耐性菌も多くなっていますので、感染症を未然に防ぐためには、ワクチ

ンの投与が、これは有効でございます。 
 また病気の原因となるヒブ菌は、咳やくしゃみで飛び散ることによって感染を拡大します。

したがって、保育園や幼稚園などの集団保育での感染が多く、ワクチンの接種を受けていれば、
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喉などにヒブ菌が付かないために感染拡大の抑制効果が高まるとされております。ヒブと肺炎

球菌が細菌性髄膜炎の原因の約８割を占めますので、この両方のワクチンを接種することが乳

幼児を病気から守る上で、非常に重要です。 
 しかし、このワクチン接種の費用ですが、ヒブワクチンの場合は年齢によって、１回から４回

の接種が必要で、１回につき費用が約７千円から８千円です。小児用肺炎球菌の場合は、年齢

によって２回から４回の接種が必要で、１回につき約８千円から１万円、費用がかかります。

全額自己負担のため、また任意接種のために子育て世帯にとっては、接種したいけれども、で

きないという、厳しい状況もあります。そのために接種率が低くなっている原因ともされてお

ります。誰もが安心して医療を受けられるよう、この両方のワクチンの接種の費用の助成を強

く望むものでありますが、本市としてのお考えをお伺いいたします。 
 ３点目としまして、改正育児・介護休業法への対応について、お伺いいたします。 
 公明党が強力に推進してきました改正育児・介護休業法が、６月３０日に施行されました。

男女ともに子育てや介護をしながら、働き続ける社会を目指し、働き方の見直しや父親の育児

参加を後押しする内容となっております。少子高齢化や、また人口減少化が進む中、仕事と出

産、子育てと介護の両立支援は、わが国の喫緊の課題であります。 
 働き方の見直しについては、厚生労働省によると働く女性の約７割が第１子の出産を機に離

職するとのこと。その主な理由は、体力がもたなそうだったが も多く、育児休業から復帰後

の働き方の見直しが課題となっていました。 
 改正法では事業主に対し、３歳までの子どもを養育する労働者が希望すれば利用できるよう

に、短時間勤務制度の創設と残業免除の制度化が義務づけられました。また病気やケガをした

小学校就学前の子どもを看護するための休暇制度は、これまで子どもの人数にかかわらず、年

５日でしたが、これを子どもが２人以上の場合は年１０日に拡充しました。父親の育児参加に

ついては、共働き世帯が労働者世帯の過半数を占める中、父親の育児参加を促す環境づくりが

急がれています。改正法では母親も父親も育児休暇を取る場合、その取得期間を子どもが１歳

になる前の１年から、子どもが１歳２カ月になるまでの１年２カ月に延長しました。ただし、

それぞれの取得期間の上限は１年のままです。これにより、例えば母親が育児休業から職場復

帰をする際の大変な時期に、父親が育児休業を取って、子育てをサポートすることができるよ

うになりました。また育児休業は１回しか取れないため、出産直後の取得をためらうケースも

父親にありましたが、それを解消するために、出産後８週間以内に父親が育児休暇を取った場

合は、もう一度、取得できるようになりました。 
 また労使協定により、専業主婦の夫を育児休業取得の対象外とする規定を廃止し、すべての

父親が育児休業を取得できるようになりました。また、介護の両立については、介護休業は病

気やケガをした家族が介護を必要となった場合に、１人につき９３日まで取ることができます。

しかし、要介護ごとに１回しか取ることができないため、このため１日だけ休暇をほしいとい

うときには利用しにくいものでした。このため改正法では、新たに短期の育児・介護休暇制度

を創設し、対象家族が１人の場合は年５日、２人以上の場合は年１０日まで休暇を取得できる

ようになりました。 
 しかし、いくらよい制度をつくっても利用しなければ意味がありません。男性が育児休業を

取ろうと思っても、職場はなかなか言い出せる雰囲気でないのが現実のようです。実際に育児

休業を取らなかった理由として挙げられるのは、職場に迷惑がかかるからが も多いそうです。 
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 厚生労働省による２００９年度雇用均等基本調査によると、育児休業取得率は女性で８５．

６％に対し、男性はわずか１．７２％。日本人男性が育児や、また家事に従事する時間は非常

に短く、先進国の中では 低の水準です。しかし、子育てのために育児休業制度や、また短期

間勤務制度を利用したいと思っている男性は、３割を超していることが調査結果で分かってお

ります。子育てしやすい社会の実現に向け、男性の育児休業取得率を向上させるためには、企

業や、また労働者の働き方に対する意識改革が必要ではないかと考えますが、改正育児・介護

休業法への対応についてのご所見をお伺いいたします。 
 以上で終わります。 

〇議長（上野稔君） 
 当局の答弁を求めます。 
 市長、荻野正直君。 

〇市長（荻野正直君） 
 公明党、渡邉清美議員の代表質問にお答えをいたします。 
 はじめに、妊婦健診への助成についてのご質問についてであります。 
 妊婦健診のこれまでの経緯でありますが、平成１９年１月に厚生労働省から妊婦健康診査の

公費負担の望ましいあり方についての通知があり、健診回数は１４回程度が望ましいとされ、

平成１９年度地方財政措置による公費負担の回数は、これまでの２回から５回に拡充されまし

た。これを受けまして、本市でも平成１９年７月１日から、健診回数を２回から５回に拡充し

たところであります。 
 さらに平成２１年度からは、市単独で５回を８回に拡充する考えでおりましたが、その後、

国の平成２０年度第２次補正予算による妊婦健康診査臨時特例交付金の創設により、平成２３年

３月までは、１４回の妊婦健康診査を受けられる財政措置が取られ、本市でも平成２１年４月

から、１４回の妊婦健康診査を受けられるように公費負担を拡充し、実施してきたところであ

ります。 
 さて、平成２３年４月以降の取り扱いについてでございますが、今のところ国の対応は明ら

かではありません。本市といたしましては、国・県の補助金の有無に関わらず、健康診査費用

の助成を通じて、疾病の早期発見・早期予防等により、妊婦および乳幼児の健康の保持増進を

図るため、今後も１４回の助成を継続してまいりたいと考えております。 
 続きまして、ヒブ・小児用肺炎球菌ワクチン接種の助成について、お答えいたします。 
 ヒブワクチンおよび小児用肺炎球菌ワクチンは任意の予防接種で、ヒブワクチンは平成２０年

１２月に、小児用肺炎球菌ワクチンは平成２２年２月に任意接種が可能となりましたが、その

接種費用は全額自己負担となっております。 
 ヒブ菌は肺炎、敗血症、喉頭蓋炎などさまざまな感染症を引き起こし、中でも重篤な感染症

がヒブ菌による細菌性髄膜炎であります。肺炎球菌は文字どおり、肺炎の原因となる細菌であ

りますが、ほかにも細菌性髄膜炎などの病気を引き起こします。このうち細菌性髄膜炎は、早

期診断が難しいといわれ、脳に細菌が感染し、重い後遺症を残したり、死に至る恐れのある高

い感染症であります。この細菌性髄膜炎の原因菌のうちヒブ菌が約６割、肺炎球菌が約２割を

占めることから、ヒブワクチンと肺炎球菌ワクチンによる予防は極めて有効であると思います。 
 接種の費用は、ヒブワクチンが１回８千円前後で４回の接種が必要であり、肺炎球菌も１回

１万円前後で４回の接種が必要とされ、高額な接種費用の自己負担は、接種率の低迷につながっ
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ていると考えられます。 
 接種率を向上させることで、幼い生命や身体を感染症から守り、すこやかに成長することを

願って、任意の予防接種ではありますが、ヒブワクチンにつきましては４歳までの乳幼児を、

小児用肺炎球菌ワクチンにつきましては６歳までの乳幼児を対象に、来年度から接種費用の半

額を助成してまいりたいと考えております。 
 続きまして、改正育児・介護休業法への対応について、お答えいたします。 
 育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律等の関係法律の

改正により、少子高齢化が進む中、子育てや介護をしながら働き続けられる社会環境の法的整

備については、大きな前進であると認識いたしております。しかし、議員ご指摘のとおり、か

かる制度も実際に利用されなければ、意味合いが薄れていくということも同感であります。 
 当然ながら、各企業内においても労使双方でこの問題に取り組み、その活路を見出している

ことと推察するわけでありますが、長い間培われた日本文化の中にあって、まだまだ法の精神

に沿った制度利用はなされていないのが現実でありましょう。 
 市役所にあっても、国の法律改正に準拠し関係例規を一部改正し、職員の両立支援の拡大を

図ったわけでありますが、なかなか制度利用者は少なく、特に男性職員の育児休業取得は、ゼ

ロといった状況であります。 
 働きやすい職場環境を整備するためには必要な制度であり、その運用に当たっては、国民こ

ぞっての意識改革が必要な時期にきているのはないかと考えております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（上野稔君） 
 渡邉清美君。 

〇２０番議員（渡邉清美君） 
 ありがとうございました。 
 妊婦健診の件なんですけども、まずこれについて、質問させていただきます。 
 妊婦健診の項目について、教えていただきたいと思います。まず、それが１点。 
 そしてまたヒブ菌とか肺炎球菌、本当に補助をいただき、市民の皆さまも大変喜ぶと思いま

す。高く評価いたします。本当にありがとうございます。 
 また育児介護休業法のほうですけども、この休み方、育児休業とか介護とかいろいろありま

す。高齢化社会になりますので、たくさんの老人を抱えて働いている方もいると思います。そ

ういう中で、やはり夏休みとか、そういうのは大体の職員の方が同じ時期に取られているのか。

またそれは、休み方のスケジュールというか、相互に、その課ごとで工夫しながらやっている

のか。そのへんをお伺いするとともに、また労働基準法も４月からいろいろ変わっていますけ

ども、残業の仕方とか、それもとりながら、ちょっと労働基準法が入るとあれですけども、月

６０時間を超えた人の対処の仕方とか、そのへんも少し教えていただければ、ありがたいと思

います。 
 以上です。 

〇議長（上野稔君） 
 それでは妊婦健診の件を中川保健福祉部長、お願いします。 

〇保健福祉部長（中川啓次君） 
 妊婦健診の検査項目についてのご質問でございますが、検査につきましては、医師による診
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察と、それから計測検査を行っておりますが、そのほかに血液検査につきましては、国からの

検査項目が示されておりまして、妊娠初期に１回、それから妊娠２４週から３５週までの間に

１回、さらに妊娠３６週以降に１回の計３回の検査を行うことになっております。 
 それから子宮頸がん検査につきましては、妊娠初期に１回を行います。さらに超音波検査に

つきましては、妊娠２３週までの間に２回。妊娠２４週から３５週までの間に１回。さらに３６週

以降に１回の計４回を行うこととされております。さらにＢ群の溶血性連鎖球菌の検査を妊娠

２４週から３５週までの間に１回行うということが検査項目に挙げられております。 
 以上でございます。 

〇議長（上野稔君） 
 育児介護休業の件について、梶原総務部長。 

〇総務部長（梶原清君） 
 渡邉清美議員の再質問でありますが、夏休みの取得状況でありますが、条例でいきますと、

夏休みは３日間でありますが、市の方針としまして、部局長会議で職員に伝達したわけですが、

できるだけ、３日でなくて年間、職員が１週間ぐらい交代で休めるようにということで、夏休

みの期間は７月から９月までという限定でありますが、それ以外にも交代で１週間ぐらい、リ

フレッシュ的に取れるような指導はしていますが、夏休みそのものは条例では３日間というこ

とで、今の現状とすれば、各課で調整をしながら取っている状況であります。 
 それから超勤時間につきましては、毎月、部局長会議で超勤については、おおむね２０時間

で指導しているわけですが、４０時間以上は、６０時間という方はないと思うんですが、総務

課のほうからは、毎月２０時間で各課ごとに理由を聞いたり、２０時間を超さないような指導

体制で、今、しております。 
 以上であります。 

〇議長（上野稔君） 
 渡邉清美君。 

〇２０番議員（渡邉清美君） 
 ありがとうございます。 
 妊婦健診の項目ですけども、ヒトＴ細胞の白血病の抗体の検査、これは地域によって、結構

出ているところと出ていないところがあって、幸い山梨県ではそういうことがなくて、まだふ

れていない部分が多いんですけども、国についてはいろんな、輸血とか性的交渉とか、そして

そのほかに母乳を通して、この病気になるというのが原因となっております。そして、幸いに

献血のときの抗体検査が、１９８６年の１１月にできましたので、それ以降は献血によって感

染するようなことはないですけども、今、残っているところは母乳からの感染ということです。

これは注意しなければならないのは、この菌が発生するには、４０年から６０年かかるそうで

す。それでもって母親も自分がキャリアだということが分からなくて、母乳を与えてしまった。

何年か経ったのちに自分が発症した。子どもにうつっていたということが初めて分かる。これ

を防がなければならないということでもって、このことについて、どのような進み具合なのか

ということで、健診項目を教えていただきたいと思います。 
 そして、あと育児と介護のことですけども、本当に親孝行で介護をしたいと思っている人も

結構、市の職員の方にもいると思います。施設へ預けてしまえば、それはそれでいいかもしれ

ないけども、本人が施設ではなくて家にいたいといえば、一生懸命、夜も寝ないで介護をしな
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ければならないときもあります。 
 私はそういった人たちが、本当に親孝行の人たちが報われるように、まわりの見る目も本当

にそういうことを理解しながら、冷たい目では見ないでいただきたいということを切に願うと

ともに、課ごとに休みの取り方のバランスをとっていると思いますけども、スケジュールとか、

そういうものは、しっかり文面でもって、急きょ入った休みは仕方ないですけども、取ってい

るのか。やはり、いろんな人が休んで、この人が休んでしまえば、この職員は、この部署の仕

事は自分にはできないということでは、やはり困ると思うんですよね。そうやって、交互に仕

事をしながら、いろんなことを学んでいくこともできますし、そのほかのいろんな予防にも、

私はつながると思うんですけども、そのスケジュールなんかは、実際つくっているのかどうか、

ちょっとお聞かせください。 
〇議長（上野稔君） 

 妊婦健診の件を、中川保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（中川啓次君） 

 妊婦健診のご質問の中で、ＨＴＬＶ－１の抗体検査についてのご質問でございますが、ただ

いま議員のほうからのご質問の中にございましたように、このＨＴＬＶ－１の関係につきまし

ては、成人Ｔ細胞性白血病などの原因のウイルスということでございます。 
 ご質問の中にもありましたように、感染者の１から２％ぐらいが感染後、平均５０年ぐらい

経ってから、白血病や細胞のリンパ腫になるというふうなことをいわれております。 
 感染経路につきましては、血液の輸血でありますとか母乳による母子感染、それから性行為

による感染等が指摘されているようでございます。 
 本市では、厚生労働省からの妊婦健康診査での、実施の標準的な検査項目についての通知を

受けた中で検査項目を設定させていただいて、１４回の妊婦健診を実施しているところでござ

いますが、このＨＴＬＶ－１の抗体検査につきましては、今のところ検査項目には含まれてお

りませんので、今後、国や県に要望等の要請をする中で、検討を進め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） 

 育児介護休業の件について、梶原総務部長。 
〇総務部長（梶原清君） 

 渡邉清美議員の再々質問にお答えしますが、介護休暇を取得したのは、総務課の届け出では

１８年に１人、２０年に１人ということで、介護休暇という届けは非常に過去、少なかったわ

けでありますが、それから休暇のスケジュールにつきましては、先ほど言いましたリフレッシュ

休暇で、１週間ぐらいの連続休暇をとって、リフレッシュしたほうがいいんではないかという

指導をしているわけですが、そんなこともありまして、市のほうから１人が三役ということで、

１人が３つの仕事が分かるようにということで、１人が休んでも、その担当者がいないから分

からないということでなくて、１人が３つぐらいの仕事が分かるようにということで指導して

いるわけですが、そんなことで、休暇につきましては、各課ごとのスケジュール表を配りまし

て、各課ごとで記入しまして管理をしているのが現状であります。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（上野稔君） 
 渡邉清美君。 
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〇２０番議員（渡邉清美君） 
 ありがとうございました。 
 妊婦健診のほうですけども、他県からお嫁に来た方とか、いろいろそういう方がいます。も

し、その方がその項目に入っていなくて、何かの関係で分かった場合、分かった場合ではちょっ

と遅いんですけども、母乳を与えては困るので、そうなると保健師さんのほうでミルクの授乳

の仕方についての指導、そして母乳を与えないことに対しての家族の理解とか、そういうこと

も考えていかなければならないと思いますけども、そういう方がいないとも限りませんから、

そういった対応なんかは、少し検討していっていただけるでしょうか。 
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） 

 当然、検査項目にはないと言いましても、事前にそういった保健指導の中では取り入れて指

導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） 

 以上で、公明党の代表質問を終わります。 
 続いて、正正会の代表質問を行います。 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 正正会の風間好美でございます。 
 通告に従い、３問につき代表質問を行います。 
 昨年９月の政権交代から１年、多くの国民に期待と夢を求め、民主党政権が地方分権に向け

て一歩を踏み出しましたが、地域主権改革、関連法案は通常国会で成立せず、継続審議となっ

ている。この中で参議院議員選挙が行われ、その結果、連立与党が過半数に達せず、国会はね

じれ現象が生じた。各分野の制度設計を進めるには、当然、県をはじめ各市町村の意見を十分

反映させなければならない。そこで、国と地方の協議の場の設置を含む、関連法案の早期成立

が不可欠ではないでしょうか。国民を無視した国会はいらないと思う。議員定数７２２名や議

員歳費約３，５００万円、公務員給与等々の行革は行わず、負担だけを国民に求めているのは

いかがなものでしょうか。本市ではすでに行革に努力しており、職員給与、また人員も削減し

ているところでもあります。国はこのままでは歳入欠陥が生じ、行政経営が成り立たない事態

に至る可能性が非常に高いと危惧されます。 
 また１２０年ぶりという猛暑で、本市の主産業である農家の方々も、雨も降らずに大変苦労

していると思います。これからの台風が来ないことを祈りつつ、笛吹市発展のためにご協力を

お願いしたいと思います。 
 それでは、質問に移ります。 
 １問目としまして、旧町村ごとの滞納状況について、市当局の見解をお伺いいたします。 
 収税課の職員をはじめ、関係担当課の職員に対し、仕事とはいえ日夜、また休日返上で、な

お職員幹部の方々にも滞納整理に足を運び、日々の努力に感謝と敬意を表したいです。 
 近は、旧町村ごとで納付状況に格差が生じているとお聞きしております。私たちは地域に

合った収納対策が必要だと考えます。その前提には、旧町村ごとの仕分け公表を行ったらいか

がでしょうか。 
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 荻野市長は、今年３月２日の臨時全員協議会の席上において、悪質滞納者の実名公表の検討

を表明されました。これは滞納者に反省を促し、また納税を促すものと解釈しております。し

かし、滞納者の実名公表にはプライバシー侵害の可能性など、大きなハードルがあると思いま

す。それでも実名公表を表明し、滞納を減らそうとする荻野市長の毅然とした姿勢に敬意を表

します。その姿勢があるならば、旧町村ごとの滞納状況の公表を、当該地域の市民に納付を促

すとして、大変有効な施策ではないでしょうか。 
 ３月の代表質問で、新田議員から納税について質問の中、市長の答弁においても高額滞納者

と悪質滞納者には厳しく対応と答えております。私たち会派は、滞納の上昇に一抹の不安を感

じております。 
 ６年前の平成１７年度税・料金滞納総額合計が３６億３，３００万円で、毎年のばらつきは

ありますが、平成２１年度滞納状況表、２２年５月末で４２億７，７００万円となり、１７．

７%の上昇率です。金額で６億４，３００万円となります。 
 日本国憲法の中で、国民の三大義務として教育の義務２６条、勤労の義務２７条、第３０条

で納税の義務、今回はこの納税について、以下、質問に移ります。 
 １番目としまして、滞納が顕著な項目を６項目挙げますが、それらについて旧町村ごとの滞

納状況をお伺いいたします。 
 なお、２１年度収納状況表、２２年５月末を参照させていただきました。 
 イとしまして、市民税個人、平成１７年度で３億５千万円のところ平成２１年度では４億４，

２００万円で、２６．２％の上昇。ロとしまして、固定資産税、平成１７年度で１７億６００万

円のところ平成２１年度では１９億３，４００万円で、１３．３％の上昇。ハとしまして、国

民健康保険税、平成１７年度で８億７，１００万円のところ平成２１年度では１１億１，１００万

円で、２７．５％の上昇。ニとしまして、水道事業水道料、平成１７年度で２億１，６００万

円のところ平成２１年度では２億１，７００万円で、０．４６％の上昇です。ホとしまして簡

易水道料、平成１７年度で３，２００万円のところ平成２１年度では３，４００万円で、６．

２％の上昇。ヘとしまして保育料、平成１７年度３，７００万円のところ平成２１年度では５，

９００万円で、５９．５％の上昇。 
 以上、平成２１年度の滞納金額で、ご答弁をお願いしたいと思います。 
 ２番目としまして、以上６項目で、滞納が多い地域にはどのような背景があるのでしょうか、

市当局の見解をお伺いいたします。 
 ３番目としまして、不納欠損額２億２，９００万円で、金額が多い原因は何があるのでしょ

うか、市当局の見解を伺います。 
 ４番目としまして、悪質な滞納者の実名公開はどのような方法で行うのか、市長の見解をお

伺いします。 
 ５番目としまして、今後、旧町村ごとの滞納状況の集計実施と公表を求めたいと思いますが、

市当局の見解をお伺いいたします。 
 ２問目に移ります。本庁舎の耐震工事について、お聞きいたします。 
 平成２１年度のマニフェストにより、建築基準法の改正により昭和５６年以降の建築物につ

いては、おおむね耐震基準を満たしていると掲載されておりますが、本庁舎は一部、昭和４２年

の、しかも３階建ての建物であり、勤務中においては職員約９０名ほど、本庁舎への訪問客を

合わせると、約１００名以上の人がいると想定されます。また地震自然災害等が発生した場合、
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いわゆる危機管理対策の本部を設置することが想定される本庁舎の建物であると、われわれは

考えます。 
 以上のことをふまえ、早急に本庁舎の耐震工事を実施することが必要不可欠と思います。平

成２１年度マニフェストに掲載されているとおり、補強計画を作成し、平成２２年度以降に耐

震補強および改修工事を実施していく予定となっています。しかし、平成２１年度マニフェス

ト検証の中で、今後の方向と題し、耐震改修工事は平成２３年度以降、財源確保の見通しがで

き次第、早急に着手すると掲載されております。以下、市当局の考えをお伺いいたします。 
 １番目としまして、マニフェストの当初計画より、なぜ先送りされたのか。その原因はなん

でしょうか、お伺いいたします。 
 ２番目としまして、平成１９年度南館耐震改修の財源はなんだったのでしょうか。また、そ

の時点における本庁舎の耐震改修計画については、どのような方針であったのか、お伺いいた

します。 
 ３番目として、本庁舎の耐震改修の基本計画方針と予定事業費について、どのようなお考え

でしょうか、お伺いいたします。 
 ４番目としまして、本庁舎の耐震改修については、新市行政の危機管理上、中枢となる施設

整備であり、当然、合併特例債が充当できるものと思いますが、南館が業務開始後２年半も経

過し、本庁舎が未着手なのはなぜでしょうか。また財源確保については、何が問題となるので

しょうか。本市として、本庁舎の危機管理をどのように考えているのか、市当局のお考えをお

伺いいたします。 
 ３問目に移ります。笛吹市に消防委員会設置について、市当局のお考えをお伺いいたします。 
 本市消防団は、正副団長を含め条例団員数１，８０４名で、平成２２年団員構成は石和町が

３１４名、御坂町３８３名、一宮町４１２名、八代町２０８名、境川町２１７名、春日居町１８７名、

芦川町５２名、計１，７７３名で構成されております。また部の構成では石和町が１４、御坂

町が２１、一宮町２５、八代町９、境川町１２、春日居町７、芦川町４、計９２部で構成され

ております。 
 御坂町、一宮町、境川町の地区においては、部の統合問題等々の話し合いを行っているとお

聞きしていますが、各分団長をはじめ、関係区の執行部との話し合いで進め、大変ご苦労をか

けていると思います。 
 消防委員を旧町村ごとに選出していただき、消防における諸事業および諸行事等々、また笛

吹市消防団としての公平性堅持のためにも、消防委員会設置は不可欠と思います。今は行政主

導型ではないでしょうか。ぜひ、この際、消防委員会設置をしていただいて、なお一層の自然

災害の対応や市内７万２千余名、２万７千世帯の生命・財産を団員の方々に守っていただき、

またお願いするためにも消防委員会を設立して、なお一層スムーズに運営できることを願い、

強く要望をいたします。市当局の見解をお伺いいたします。 
 以上３点について、正正会の代表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。 
 市長、荻野正直君。 
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〇市長（荻野正直君） 
 正正会、風間好美議員の代表質問にお答えをいたします。 
 まず、旧町村ごとの滞納状況についてのご質問のうち、滞納が顕著な６項目の滞納状況につ

いてでございます。 
 市税につきましては、滞納者一人ひとりに対応する管理を基本に滞納整理システムを構築し

ているため、滞納者を旧町村別に抽出する機能が、現在のシステムではございません。したがっ

て、集計が不可能な状況にございます。また保育料につきましても、保育所の所在地別のシス

テム管理になっており、旧町村別の正確な滞納額をお示しすることのできない状況であります。 
 旧町村ごとの滞納状況を集計するためには、いずれのシステムも改修に多額の費用を要する

とともに、滞納につきましては全市的な見地で業務を進める必要がありますので、必ずしも旧

町村別の集計を必要とはいたしておりません。 
 なお、上水道料金および簡易水道料金の状況につきましては、地域別の管理を行っているた

め、次のとおり、お示しできます。 
 市全体の調定額１２億３，４００万円に対しまして、滞納額２億５，２００万円となってお

り、地域ごとの滞納繰越分も含んだ内訳につきましては、石和町が調定額６億２，３００万円

に対しまして、滞納額が１億７，５００万円。御坂町が調定額１億８，７００万円に対しまし

て、滞納額２，３００万円。八代町が調定額１億１，３００万円に対しまして、滞納額２千万

円。一宮町が調定額１億５，７００万円に対しまして、滞納額１，５００万円。春日居町が調

定額１億６００万円に対しまして、滞納額１，７００万円。境川町が調定額４，５００万円に

対しまして、滞納額２００万円。芦川町につきましては、ほぼ滞納はない状況でございます。 
 次に、滞納が多い地区の背景についてでございます。 
 市税等の特徴的な傾向を挙げますと、国民健康保険税につきましては、加入者数の割合から

旧町村の人口規模の多い順に滞納世帯も多く、人口移動の多い地域ほど無届けの転出などによ

り滞納の割合も高い状況となっております。 
 固定資産税につきましては、石和町地域など、多くの宅地や建物が事業用資産として利用さ

れている地域で滞納額が多い状況にありますが、当然、滞納額の多い地域では、課税額も多く

なっております。 
 傾向といたしましては、地域による相違というよりも、昨今の経済情勢の変化による経済的

理由により、納めることができない滞納者が増加している状況ではないかと考えられます。し

かしながら十分な資力がありながら、納税意識の低い滞納者がいることも事実であります。ま

た、徴収する行政としても、専門的な滞納処分や公売などについて、過去において徴収専門職

員の養成がままならず、適切な対応ができなかったことも一因であると考えております。 
 次に、不納欠損額が多い原因についてであります。 
 市税における要因は、滞納者に財産がない場合、生活困窮者、所在不明者など、滞納処分の

執行停止処分となっているものや、時効により地方税法の規定で消滅となったことによるもの

です。水道料金につきましては、生活困窮などにより、民法の規定による消滅時効となったも

のが主であります。また、保育料につきましては、５年の時効を迎えるもののうち、すでに卒

園していて所在の確認ができないもの、納付相談をする中で自己破産や生活困窮者であること

が確認できたものなどについて、処分を行っております。 
 次に悪質な滞納者の実名公開は、どのような方法で行うのかについてでございます。 
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 悪質な滞納者の実名公表につきましては、第２次笛吹市行財政改革大綱におきまして、市税

収納率の向上を集中的に取り組む改革の１つと位置づけ、具体的な手段として滞納者の氏名公

表について検討しているところでございます。 
 この氏名公表につきましては、平成１２年に小田原市が全国に先駆けて条例化したものであ

り、悪質な滞納者に対する毅然とした市の姿勢を示す１つの手段であると考えております。 
 現在、全国の取り組み状況を調査しているところであり、地方公務員法や地方税法等におけ

る守秘義務をはじめ、判断基準、効果などを今後検討してまいりたいと考えております。 
 次に、旧町村ごとの滞納状況の公表を求めるについてでありますが、滞納は地域ごとにその

対応を変えるものではなく、滞納者個々の状況をふまえた中で、市全体として、その解消に取

り組んでいかなければならないものと捉えております。 
 また、地域ごとの集計にはシステム改修経費などが必要となるため、今後において、旧町村

ごとの滞納額を公表する考えは、現在のところ持っておりません。 
 続きまして、本庁舎の耐震工事のご質問でございます。マニフェストの当初計画より、なぜ

先送りされたのかについて、お答えを申し上げます。 
 平成２１年度マニフェスト検証のとおり、耐震補強工事に合わせて、老朽化した電気・機械

設備の改修、総合窓口によるワンストップサービスに対応した施設改修を含め、検討を重ねて

まいりました。耐震改修工事は、その検討状況をふまえ、平成２３年度以降、財源確保の見通

しができ次第、着手する考えでおります。 
 次に南館耐震改修工事の財源、その時点における本庁舎の耐震改修計画の方針についてであ

りますが、南館改修工事の総事業費は５億２，６００万円で、財源内訳は合併特例債４億２，

４００万円、公共施設整備等基金繰入金９，５００万円、一般財源６００万円であります。 
 平成１９年度の南館改修時には、具体的な本庁舎の建設計画の検討はしておりませんでした

が、平成２１年度から本庁舎の耐震診断を行うとともに、市庁舎のあり方について検討を行っ

ており、平成２３年度以降、財源確保の見通しと、庁舎全体の配置計画の方向が決定次第、着

手したいと考えております。 
 次に、本庁舎の耐震改修の基本計画方針と予定事業費についてでございます。 
 本庁舎床面積３，０４３平方メートルのうち、耐震補強工事は北側部分の１，８８０平方メー

トルが対象となり、耐震診断結果による現状 小耐震指標、東西方向０．４４、南北方向０．

３４を、震災時に機能を保持する必要のある公共施設の目標耐震指標０．７５がクリアできる

補強を行います。 
 内容は、増築部分・屋上突起物の撤去および屋上防水保護コンクリート撤去改修による形状

改善および重量軽減、耐震フレーム・耐震壁の挿入による補強を行う方針としております。ま

た耐震補強に合わせて、本庁舎全体の老朽化した電気・機械設備の改修工事や仮庁舎等を合わ

せて行うと、総事業費は約８億円程度を見込んでおります。 
 次に本庁舎耐震改修について、未着手なのはなぜかについてでありますが、防災拠点として

は、南館４階の１部屋に防災行政無線デジタル統合工事の防災行政無線基地局を現在、整備い

たしております。 
 今後、南館４階残りスペースの利用と合わせて、本庁舎の防災拠点としての機能を検討して

まいります。財源につきましては、充当可能な限り合併特例債を借り入れる方向を考えており

ます。これにつきましては、当初、財源が見つかり次第というふうなお話をさせていただきま
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したけども、その当時は合併特例債が活用できないと、こういうことでありましたから、余計、

工事が延びた原因の１つでもあります。 
 危機管理については、あらゆる角度から対策を講じていくことが重要と考えており、今後、

本庁舎の耐震改修と併せて、万全の体制を検討してまいりたいと思います。 
 続きまして、笛吹市に消防委員会設置をとのご質問でございます。 
 本市において、安全への備えはまちづくりの基本であり、市民のかけがえのない生命や財産

に関わる重要な使命と考えており、地域の防災力の充実強化を進めております。その根幹を担

う笛吹市消防団におきましては、火災や水害などの災害時はもとより、防火防犯活動や地域の

行事などにつきましても、日ごろよりご協力をいただいており感謝を申し上げます。 
 本市消防団は、合併前の形態がそのまま移行されてきており、分団においての団員数、部の

数、消防車輌、詰め所の施設など地域間に偏りがあることから、市内全体の平準化を図り、効

果的な消防団活動が進められるよう、消防車輌、詰め所施設の整備等を行っております。 
 平成１９年に御坂分団で１つの部統合が実施されてから、これまでに一宮分団では４つの統

合が進み、また境川分団でも１つの統合が行われ、消防団は７分団９２部となっております。 
 部の統合を進めることで消防車両をはじめとする装備、車庫、詰め所の整備を効率的に進め

ることができ、課題となっております消防団員確保の一助にもなるものと考えております。部

の統合は行政区との深い関わりがありますので、消防団と行政区を中心に十分協議を重ねてい

ただき、 良の方途を探っていただきたいと考えております。 
 さて、市消防委員会ですが、議員ご指摘のとおり、本市消防行政の円滑な運営を図るために

設置される、諮問委員会の性格を有しています。その活動により、消防行政に大きく寄与して

いただけるものと推測もいたしております。しかしながら、前述のとおり、各分団および各部

において消防団組織の平準化が未完成な中で、全市的な観点から消防委員会にご審議いただき、

また意見具申をいただくことが、現状においては難しい状況であり、現在も委員会が未設置と

なっております。 
 消防団においても、地域に合った効果的消防団の組織体制づくりをはじめとして、活動内容

の検証、諸課題の検討が行われていると伺っております。 
 市といたしましても、笛吹市に適した消防団組織となりますよう、消防団、行政区と協議を

進めてまいります。そして条件が整った段階で、消防委員会の設置をしていきたいと考えてお

ります。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（上野稔君） 
 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。まず、滞納問題のほうでお聞きしたいと思います。 
 今、市長のほうから旧町村別の公表は非常に難しいという答弁なんですけども、やるとすれ

ば、どのくらいの時間と労力が必要なのか。そうはいっても、まるっきりできないという状態

なのか、再度、お聞きしたいと思います。 
 公営企業部においては、旧７町の公表をいただきまして、本当にありがとうございます。現

在の滞納整理についてはどのように行っているのか、お伺いいたします。 
 ３番目としまして、常に思っているわけですけども、滞納整理のスペシャリスト、専門的人
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材の起用のお考えはないでしょうか、お伺いをしたいと思います。 
 不納欠損の説明があったわけなんですけども、不納欠損はなぜ起こるのでしょうか、お伺い

したいと思います。 
 先ほどの質問の中で、悪質な人の公表というのは非常に難しいというお話もされたわけです

けども、都市計画税ならびに入湯税、これは私の記憶では目的税ではないかと思っております。

都市計画税が今現在、１億５，５００万円、入湯税が２，６００万円。入湯税を払った人たち

が、１５０円で割りますと、１７万３，３００名の人が納入していないという形の中で、この

入湯税、また都市計画税の滞納は悪質ではないかと私は考えますけども、いかがなものでしょ

うか。また入湯税等に関しましては、一度お客さんから旅館・ホテルに１５０円が入ったもの

ですから、それは横領ではないかという見解も示させていただくわけでございますけども、そ

のへんについてのお考えをお聞きしたいと思います。 
 また水道料は裁判により、約１０年ほど前に２年で時効になることとなりましたが、約１，

３００万円の不納欠損がありますが、どのような形で起きているのか、お聞きしたいと思いま

す。また滞納者に対する処置、対応はどのように公営企業部では行っているのか、お聞きした

いと思います。また、たくさんの滞納があります国民健康保険の滞納、また固定資産税の滞納

の大きな原因は何か、再度お聞きしたいと思います。 
 次に南館の耐震工事について、お聞きします。 
 先ほどの答弁の中で、約８億円ぐらいで、一応、試算はしていると聞いておりますけども、

ちょっと私の記憶というか、頭に入らなかったから再度、聞きたいんですけども、これは合併

特例債を使うんでしょうか、どうなんでしょうか、お聞きしたいと思います。 
 当時、南館の４階はなぜ手付かずだったのか、お聞きしたいと思います。 
 平成１９年度完成しましたが、南館ですね、公営企業部、建設部、教育委員会をあと１、２年

待っていただいて、本庁舎の職員が南館に移って、セットとして本庁舎の耐震工事ができなかっ

たのでしょうか、お伺いいたします。 
 要するに公営企業部は春日居、建設・教育委員会は八代にいたわけですね。１９年度に一緒

になったわけですから、今少し、２、３年待っていてもらって、その間に本庁の職員が南館に

移動してもらって、その間に本庁舎の耐震工事ができなかったかという質問でございます。 
 私も、ちょっと新聞を持ってきたわけなんですけども、新聞を全面的に信用するわけではあ

りません。しかし４月８日の新聞に、市長は本庁舎耐震工事の代わりに多目的ホール等々の６つ

の大型施設整備を推進し、特例債の活用期限となる２０１４年までに完成すると。これは６大

プロジェクトの話です。しかし荻野市長は、先送りした本庁舎耐震化について、優先すべき大

型プロジェクトの見通しがついたら、一般財源で着手するということが書いてあるわけです。

これは私、新聞を読ませていただきましたので、報道は自由ですので、間違っているのなら間

違っていると言ってください。市役所をよく使用する市民は、市民の命を守るためには本庁舎

の耐震化を急いでもらいたいとの話も載っております。ぜひ、ここらへんも考えてもらいなが

ら、進めてもらいたいと思います。 
 なお、監査委員たちがご苦労してつくってくれた中に、ちょっと読ませていただきます。 
 各種諸事業等の執行にあたっては、今後、いくつかの大きなプロジェクト計画があるが、組

織体制もしっかり行いながら、慎重に協議検討をして、職員みずからが市民の目線に立ち、本

当に市民のためになるものか見極めながら、市民ニーズの的確な把握に基づく施策の必要性、
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優先順位を厳しく選択し、不要不急の事業が優先することがないように、限られた財源を効率

的かつ効果的な配分を行い、財政改革の推進をするように求めるものであり、財政健全化判断

比率や財政諸表が市民にとっても分かりやすいものとなるよう方針を検討し、多くの市民に理

解をいただくことに努められることを望むと書いてあります。 
 やはり先ほども言いましたように、６大プロジェクトも大事なプロジェクトだと私も判断し

ております。しかし、いつ来るか分からない地震災害を防ぐためにも、本庁舎の耐震工事は早

急にやらなければならないという考えを持っておりますので、その件についてもお伺いしたい

と思います。 
 次に消防委員会の設置について、再度、お聞きしたいと思います。 
 消防委員の任務としまして、団員の監督義務、事務の推進、車両および器具等の整備等々を

市へ上程する。団員の声を市のほうへ聞いてもらう。団員が市へ言うより、消防委員会を通し

て意見・要望を行うことがよいと思います。絶対、消防委員会があったほうがいいと、私たち

会派では思っております。 
 次に、笛吹市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の中で、平成

１６年１０月１２日より施行するとありますが、今なお消防委員会が発足していない理由はな

んでしょうか、伺います。 
 以上について、再質問とさせていただきます。 

〇議長（上野稔君） 
 当局の答弁を求めます。 
 税に関すること、南館耐震、消防委員会の件について、梶原総務部長。 

〇総務部長（梶原清君） 
 風間議員の再質問について、お答えします。 
 項目が大変多くて、聞き漏らしの部分があったら、再度質問していただきたいと思います。

よろしくお願いします。 
 まず滞納の町村別がなぜ、できないのかということで、やれば、どのくらい費用とか時間が

かかるかということでございますが、先ほど答弁しましたように、滞納については、管理して

いるのは、税目ごとでありまして、極端に言えば固定資産税につきましても、その町、あるい

は町以内、県外というような住所の方がありまして、システムを改修しないと、どこどこの町

村の人がどのくらい滞納あるかということについての集計はできない状況でありまして、シス

テム改修ということでありますので、費用は見積もってございませんが、たぶんシステムを改

修すれば、何千万単位のお金が必要になるではないかと思います。 
 現状でいきますと、あと滞納の一覧表を手計算でやるということになりますが、ただ納税義

務者の住所が一覧で分かりませんので、それについての手計算についても、非常に時間がかか

る様態ですので、今回についてはシステム上できませんので、答弁としまして、そういう答弁

をさせていただいたところでありますので、ご理解をいただきたいと思います。 
 それから２問目の滞納整理は、どのようにしているかということでございますが、滞納に対

する対応につきましては、以前は滞納者宅への訪問による徴収が中心となっておりました。し

かしながら納税意識を高め、自主納付を促すため、現在は現年度未納者に対しては、催告書の

送付と訪問徴収を中心に財産調査も併せて行いますが、過年度分については催告書を送付する

とともに財産調査を行い、差し押さえ等も行い、それでもなお、納税意識を示されない場合に
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ついては差し押さえ、財産を換価という形で税金に充てている状態であります。 
 先ほど、午前中の質問にもありましたように、生活困窮者に対しては執行停止という処分で

ありますが、財産があって納税ができる方については、そのような方法で滞納整理を行ってお

ります。 
 次に専門的な知識のあるスペシャリストを採用するのかという質問でありますが、専門的な

知識を持った職員の養成は、滞納処分を行う上で必要なことと承知しておりますが、現在、市

では収税課を中心として、滞納者に対する対応を強化しています。また山梨県の滞納整理推進

機構による滞納整理の具体的な研修を受けるとともに、機構のアドバイザーによる指導を直接、

滞納案件ごとに受けて対応している状況であります。また滞納処分に対する法的な相談につい

ても機構の弁護士に直接相談して、対応している状況であります。このため、現状においては

スペシャリストを採用することは考えていませんが、県の機構等の状況が変化した場合によっ

ては、また対応を考えていかなければならないと考えております。 
 その次に、不納欠損はなぜするのかということでありますが、先ほど言いました生活困窮者

につきましては執行停止ということで、一時税を止めるわけでありますが、そういう方の時効

とか、あるいは課税の時効とか、具体的に市民税なんかでいきますと、外国へ転居した方の所

在不明という方がありますので、そういう方を中心に不納欠損の処理をさせていただいており

ます。 
 続いて都市計画税、入湯税の目的税の滞納は悪質ではないかということでありますが、都市

計画税につきましては目的税でありますが、固定資産税と同等と扱っていまして、固定資産税

と一緒に集めていますので、特にその入湯税とは別であると思います。 
 入湯税につきましては目的税で、特に温泉施設が旅館の宿泊客から、税を１人１５０円取る

わけですが、旅館等については特別徴収義務者ということで、徴収をしていただいておりまし

て、特別徴収義務者、旅館・ホテル等で徴収したものを一時預かっていただいて、申告納付し

ていただくのが入湯税の方法であります。 
 それで特別徴収義務者でありますので、そのまま、納税されない方は滞納になるわけであり

ますが、税の姿とすれば本来そうではないわけですが、収税課とすれば、早急に納税してもら

うようにお願いしているような状況であります。 
 国保、固定の滞納状況については、先ほど市長のほうから答弁がありましたように、 近の

経済状況によりまして、非常に納税が難しいというような状況で、滞納が出ているのは、先ほ

どの答弁のとおりであります。 
 税の滞納については以上でありますが、庁舎の耐震につきましてでありますが、庁舎の耐震

の予定事業費につきましては８億円でありますが、先ほど説明したように、合併特例債を使え

るだけ使って、あとは公共施設整備基金等を充当しながら本庁舎の耐震につきましては、対応

していきたいと思います。 
 それから、南館の改修時に本庁舎の改修をなぜしなかったかということでありますが、合併

時、庁舎が分庁方式で八代庁舎、春日居庁舎のほうへ分庁しておりまして、合併して、１８年

に南館を工事したわけでありますが、本庁舎機能がいろいろ、情報の伝達とか連絡、報告等が

若干、分庁が遅れ気味ということでありますので、できるだけ合併後早く、本庁機能を集約し

たいということで、南館を改修して、本庁舎を今の庁舎周辺へ集約したのが状況であります。 
 それから新聞報道の一般財源の問題でありますが、当時は合併特例債が使えるか、使えない
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かという論議で、先ほども市長のほうから答弁がありまして、当時は合併特例債が駄目ではな

いかという考え方でありましたので、一般財源対応ということで新聞で報道されておりますが、

先ほど出ました８億円につきましては、特例債を使いながら対応していきたいということであ

ります。 
 あと消防委員会の設置につきましては、市長が答弁したとおり、条件が整い次第、消防委員

会を設置していきたいという考えでありますので、内部的にも、消防団とも協議しながら、で

きるだけ早い時点に、消防委員会の設置等については進めていきたいという考えであります。 
 以上で、再質問の答弁といたします。 

〇議長（上野稔君） 
 水道料金の関係を、竹越公営企業部長。 

〇公営企業部長（竹越富男君） 
 風間議員の再質問、水道関係の不納欠損の内容でございますが、今年の３月３１日に不納欠

損をした内容でございますが、まず上水道の１，２９９万円の内訳でございますが、八代が２２名、

御坂３５名、石和５４６名。金額にしまして八代２１万６千円、御坂７０万６千円、石和１，

２０７万円。計１，２９９万５千円です。 
 簡易水道につきましての不納欠損２６９万円の内訳でございますが、春日居町が４５名で

６２万円。境川町が１７名で３１万８千円。一宮町が３８件で１７５万円。 
 以上でございますが、この年度につきましては、すべて合併前の平成４年から平成１６年の

滞納額でございます。石和町が多いというのは、大口の関係の会社とかホテルの倒産、それか

ら、そのほかは転居による所在不明者でございます。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（上野稔君） 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 時間が迫ってきますので、今ひとつ、ちょっとお聞きしたいと思います。 
 先ほどの答弁によりますと、入湯税の滞納は本来の姿ではない。私たちも十分、本来の姿で

はないと思っております。こういうものに対して、われわれは悪質ではないかと。これこそ公

表すればいいではないかというような感じがするわけでございます。先ほど、私もこの入湯税

は横領か、もしくは詐欺ではないかということに対して答弁もなかったわけなんですけども、

われわれの判断とすれば、横領ではないかというような感じがしております。ぜひ、ここは厳

しく、市長が先頭に立って、滞納の一翼を担ってもらいたい。そのような感じがしております。 
 そうしなければ、今、滞納がどんどん増えてきまして、先ほどの答弁もありましたように、

各町村別にはできない。これが何かかえって隠れ蓑になるんではないかなと、そんなような危

惧がされるわけでございます。私の考えていることです。ですから、そういうようなこともな

いように、皆さんとともに、滞納がないことを皆さんに呼びかけてもらいながら、なお一層の

努力が必要ではないかなと感じておるところでございます。 
 消防委員については、早急に設置してもらいたいなということですので、ぜひよろしくお願

いしたいと思います。 
 今、そんなような形の中で、ぜひ３つ、代表質問をさせていただきましたけども、ぜひ皆さ

ん方のご尽力によりまして、実現、またそういうことに対しての対応が強固にできますように
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強くお願いしまして、私たち正正会の代表質問とさせていただきます。ありがとうございまし

た。 
〇議長（上野稔君） 

 答えはいいですか。 
 （「いいです。」の声） 
 以上で、正正会の代表質問を終わります。 
 ここで、暫時休憩いたします。 
 再開は２時５５分。 

休憩  午後 ２時４５分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ２時５５分 
〇議長（上野稔君） 

 再開いたします。 
 次は、日本共産党の代表質問を行います。 
 渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 日本共産党を代表いたしまして、代表質問をさせていただきます。 
 まずバイオマス堆肥化施設建設についてでありますが、バイオマスセンターの建設がＣＯ２の

削減、それから循環型社会の実現、有機農業の推進に本当に役立つものになることを願ってお

ります。 
 ところで、バイオマスセンター建設については、すでに用地選定作業が進んでおります。そ

の一方で、事業の構想、すなわちどのような方式で、何を何トン処理して、堆肥は何トンを生

産するのか。建設費、ランニングコストの概算はいくらであるか等の情報が、ほとんど提供さ

れていないのが実情であります。そこで今、計画中のバイオマスセンターのうち、堆肥化施設

について、以下、伺いたいと思います。 
 １つは何を何トン処理し、堆肥何トンを生産する計画か。また建設費、ランニングコストは

どの程度を考えているのか。 
 そして、投入資材確保のめどは、現在、それぞれ何トンになっているか。そこから何トンの

堆肥が生産できるのか。その堆肥の需要見込み、何トンほど見込まれるか。 
 次に、有機農業推進グループとの連携はどのようになっているか。 
 そして 後に、私は下水汚泥や剪定枝を堆肥化の主資材とすることについては、費用対効果

およびバイオマスの有効利用という点で、疑問を持っております。当局はどう考えるか伺いた

いと思います。 
 次に２問目として、地方自治の原点に立った行財政改革への転換を求めるという内容であり

ます。 
 従来、行財政改革に関する講演会･学習会というと、官から民へ、民から学べという考えの

もとに、営利企業生まれの合理化手法が次々と紹介されました。しかし、７月１３日に星野芳

昭氏を迎えて行われた行政評価研修は、従来のものと異なった視点と手法が示されました。私

も共感するところがございました。 
 基本的な視点として、市民は顧客ではなく、主権者、自治体と営利企業との違い、地方自治
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の運営の原則として二元代表性が示され、これらの視点の上に、これらの視点に沿った行政評

価の考え方と手法が示されました。 
 私は笛吹市の行財政改革については、常々その視点と手法の転換を求めてきましたが、改め

て、これに関連して質問いたします。 
 官から民へという行財政改革から、地方自治体の主体的な改革に転換をすることが必要だと

思います。民から学べといわれてきましたが、その民、特に大企業、多国籍企業が率先して下

請けいじめや派遣切りなどを行い、日本経済の混乱と衰退、格差と貧困を導いてまいりました。

個々の企業の利潤競争が社会全体に衰退と混乱をもたらしたのでありました。民間手法を取り

入れた行革下の行政もこれを軌を一にし、官製ワーキングプアをつくり出し、社会的要請に反

し、早期退職勧奨の推進など、反社会的行為に走りました。 
 次に第１次行財政改革大綱、集中改革プランの結果を見てみましょう。人減らしだけは目標

を超過達成しました。納税率の向上は、向上どころから低下しました。官から民へといって、

指定管理者制度の導入など、公共施設の民営化が進められてきたが、これはどうでしょう。年

間の経費節減額は約６千万円。指定管理に出された施設の経費の５％程度の削減率でありまし

た。直営施設でも電気料やコピー代の節約などで、それ以上の成果を挙げております。市財政

への寄与では、直営施設の経費節減努力にも及ばなかったということではないでしょうか。ま

た、ほとんどの施設について、指定管理制度導入によって、よくなったという声が聞かれませ

ん。この間、行財政改革には企画部門に限らず、事業課末端まで大変な労力を費やしてきたの

ではないかと思います。そこで質問します。 
 １つ、行財政改革自体に、どれだけの労力が投入されてきたか伺います。費用対効果を含め、

行革自体を評価、仕分けすべきだと思いますが、いかがでしょうか。 
 ２つ目に官から民へ、民から学べという行革を見直すべきだと思います。行政改革は地方自

治の原則に基づく、自治体みずからの厳しい自己点検と反省に立った行政改革に転換すべきだ

と思います。まず行政の悪しき体質、すなわちお上体質、有力者との癒着、間違いを認めたが

らない体質、ことなかれ主義、慣例主義、こうしたものを打破しなければなりません。 
 次に地方自治の原則、すなわち住民主権や二元代表制、地方公務員は地域社会、住民全体の

奉仕者であるということ。財政は住民福祉のために、効率的に使わなければならないというこ

と。こうした地方自治の原則に基づいた改革が必要だと思います。市長の所見を伺います。 
 そして、次に提案を含めて所見を伺うものですが、二元代表制に基づく行政評価を確立すべ

きと、私、考えます。私は、かねてより地方自治体の原則は、二元代表制の原則から議会がチェッ

ク機能の向上を進めなくてはならない。そのためには決算をもとに、委員会で１０日でも２週

間でも時間をかけて、行政全般と施策別、事業別の評価を行う必要があると主張してまいりま

した。今、事務事業評価などを外部評価といって、外部有識者や特定の委員を選任して行うこ

とが流行であります。しかし、これは市長の執行権の範囲でやることであり、自己点検の一種

と理解すべきではないでしょうか。市民が主人公および二元代表制の原則に基づけば、市民全

体によるチェックと議会による評価が必要ではないでしょうか。議会は当然のことながら、議

会の基本的任務であるチェック機能、行政評価機能をしっかり果たしたいと考えております。

しかし、議会がそれを望んでも議会だけで、その仕組みをつくることはできません。 
 そこで、市長に伺います。自己点検とともに議会と協力して、議会を中心にした行政評価制

度を確立する考えがあるかどうか、市長の所見を伺います。よろしくお願いします。 
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〇議長（上野稔君） 
 当局の答弁を求めます。 
 市長、荻野正直君。 

〇市長（荻野正直君） 
 日本共産党、渡辺正秀議員の代表質問にお答えをいたします。 
 はじめに、バイオマス堆肥化施設建設についてのご質問でございます。 
 バイオマスセンター建設につきましては、主要施策に位置づけ、バイオマス賦存量の調査や

事業の実行可能性の検討を行い、バイオマスセンター建設事業の基本的な考え方を集約してま

いりました。今後、運営方針や技術水準等を検討し、決定していくこととなります。 
 まず、取り扱い品目の量および建設費等についてでございます。 
 事業化計画に基づき、生ごみ、剪定枝、汚泥について、日量１５トン規模で検討していると

ころでございます。この場合、製造される堆肥の量は年間１，８００トン程度と想定いたして

おります。 
 なお、この規模において想定する建設費は７億円から８億円、ランニングコストは年間５千

万円から７千万円と見込んでおります。 
 次に、資材の確保についてでございます。 
 家庭系生ごみは、現在、その収集運搬方法の検討を行っているのが現状であります。汚泥に

ついては、市のクリーンセンターから排出される汚泥のほか、峡東流域下水道の汚泥の取り扱

いを考慮しております。しかし、下水道汚泥については、国が下水処理場のエネルギー源とし

ての利活用を推進する方針であることや処理単価が安価に推移していること等により、必要と

する下水汚泥の供給が得られるかが不明確であることから、当面はクリーンセンター汚泥のみ

の活用とすることを考えております。 
 なお、堆肥の需要については、先の事業化計画作成の折の事業性可能調査により、年間１，

９００トン程度の需要量を予測いたしております。 
 次に有機農業グループとの連携についてでありますが、現在、有機農業グループと連携して

微生物資材を活用した実証実験を行っております。今後もバイオマスセンターの建設が地域に

おける資源の循環を推進し、バイオマスセンターで製造される堆肥が有機物の活用による農業

経営の確立に資するよう努めてまいります。 
 次に堆肥の資材について、お答えいたします。 
 バイオマスセンターで製造する堆肥は主資材を生ごみとし、副資材には剪定枝を利活用する

ことを考えております。 
 なお、肥料取締法により生ごみからの堆肥は特殊肥料となり、汚泥を資材とする物は普通肥

料に区分されるため、２種類の製品の製造を検討いたしております。 
 続きまして、地方自治の原点に立った行財政改革への転換を求めるとのご質問にお答えいた

します。 
 まず、行財政改革にどれほどの労力が投入されたかについてであります。 
 平成１６年１１月、行政の総合性および機動性の向上を図ることを目的とした行政改革推進

本部を庁内に設置し、以来２１回の行政改革推進本部会議を行うとともに、平成１７年７月に

は、公募の委員を含む行政改革推進委員１６名を委嘱し、行財政改革大綱の策定に向けて、１６回

の行政改革推進委員会を開催したところであります。 
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 第１次行財政改革大綱、集中改革プラン２００５の実施計画６４項目の改革に取り組み、簡

素でかつ効率的な行政を推進してまいりました。特に集中的に取り組むべき改革として、集中

改革プラン２００５の中で定員適正化計画の実施、市税の徴収強化、事務事業の再編整理、公

共施設運営の見直しを掲げ、平成１７年度から５年間で１８億２千万円の財政効果や行政シス

テムの抜本的な見直しを行うことができました。これらの行財政改革は、日々の業務の中で不

断に取り組むべき課題であり、今後も強力に推進していく所存であります。 
 次に行政改革の見直し、転換についてでありますが、官から民へ、民から学べも自治体みず

からの厳しい自己点検も、その趣旨は決して相反するものではありません。たしかに、企業の

経営活動は基本的には利益を獲得することであり、経済変動の激しい時代の中で、合理的な経

営を行い、企業を維持発展させていくものであり、行政サービスの提供を主目的とする行政と

は異なります。しかし、資本・資源の効率化かつ有効な活用を考えるとき、その経営手法にお

いても、民から学ぶことは大きいものがあると思います。 
 本来、行政は民でできないサービスを提供する機関ですが、法令等に抵触しない範囲で優れ

た経営能力を持つ民に業務委託、業務移管をすることは、今後も積極的に検討していかねばな

らないと考えております。 
 次に、行政評価システムであります。 
 二元代表制の特徴は、首長、議会がともに住民を代表するところにあります。ともに住民の

負託を受けました首長と議会が、地方自治の運営において権限を付与されていることは、言う

までもないところであります。住民を代表する議会が、地方自治体の運営の基本的な方針を議

決し、さらにその執行を監視し、積極的な政策提案を行うことで、議会が政策形成の舞台とな

ることこそが、二元代表制のあり方ではないかと思われます。 
 現在、本市で取り組んでおります行政評価システムは、行政みずからが市民の視点に立って

点検・評価し、その結果を企画立案、予算編成に生かすことによって、政策の質的向上を図る

ための、行財政改革の一手法でもあります。そのため、行政評価はＰＤＣＡといった経営サイ

クルのチェック部分にあたり、行政みずからが取り組むべき経営手法の１つとして認識いたし

ております。しかしながら、議会みずからが予算・決算等の審議の過程で、行政評価システム

を導入する方法もあるのではないかと考えております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（上野稔君） 
 渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 ２回目の質問をさせていただきます。 
 バイオマス堆肥化施設建設についてであります。 
 先ほど、市長からお答えをいただきましたが、このバイオマス堆肥化施設、全国的に見ても

大型堆肥化施設を建設している地域というのは、バイオマス資源が豊富であり、かつ、その処

理に苦慮している畜産地帯、大都市および下水道終末処理場でございます。まず剪定枝や間伐

材ですが、これらは肥料成分に乏しく、燃料成分が多いため、エネルギー源とすることが適切

だといわれております。これらをあえて発酵させ、堆肥化することはバイオマスが持つエネル

ギーの浪費であり、エコに反するのではないかと思います。また収集の面でも大変、困難が付

きまとうと思います。 
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 そういう点では、先ほど答弁がございましたように、ぜひ剪定枝や間伐材、これは堆肥の副

資材としては当然、用いるわけですが、主資材と考えることは適切でないという考えを徹底さ

せて進めていただきたいと。 
 ２番目に下水汚泥の処理は、下水道終末処理場の課題であり、そこで解決することが も効

果的であると思います。その点では、国の指針もそうでございますが、そして前に、私も一般

質問で言いましたけども、例えば私の試算でいえば、あの峡東の終末処理場の電気料の半分は、

この汚泥から出るメタンを使って、発電できるという数値を示しましたが、まさにそうしたこ

とで、ＣＯ２削減に貢献する。こういうことがいいことではないかというふうに思いますので、

何か聞くところによると、県に、これを国の指針に基づいて、強力にそのことを進めていくと

いう動きが弱いかのように聞き及んでいるわけですが、ぜひ県に対しても、そういう働きかけ

を強化していただきたいというふうに思います。 
 それから次に、処理方式はどのような方法を考えているか、伺いたいと思います。 
 高温・好気性発酵方法を推進している、ある会社は各地で公害問題、訴訟問題を起こしてい

ると聞いております。そうした情報を十分把握しているかどうか。また、そうした情報を十分

把握して、事業者の選定を厳しく行うことが必要と思いますが、市の認識と所見をお伺いした

いと思います。 
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） 

 まず剪定枝、あるいは間伐材等についてのエネルギー資源としての活用方法ということにな

りますが、答弁でも申し上げたとおり、生ごみを主資材とする中で、副資材という考えはござ

います。特に、この収集方法については、今現在、野焼きが主立った焼却方法ということになっ

ておりますが、温暖化、それからＣＯ２対策を考えますと、バイオマスセンターへの搬入が適

当なものと考えての推進を行っているわけですが、収集運搬方式については、まだまだ協議が

必要なところだと思っております。 
 それから汚泥処理に関しまして、下水道処理で汚泥からの発電によりますエネルギー化、燃

料化ということになりますが、今現在、私どもの市で行っておりますクリーンセンターの汚泥

については、脱水乾燥をする中での一般、民間への処理委託を行っております。峡東流域下水

についても、同じく脱水乾燥を嫌気化する中で、一般、民間は行っていますが、先の答弁で申

し上げたとおり、国においてはエネルギーに限定しての利活用の推進を今現在、図っておると

いうことになります。 
 県においては、今のところ具体的な計画はされておりませんが、こういった動向を見極めな

がら、今後進めてまいりたいと思っております。 
 それから処理方式の中で、それぞれ微生物を使うものについては好気性、あるいは嫌気性と

いう２つの方法論が想定されます。好気性の処理形態の中での民間での訴訟問題等についても、

私どもも認識しております。内容的なものについてもすでに聞き取り、あるいは精査する中で、

今現在においては問題がないものと理解しております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（上野稔君） 
 渡辺正秀君。 
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〇７番議員（渡辺正秀君） 
 どうもありがとうございました。 
 積極的なご答弁であったかと思いますが、ただ 後の問題については、ある企業がその周辺

の環境等について調査して、ホームページへのせたというものについて、その差し止めを裁判

所に申し立てたと。ところが裁判所では、そのこと事実に間違いはないし、公害という可能性

は十分にあるという判断のもとに却下したわけです。こういうことで、何も問題がないのでは

なく、事実あるということを私は指摘し、十分な調査をお願いしたいと思います。このことに

ついては、答弁は必要ございません。よく調べていただきたいというふうにお願いしたいと思

います。 
 行政改革の問題についてですが、１つはこの行政評価の問題、ぜひ議会と協力して、二元代

表性にふさわしい形での行政評価のあり方ということを、探求していただきたいというふうに

お願いします。 
 そして 後に、今、行政改革の目指す形として、新しい公共空間というふうにいっておりま

すが、その中でこれまでの間は、ほとんど公共は官が担っていたと、こういう形では駄目だと

いう前提のもとに、新しい公共空間として、市民、行政、企業、３つの輪で囲んだような形を

絵を描いてやっているわけですが、実はこの古い形としても、公共という概念も、これは新憲

法以降、生まれたものでありまして、その新しい公共の概念の未達成が現在の問題ではないか

と思います。 
 そして新しい公共空間といいますが、これは新地域経営体を目指すものであるというふうに

思います。それは１つは、国の目論見としては、ナショナルミニマムを廃止していくというこ

とと、行政の側としては戦略本部化していくということではないかと思うわけです。そういう

中で、私たちが目指すのは、やはり憲法・自治法の基本に則ったものではないかと。そして、

そういう中では税金を取っている、税金によって運営している行政でございまして、また職員

は税で雇用しているわけでございます。こうしたものの役割としては、行政は全体の奉仕者で

あるし、それから職員も全体の奉仕者でございます。そうした中では、やはり戦略本部という

ことで、官僚化するのではなくて、まさに地域の中で、その地域活動の専従者として奉仕して

いく、これが行政職員の役割ではないかと思います。私は、そういう点では、まさに市民、住

民組織、市民団体、その活動を支えるもの、その活動の核ということを強調したいと思います。

こういう考えを持って、そして地域コミュニティ、それから自治体を運営していくことをぜひ

お願いしていきたいと思います。所見をお願いします。 
〇議長（上野稔君） 

 答弁を、荻野市長。 
〇市長（荻野正直君） 

 ただいまの渡辺議員の再質問でありますけども、まさに新しい公共、これにつきましては、

本当に市民とともに新しい公共については、これからしっかりと考えていかなければいけない

というふうに思っておりますし、また行革も含めて、そのことを中心にやっていくということ

と、なおかつ、いわゆる行政というのは市民の税で行うものでありますから、やはり、そこで

働く職員は、その税の重さ、そしてなおかつ市民一人ひとりの安全と安心、そして幸福、こう

いったものにどう寄与するかということが、大きな課題ではないかと思っております。 
 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） 
 後に、ぜひ戦略本部のようなものではなくて、まさに市民の中に入って、その核として、

専従者として頑張っていく、そういう行政組織の確立をお願いしまして、私の代表質問を終わ

りたいと思います。 
〇議長（上野稔君） 

 以上で、日本共産党の代表質問を終わります。 
 続いて、新和会の代表質問を行います。 
 内藤武寛君。 

〇１８番議員（内藤武寛君） 
 新和会の内藤です。 
 議長の許可をいただきましたので、質問をさせていただきます。 
 今、日本列島は記録的な猛暑に見舞われ、熱中症で亡くなられる方もおります。なかなか秋

の気配も感じられません。一方、政治の世界においても民主党の代表選挙が行われ、菅・小沢

両氏によって熱い戦いが繰り広げられております。どちらの熱さも早く終結してもらいたいも

のだと思っております。 
 笛吹市においては、荻野市政６周年を迎え、大型施設整備構想も発表され、具現化しつつあ

ります。市民第一主義、市民協働の市を目指す荻野市政に期待を込めるとともに、私たち新和

会も市民目線に立ち、笛吹市発展のために努力することを誓いながら質問に入ります。 
 １問目として、笛吹市の道路行政について伺います。 
 第１次笛吹市総合計画の実施計画の中で、人が行き交う道路、交通ネットワークづくりを目

標に、幹線道路網の整備が計画されております。その中で３事業について、質問を行います。 
 １．砂原橋の架け替えについての今後の工程を伺いたい。 
 私たち地元では、合併前からこの砂原橋の架け替えの実現を願い、ごみの焼却場用地として

立候補した経緯もあります。しかしながら、その望みも断たれ、半ば遠い夢だと思っておりま

した。今回の笛吹市大型施設整備構想の中に組み入れられ、７月３０日には砂原橋建設期成同

盟会の席上、河川管理者、国交省との協議を進めながら事業を進めるとの説明がありました。

また今回の補正にも、３，５００万円余りの調査費が計上されました。私は、この事業こそ、

合併がなければ到底実現できなかった事業だと思っております。合併特例債があったからこそ、

この事業に取り組むことができ、合併の成果だと強く感じているところであります。 
 次に市道御坂９５０号線、イエローハットからみさかの湯まで、その南側の畑地総合整備事

業、幹線１号の進捗状況と今後の工程を伺いたいと思います。これは、事業名は違っていても

同一路線であり、多機能アリーナ候補地へのアクセス道路でもあるかと思います。 
 次に中央道スマートインター建設の進捗状況と取り付け道路について、伺いたいと思います。 
 このインターについては、地元の区長会や地元から強い設置要望のあった事業ですが、笛吹

市からの公団への強い要望が実り、過日の砂原橋建設期成同盟会の席上での説明で、名称も笛

吹インターと決まったと聞いております。国の方針にも左右される事業だとは思いますが、今

後の取り組みをお伺いいたします。 
 今、申し上げた３つの事業を効率的に結びつけることが、笛吹市の今後の道路行政の中で物
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や人の流れを促し、地域の発展のために欠かせないと考えますが、当局の考えを伺いたいと思

います。 
 笛吹インターができた場合、東西方向は今の八代甲府線で車の流れは吸収されると思います

が、南北方向については、中央道の側道があるのみで、交差点が多く道幅が狭いのが現状であ

ります。市道９５０号線、または畑総幹線１号をインター予定地まで延伸する計画はあるか。

また砂原橋取り付け道、または境川方面とインターを結ぶ道路をどのように考えているか、当

局に伺いたいと思います。 
 次に２番目として、境川ごみ処理場の進捗状況と八千蔵・高家地区、元ごみ処理場予定地の

活用についての、その後の進捗状況を伺いたいと思います。 
 この件は、前にも新和会の堀内議員も質問を行っていますが、平成１９年の２月、境川町上

寺尾地区からの応募にはじまり、甲府、笛吹、山梨、甲州の４市の共同処理施設と県の 終処

分場建設地として決定され、３年が経過しております。その後の経過を伺いたいと思います。

この件および４市の処分場建設と同時進行の形で、八千蔵・高家地区の利用法を考えていくと

いう説明だったと理解しております。その後の一時期、４市のバイオマスセンターを建設する

という案もあったようですが、その後の進展をお伺いいたします。地元八千蔵地区の人たちも

大変、心配しているようです。早期の解決をお願いしたいと思います。 
 ３番目として、高齢者の見守り体制と地域ケア体制整備について、お伺いいたします。 
 わが国は少子高齢化が急速に進み、人口減少時代を迎えています。現在２０%を超えている

高齢化率は、２０５５年には４０%に達すると見込まれています。また、高齢者の一人暮らし

世帯および高齢者のみの世帯の占める割合が高くなることが見込まれています。さらに都市部

において、高齢化が急速に進展することが見込まれるとともに、すでに高齢化が進んでいる地

域においては、過疎化がさらに進行することも懸念されております。 
 そうした中、１００歳以上の所在不明高齢者が全国で相次いで発覚いたしました。本市にお

いては、住民基本台帳に登録されている１００歳以上の高齢者については、所在が確認されて

いるとのことです。 
 以上のような人口構造や世帯構造の変化、高齢化の進展に留意しながら、地域における見守

りや地域ケア体制の整備に取り組むことが求められております。そこで伺います。 
 １．住み慣れた自宅や地域において、高齢者が２４時間安心して暮らせるようにするために

は安否確認、緊急時の対応、生活相談、配食サービスなど多様な見守りサービスが提供される

必要があると思います。また、これらの見守りサービスは家族、近隣住民、ボランティア、民

間事業者など、多層的に提供されることが望まれると思います。本市におけるサービスは、ど

のように行われているのか。また、一人暮らしの高齢者等の緊急時の対応として、３月議会で

も一般質問でありましたが、救急医療情報キットの早期実現の考えはどうか伺います。 
 次に地域ケア体制の整備は、高齢者の生活を支える医療、介護、福祉等の総合的な体制整備

を人口構造等の中長期的展望をふまえつつ、各地域におけるニーズに即応して行う必要がある

と思います。本市の地域包括ケア体制整備の取り組みについて、考えを伺います。 
 以上、質問とさせていただきます。どうもありがとうございました。 

〇議長（上野稔君） 
 当局の答弁を求めます。 
 市長、荻野正直君。 



 ８５

〇市長（荻野正直君） 
 新和会、内藤武寛議員の代表質問にお答えをいたします。 
 はじめに、笛吹市の道路行政についてのご質問のうち、砂原橋架け替えの今後の工程につい

てであります。 
 国土交通省関東地方整備局管理の笛吹川における河川法２４条、土地の占用の許可、河川法

２６条、工作物の新築等の許可、河川法５５条の河川保全区域における行為の制限など、それ

ぞれの河川協議申請に対して、平成２３年９月までに認可されるよう、河川解析、河川条件確

認等の準備を進めてまいりました。 
 現在は砂原橋の架け替えに伴う、年平均 大流量時における水位上昇の影響、また河川護岸

の浸食などを解析している状況であり、その解析結果をもとに適切な架け替えの位置および橋

梁配置などの条件を決定する予定となっております。 
 今後の施行工程としては、河川内の工事工程についても河川協議内容の一部となっており、

詳細工程については、今月末までに砂原橋詳細設計業務委託を発注することとしております。 
 設計完了後、早期着手･早期完成を目指して、平成２３年出水期明けの秋には、橋梁下部工

の着工を目指しております。 
 次に市道御坂９５０号線、畑総幹線１号の進捗状況と今後の工程についてであります。 
 まず、市道御坂９５０号線の事業につきましては、国道２０号成田交差点手前から、みさか

の湯の南側市道御坂７号線までの延長約５００メートル、幅員が車道７メートル、歩道３メー

トルで計画しております。平成２１年度に用地調査業務を発注し、用地調査が終了いたしてお

ります。 
 本年度、現地において説明会を実施したところ、道路線形について一部異論があったため、

修正をしているところでありますが、今後、関係者の協力をいただく中で、事業を進めていき

たいと考えております。 
 本年度事業につきましては、一部地権者との用地買収および補償交渉を進めていくこととし

ております。 
 なお、国道２０号の交差点部分につきましては、関係機関との協議により交差点全体の改良

を要すため、完成につきましては、平成２５年度を予定いたしております。 
 次に、県営畑総事業笛吹川左岸地区幹線農道１号については、みさかの湯の南側市道７号線

から、八代町北地内の県道藤垈石和線までの総延長１，３００メートルの整備を予定いたして

おります。車道幅員については７メートル、片側３メートルの歩道が付く幹線農道であります。

今のところ八代町側の一部を除いて、用地買収契約はほぼ完了をいたしております。 
 県の説明によりますと、工事は今年度、みさかの湯側から馬場川右岸側までの延長５５０メー

トルを秋から着工すると伺っております。引き続き、平成２３年度と２４年度の２カ年間で全

線完成を目指して、事業の促進を図ってまいります。 
 次に、中央道スマートインター建設の進捗状況と取り付け道路についてであります。 
 平成２１年９月にネクスコ中日本および関係行政機関により、スマートインターチェンジの

設置に向けた第１回目の勉強会を開催し、さらに本年６月の第２回目の勉強会において、接続

位置を中央自動車道と主要地方道甲府笛吹線が交差する付近とする方向で、調整が図られたと

ころであります。 
 今後の取り組みとしましては、引き続き勉強会を重ね、地区協議会設置に向け実施計画書の
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素案づくりに取り組んでまいります。 
 また、国の動向もふまえた中で実施計画書等を作成し、本格運用の認可が得られるよう関係

機関と調整を図り、早期事業化に向けて取り組んでまいります。 
 次に、今挙げた３つの事業を効率的に結びつけることが地域の発展のために欠かせないので

はないかについてでありますが、道路網の整備につきましては、市民の日常生活の利便性を高

めることはもちろんのこと、市内外の来訪者を結びつける重要なネットワークとなるものであ

りますので、今後とも効果的・効率的な道路整備に努めてまいります。 
 次に市道９５０号線、または畑総幹線１号を中央道スマートインター予定地まで延伸する計

画はあるかについてであります。 
 先ほど申し上げましたとおり、八代町北地内の県道藤垈石和線までの整備を計画いたしてお

ります。そこからの延伸ルートにつきましては、天川を越えなければならないことなどの課題

がございます。また、スマートインターの取り付け道路が現在検討中であるため、今後の検討

課題とさせていただきたいと思います。 
 次に砂原橋取り付け道路、または境川方面とスマートインターチェンジを結ぶ道路をどのよ

うに考えているか伺いたいについてでございます。 
 既存の道路の有効活用も視野に入れた中で、スムーズな交通の流れに配慮した道路整備に努

めてまいりたいと考えます。 
 次に境川ごみ処理場の進捗状況についてのご質問でありますが、甲府・峡東地域ごみ処理施

設整備事業につきまして、今までの経過と事業の進捗状況および今後のスケジュールについて、

お答えいたします。 
 ４市で構成する一部事務組合では、これまでごみ処理広域化計画や循環型社会形成推進地域

計画に基づき、事業実施に伴う地質調査、地下水調査、埋蔵文化財の試掘調査、猛禽類調査お

よび地形測量業務等、各種の必要とされる調査を行ってきたところであります。 
 猛禽類調査では、オオタカのモニタリング調査を継続しながら、その後、発見された絶滅危

惧種に指定されているミゾゴイの調査を本年８月で終了したところであります。 
 今後、この調査結果に基づき専門家とのヒアリングを行うとともに、環境保全措置の計画立

案を行い、環境影響評価準備書に反映させていくことになります。 
 現在は、ごみの中間処理施設建設予定地の用地測量、造成基本計画、地質調査等の委託業務

の発注を終えるとともに、温泉施設建設を含めた公園等の前付・蟹沢開発の地元要望施設の規

模も、山梨県および地元対策委員会との基本的な合意に至りましたので、一部事務組合では早

急に基本計画を作成し、環境影響評価準備書に反映させていくことといたしました。 
 また同様に、収集運搬や処理に対する適切な方法と搬入品目および搬入量に伴う施設規模の

確定により、中間処理施設の見積もり発注依頼を行う予定であることから、着実な事業の推進

が図られている状況であります。 
 これらをふまえ、平成１９年度から実施されてまいりました山梨県環境影響評価条例に基づ

く環境影響評価につきましても、準備書の作成が進められており、都市計画決定に向けた都市

計画案の作成も並行して進められているところであります。 
 今後のスケジュールにつきましては、環境影響評価準備書の作成後、準備書の縦覧と都市計

画案の公告が行われ、知事意見等を反映した評価書の縦覧および都市計画決定の告示を行いま

す。その後、用地買収、埋蔵文化財の調査を行い、すべての手続きが終了後、造成工事、建設
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工事に着手する予定であります。供用開始につきましては、現時点で平成２７年度の予定です

が今後の事業の進捗状況によっては、変更となることも考えられます。 
 本市といたしましては、一部事務組合とともに事業が円滑に進められるよう積極的に取り組

んでまいりたいと考えております。 
 次に八千蔵・高家地域の活用方法および、その後の進捗状況についてですが、当該地域の活

用方法につきましては、これまでもたびたびご説明しておりますとおり、本市および甲府市、

山梨市、甲州市の４市の首長で組織いたします八千蔵地域等対策協議会において、協議を重ね

ております。 
 昨年１１月の協議会において、八千蔵・高家地域の土地活用方法について、１つの市が運営

する施設へ他市が財政負担することは、議会や市民への説明が難しいということでした。本市

が提案しましたバイオマスの堆肥化施設を中心とした利活用については、生ごみの分別収集の

問題やバイオマス処理計画の違いから、甲府市、山梨市、甲州市ともに共通利用施設としては

難しいことが確認され、改めて４市で共通利用できる施設を整備することを確認いたしました。

広域的な利活用を目指していくことといたします。 
 そのため協議会では、昨年１２月に、県に対しまして県施設等への活用や広域的に利用でき

る施設としての利用などについて、要望活動も行ったところであります。その後、地域への報

告会を開催し進捗状況の説明を行うとともに、４市の関係職員で構成する幹事会を開催するな

どし、整備活用方法についての検討や情報交換・情報収集に努めているところですが、現段階

では、活用方法が見出せていないのが現状であります。 
 八千蔵・高家地域の利活用につきましては、境川地内の甲府・峡東地域ごみ処理施設の進捗

状況と並行して進めていく必要がありますことから、今後も甲府市をはじめとする関係機関と

精力的に協議を行い、地元の皆さまのお約束を念頭に置き、行政として責任を果たすべく鋭意

努力してまいりますので、ご理解をお願いいたします。 
 続きまして、高齢者の見守り体制と地域ケア体制整備について、お答えいたします。 
 本市の高齢者人口は、全国平均より若干速いペースで増加いたしており、高齢化率も数年の

うちに２５％を超え、４人に１人が６５歳以上の高齢者となってまいります。 
 本市の高齢者の在宅生活を支える見守りを中心としたサービスにつきましては、大きく分け

て介護保険サービスと市単独で行う福祉サービスとがあります。介護保険におけるサービスに

は、在宅生活での介護や家事援助などを行う訪問介護サービスや看護師などが療養上の世話を

行う訪問看護サービスなどがあります。 
 市単独で行っている福祉サービスには、一人暮らし高齢者等の緊急時に消防署へつながる緊

急通報システム、乳酸菌飲料の配達を行いながら安否確認を行う一人暮らし高齢者見守り事業、

食事の確保が困難な高齢者に対して直接手渡しを行う配食サービス、閉じこもりがちな高齢者

の外出機会をつくる生きがいデイサービスなどがあります。 
 さらに、要介護状態とならないように虚弱な特定高齢者を対象とした筋力向上事業等の実施

や地域の一般高齢者を対象とした、やってみるじゃん介護予防事業等を実施しているところで

あります。また、今月の老人週間を中心に敬老祝い金の配布時には、市職員や民生委員さんが、

高齢者宅を訪問して、お祝い金等を直接手渡ししております。 
 これらの具体的な事業のほかに、高齢者の日常生活における心配ごとや介護サービスの利用

方法、高齢者の権利擁護など、多岐にわたる相談につきまして、地域包括支援センターに専門
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職員を配置して、対応を行っているところであります。 
 次に救急医療情報キットの早期実施についてでございます。 
 高齢者の緊急時の医療情報を、どこの家庭にもあります冷蔵庫に保管しておくことで、救急

搬送時の貴重な情報となるものとして、本年３月議会においても一般質問をいただいたところ

であります。 
 一人暮らし高齢者世帯等の情報の把握や導入後のキット内の情報の更新等を含めて、具体的

協議をさらに詰めて、来年度から実施していきたいと考えております。 
 次に、地域包括ケア体制整備の取り組みについてでございます。 
 本年度に国の市町村地域包括ケア推進事業による補助事業の採択を受け、現在、具体的な取

り組みを始めたところであります。 
 この事業につきましては、介護保険制度が始まって１０年を経過する中で、今後も持続可能

な介護保険制度を維持していくため、特に高齢者の地域での生活を支えていく、新たな取り組

みとして位置づけられております。 
 介護と医療と福祉のそれぞれのサービスと地域の持つ力、近隣や家族との共助の連携を深め、

高齢者が地域で生活していくための介護保険サービスを含めた適切な情報を、地域包括支援セ

ンターから発信できるような仕組みづくりを目指してまいります。 
 本年度につきましては、市内の介護保険事業者や医療機関等の情報収集を進めながら、峡東

圏域の各市とも広域的な連携体制を整えるとともに、入院生活から在宅生活となる高齢者のリ

ハビリ支援の仕組みについても市内医療機関に委託を行い、新たな仕組みづくりを構築して実

証してまいりたいと考えております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（上野稔君） 
 内藤武寛君。 

〇１８番議員（内藤武寛君） 
 どうもありがとうございました。 
 特に救急医療情報キットにつきましては、２３年度からの実施というようなご答弁をいただ

きました。本当にありがとうございました。 
 引き続きまして、３つほど質問させていただきます。 
 現時点で、現在、県で計画されている山梨環状線の笛吹市内における接続ランプが何カ所く

らいになるか。また、その場所が具体的に分かりましたら、教えてください。砂原橋の取り付

け道路が、環状線に接続できることを切に望むものですが、見解を伺いたいと思います。 
 次に通称、第２農免、宮坂道について伺いたいと思います。 
 過日の報道で、工期を１年間延ばしたと報道されておりますが、着工以来、２０年間余りが

経過しておりまして、残る工事区間は本当にわずかであります。なんとかならないものか。ま

た地権者との用地交渉が難航しているとも聞いていますが、見通しを伺いたいと思います。 
 次に境川ごみ処理場の建設に伴いまして、再質問させていただきます。 
 これもやはり８月２８日の山日新聞に、地域振興に温泉施設を整備すると報道されておりま

す。報道によりますと、温泉を新たに掘削して、７ヘクタールの用地に１千平方メートル規模

の施設を建設、農産物の直売所、公園の整備等を図り、用地施設は笛吹市の所有とするとなっ

ております。整備費は県と４市が負担するとなっていますが、整備費はどのくらいかかるのか。
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また笛吹市の負担割合は、どのくらいになるのか伺います。 
 また従来は、温泉については処理場から出る熱を利用するのではないかといわれておりまし

たが、この点についても質問をいたします。 
 次に高齢者の地域ケアについて、再質問をいたします。 
 ６５歳以上には、元気な高齢者がたくさんいます。これらの高齢者を貴重なマンパワーとし

て、高齢者社会に位置づけ、支えられる高齢者から支える高齢者へという意識の改革が必要と

思います。全国でも多くの高齢者が活躍している事例を聞きますが、そうした意欲を持った高

齢者層の人材育成や活用の考えはないか、伺います。 
 以上、再質問とします。 

〇議長（上野稔君） 
 答弁を求めます。 
 山梨環状線の件を、佐藤建設部長。 

〇建設部長（佐藤貞雄君） 
 内藤議員の再質問でありますけども、再質問の 初の質問である、私のほうからは新山梨環

状道路における笛吹市内のランプ数、それから設置場所、また砂原橋からの道路を環状道路の

ほうに接続できないかとの再質問でありますけども、お答えをさせていただきます。 
 まず、この道路につきましては、国と県におきまして、概略の計画でありますけども、新山

梨環状道路の笛吹市内には、３カ所のランプが予定されております。そのうちの１つにつきま

しては、これもあくまでも予定でありますけども、国道２０号線沿いのカタクラ周辺が計画さ

れております。それから２カ所目につきましては、河内の佐久神社の東側付近、さらに３つ目

としましては、同じく佐久神社の南側付近という計画が、とりあえず示されております。 
 以上が、そのランプ数、それから場所についてであります。 
 次に、砂原橋の取り付け道路を新山梨環状道路に接続をしてもらえないかとの質問でありま

す。 
 この新山梨環状道路につきましては、中央道のような高規格の道路とか、また一般国道、そ

ういった道路との中間的な役割を果たす道路となっております。したがいまして、設計の速度

等については、時速６０キロから８０キロといったような速度を確保すること。さらに４車線

以上で、主要な交差点は立体交差となる、そういった道路がこの新山梨環状道路の意味合いと

なっております。 
 したがいまして、新山梨環状道路としての規格、それから道路の性格上、市道石和の１３号

線、砂原橋からの道路でありますけども、そこからの直接の乗り入れということにつきまして

は、不可能な状況となっております。 
 なお、主要な国道、それから県道との接続については、スムーズなアクセスができるよう、

適切な接続方法、それから位置を検討することとされておりますので、国道２０号線、それか

ら現状の県道甲府笛吹線、あるいは白井河原八田線、こういった道路との経由によって、新山

梨環状道路に接続される、そういったものと思われます。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（上野稔君） 
 畑総の関係は、豊角産業観光部長。 
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〇産業観光部長（豊角英人君） 
 通称、第２農免、東八中央農免農道の未開通区間についての再質問にお答えいたします。 
 この事業については、すでにマスコミ等で報道されておりますとおり、今年度全線開通をと

いう予定でありましたが、国の補助金の確保、あるいは土地交渉等の難航がございまして、県

が１年間、先に送るという決定を下したものであります。 
 難航個所については、御坂町の竹居地内の一部になりますが、相続等の問題ということで聞

き及んでおります。今年度においては、主要地方道、笛吹川市川三郷線交差点の取り付け改良

工事が計画されておりまして、未買収個所についても、今後さらに交渉を試みる中で、事業完

了までに県と協議を重ねる中で、地元および関係支所との連携を図りながら、全線開通に向け

て努力をしてまいります。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（上野稔君） 
 続きまして、境川ごみ処理場の関係については、加藤市民環境部長。 

〇市民環境部長（加藤寿一君） 
 それでは、内藤議員の再質問にお答えいたします。 
 ８月２８日、山日新聞の境川ごみ処理場の地域振興の温泉施設の報道の件でございます。 
 まず整備費、それから負担割合、また当初、中間処理施設の熱利用であったが、温泉掘削に

なった理由の３点にお答えしたいと思います。 
 まず、境川のごみ処理施設につきましては、ご存じのとおり、境川の上寺尾区が山梨県へ寺

尾の字前付・蟹沢、約２８ヘクタールに中間処理施設を併設する 終処分場の建設要望書を地

域振興策の整備要望とともに提出された経過がございます。 
 今回の要望施設は、この中にあります温泉施設、あるいは体育施設、プール、あるいは観光

施設などの要望がありまして、地元前付・蟹沢開発委員会と 終処分場の事業主体であります

山梨県環境整備事業団、中間処理施設の建設主体であります甲府・峡東ごみ処理組合と協議を

行いまして、１千平方メートル規模の温泉施設建設をして、農産物直売所を併設すること。ま

た周囲は、公園として整備していくことで合意したものでございます。 
 現在、基本設計に入っている段階でございまして、ご質問にあります整備費用につきまして

は、設計等々が進んだ段階で算定をされてくるものと思っております。 
 また温泉掘削の件でございますが、当初、地元からの要望は温泉の施設設置の要望でありま

した。その後、経費面から余熱利用を打診した経過がございますが、地元の要望はあくまでも

温泉施設であるということでございまして、温泉を掘削するということになったものでござい

ます。 
 なお、地域振興施設につきましても、環境影響評価の準備書、あるいは都市計画案へ盛り込

む必要があるということがございまして、その施設内容の決定を優先したという経過がござい

ます。したがって、整備費の負担割合につきましては、 終処分場の応募に至った経緯などを

ふまえた中で、 終処分場、ならびに中間処理施設のそれぞれの建設主体であります山梨県環

境整備事業団、一部事務組合、それと構成４市と協議を進めることとなっております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（上野稔君） 
 高齢者関係を、中川保健福祉部長。 
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〇保健福祉部長（中川啓次君） 
 内藤武寛議員の高齢者の関係で、意欲のある高齢者についての人材育成や活用については、

どのように考えているかというふうな内容のご質問でございますが、ご質問のとおり、現在、

団塊の世代といわれる方々が高齢者の仲間入りをしてきている状況がございまして、地域社会

での活動を積極的に行っていただけるという方々が、非常に多くなってきているのが現状でご

ざいます。 
 そうした方々に対して、今後の活躍の場を提供していく必要性は、非常に強く感じておると

ころでございまして、まず、その受け皿の１つといたしまして、昨年度から取り組んでおりま

す認知症サポーター養成講座というものがございますが、これには現在、多くの高齢者も参加

をいただいておりまして、そのほかに本年度から高齢者向けのボランティア講座として、シル

バーボランティア養成講座の開催も行っているところでございます。これにつきましては、具

体的には、高齢者の話を聞いてあげるという形の中の傾聴ボランティアというのがございます。

それから地域で、新たなボランティア活動に取り組むための地域ボランティア。さらに介護施

設等でボランティア活動を行う介護施設ボランティアの３つの講座を現在、行っております。

この７月に、この３講座を行ったわけでございますが、３講座で述べ５７名の高齢者が受講さ

れている状況でございます。今後、また１０月にも同様の講座を引き続き開催していきたいと

いうふうに考えております。 
 さらに今後、地域で活躍できるボランティアづくりを進めていく方向でおりまして、社会福

祉協議会にはボランティア団体の事務局もございますので、こういった関係機関とも連携をす

る中で、高齢者の地域活動、あるいは社会活動が活発に行われるような取り組みを進めていき

たいというふうに考えております。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（上野稔君） 
 内藤武寛君。 

〇１８番議員（内藤武寛君） 
 どうもありがとうございました。 
 後に八千蔵・高家の跡地の問題ですけども、ぜひ笛吹市が先頭に立って、有効活用が早く

できますように、ご努力をお願いしたいと思います。 
 そして、 後に先ほど市長が命をかけるという熱い思いを述べられましたけども、熱意は十

分伝わりました。ですから命を大切に、ぜひよろしくお願いいたします。 
〇議長（上野稔君） 

 荻野市長。 
〇市長（荻野正直君） 

 ２つ、お答えをさせていただきます。 
 １つは、先ほどお話がありました４市の共同処理場の件でございますけども、いわゆる地元

要望施設が笛吹市の財産であると、この点について深くご理解をいただきたいというのは、名

目的には笛吹市の財産にするわけでありますけども、いわゆる補助金をいただく関係で、どう

しても、いわゆる個の自治体が事業主体にならなければならない、こういう状況がありまして、

そしてそれをお引き受けすることといたしました。 
 しかし、自主的には４市と県で、すべての事業もいたしますし、なおかつ運営もしていくと
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いうことでありますから、ぜひ、その点だけは誤解のないように、ひとつご理解を賜りたいと

思います。それが１点。 
 それから八千蔵・高家の点でありますけども、これにつきましては、再三、私は申し上げて

おりますとおり、これを本当に、 初のごみ処理場を建設するときにお申し出をいただいて、

こんなにありがたい話はないというところから始まった話であります。 
 その地域の皆さまの思いは、私の胸の中にしっかり、脈々と生きておりますから、そのこと

をぜひともお伝え申し上げ、そして今、４市との協議の中でも、やはりこれは地元の皆さま方

の気持ちを 後までお伝えしながら、並行してこの事業を進めていくというふうに申し上げて

おりますから、それについては、さらに前向きに頑張っていきたいというふうに思います。よ

ろしくお願いいたします。 
〇１８番議員（内藤武寛君） 

 どうもありがとうございました。 
〇議長（上野稔君） 

 以上で、新和会の代表質問を終わります。 
 本日の議事は、すべて終了いたしました。 
 明日７日は、午前１０時から再開します。 
 本日は、これにて散会いたします。 
 ご苦労さまでした。 

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

散会  午後 ４時０５分 
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平成２２年笛吹市議会第３回定例会 
 

１．議 事 日 程（第３号） 
平成２２年９月７日 
午前１０時００分開議 
於 議 場 

 
 

日程第１ 一 般 質 問 
 
 

２．出席議員は次のとおりである。（２４名） 
 
 １番  網 倉 正 治 ２番 志 村 直 毅 
 ３番 野 澤 今 朝 幸 ４番 北 嶋 恒 男 
 ５番 中 村 正 彦 ６番 風 間 好 美 
 ７番 渡 辺 正 秀 ８番 亀 山 和 子 
 ９番 降 矢 好 文 １０番 堀 内 文 藏 
 １１番 中 村 善 次 １２番 龍 澤   敦 
 １３番 野 沢 勝 利 １４番 寳     修 
 １５番 新 田 治 江 １６番 大 久 保 俊 雄 
 １７番 小 林   始 １８番 内 藤 武 寛 
 １９番 中 川 秀 哉 ２０番 渡 邉 清 美 
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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。 
 なお、猛暑のため、議場の中が非常に温度が上がっております。 
 質問者および答弁者についても、上着を脱いでも結構です。 
 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します。 
 なお、議長の命令に従わないときは、地方自治法の規定により退場を命じますので、念のた

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

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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、７名から１２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、通告者の質問が

すべて終了後となりますので、ご承知願います。 
 それでは１番、網倉正治君。 

〇１番議員（網倉正治君） 
 おはようございます。笛政クラブの網倉でございます。 
 議長の許可をいただきましたので、質問をいたします。 
 地球温暖化の影響でしょうか。今年の夏は日本の平均気温が、統計を始めた過去１１３年間

で も熱い夏になりました。特に高齢者の皆さんにとっては、日々の生活が大変だったことと、

ご推察申し上げます。 
 国政では、自民党から民主党への歴史的政権交代から、ほぼ１年が経ちましたが、少子高齢

化の進展、循環型社会への移行、情報化社会等、社会情勢の変化が進んで、解決しなければな

らない課題がたくさん出てきております。国民が期待する安定した国政とともに、生活を守る

景気高揚対策を強く望んでおります。 
 はじめに、市民と行政の協働のまちづくり推進の取り組みについて、お伺いをいたします。 
 笛吹市は美しい自然とおいしい果樹産地、豊富な温泉、歴史的資源等、めぐまれた地域での

行政が進められてまいりましたが、長引く経済不況の影響を受け、本市の農業経営、環境産業

をはじめ、地域経済産業の多くが低迷をいたしております。経済は明るい兆しが見え始めてい

るとはいえ、いまだに予断を許さない状態が続いていると感じております。 
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 この経済状況を乗り切るためには、市政においては国政、社会変化に柔軟に対応しつつ、市

の課題に取り組んでいかなければなりません。さらに、市が策定した第１次笛吹市総合計画の

さまざまな施策を行政と市民とが協働で進める努力をし、合併した７町村が今まで以上に人と

人との連携を深め、限られた人材、資源を発掘、地域の特性をふまえた活性化を進める必要が

あります。 
 総合計画施策の一事業として、市では平成１９年に市民活動団体や行政区の地域を活性化す

るために行う事業を立ち上げ、各事業者、団体、行政区などが行う事業に対し、それぞれ助成

金を交付し、支援を行ってまいりました。さらに、この事業を充実・活性化するために努力を

重ねておられると推測をいたしております。 
 そこで地域を活性化するために行う事業について、今までの取り組みの成果と今後の事業推

進目標について、お伺いをいたします。 
 また現在、笛吹市の区は１３２区あります。この多くの区と区民、行政が今まで以上に地域

を愛し、よりよい協働を構築することが市の発展につながります。全国的に少子高齢化が進む

中で、先に総務省が発表した住民基本台帳に基づく２０１０年３月末時点での人口は、人口動

態調査によると、人口増は９都道府県、人口減は３８都道府県と報道され、山梨県でも２，９１２人

減少をいたしました。笛吹市全体では、わずかながらの減少を見ましたが、一方では合併後も

依然として人口増加が続いている地域も存在します。しかし、その多くが近隣との交流の機会

が少ない居住者であります。人口増加と反比例し、地域コミュニティが低下する中で、行政区

の運営や防災、福祉、住民の交流等、さまざまな課題が生まれております。 
 それらを円滑に進めるための人間関係構築には、区住民はもちろんですが、行政基盤である

区の人口増加変動を考えた新たな施策を市としても積極的に取り組みをし、市の発展につなげ

てほしいと願うところであります。 
 そこで、今後も人口増加が予想される区に対し、地域コミュニティ力と活性化を促す観点か

ら、行政の強い支援策として、区民と職員が一体となった体制を整備する考えがあるのかをお

伺いをいたします。 
〇議長（上野稔君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、梶原総務部長。 
〇総務部長（梶原清君） 

 網倉正治議員の一般質問にお答えします。 
 まず、市民活動団体への今までの取り組み成果と今後の目標についてですが、本市は第１次

総合計画で市の将来像をみんなで奏でる“にぎわい・やすらぎ・きらめき”のハーモニーと定

め、目指す将来像実現に向けた取り組みの柱として、市民の主体的な活動を支える仕組みづく

りおよび市民と行政のパートナーシップづくりを掲げております。 

 具体的には、平成１９年度より市民活動支援課を設置し、市民の自主的・自発的な活動、な

らびにボランティアやＮＰＯ活動を支援していく施策の１つとして、合併特例債などによる地

域振興基金の運用益を活用した地域振興促進助成事業に取り組んでまいりました。 

 本事業も今年度で４年目を迎え、平成１９年度には１６団体に１８０万９千円、平成２０年

度は３３団体に８８１万３千円、平成２１年度には３１団体に７９３万５千円を交付し、３年

間で８０団体に、１，８５５万８千円の助成金の交付を行いました。今年度も、すでに１４団
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体に４１３万円の助成金の交付を行っております。 

 また、助成事業の内容や成果につきましては、実績報告会を開催し、実施団体からの報告や

資料掲示などにより公表を行うほか、広報ふえふき、市のホームページ、ポータルサイトよっ

ちゃばるネット笛吹、市民活動・地域づくり情報紙よっちゃばる通信などを通して市民の皆さ

まにお知らせしております。 

 活動内容も、子育て支援や青少年育成・地域資源を生かしたまちづくり・伝統文化の保存・

伝承、地域防災の取り組み、ボランティアガイドなど多岐にわたっており、市民活動の力強さ

を感じるとともに、この事業が市民活動や地域活性化の一助を成していることを実感している

ところであります。 

 多くの市民活動団体にご活用いただいている本事業でありますが、今後より多くの皆さまに

ご活用いただけるよう、広報紙をはじめホームページやポータルサイト、よっちゃばる通信な

どにより周知を図り、さらに活用を広めてまいります。 

 なお、助成事業継続期限の３年を経過する団体の活動支援につきましては、活動状況を見な

がら、早い段階から活動継続のための指導や助言などを行ってまいりたいと考えております。 

 また、昨年運用を開始した市民活動や地域づくりを支援する、インターネットポータルサイ

ト よっちゃばるネット笛吹には、現在４１団体が登録され、ご活用いただいております。こ

のサイトは、市内で活動している市民団体のほか、行政区や公民館、学校やＰＴＡなど、さま

ざまな団体のホームページを立ち上げることができ、情報の発信や団体同士の情報交換など、

市民活動や地域づくりを活性化するためのツールとして、利用できるものであります。地域振

興促進助成事業と併せ、より多くの団体にご利用いただけますよう周知を図りますとともに、

操作方法などの活用指導も行ってまいります。 

 そのほか、地域づくりをモデルとした市民ワークショップの開催や市民活動支援講座などの

取り組みを進めながら、トータル的な市民活動支援の仕組みとして事業推進を図り、市民と行

政がそれぞれ主体的に、かつ力を合わせてまちづくりを行う協働のまちづくりを推進してまい

ります。 

 次に、区に対しての行政の支援策についてですが、現状においても、区民と職員が一体となっ

て行政区の運営があらゆる地域で展開されていることは、ご承知のとおりです。これは、人口

増加区に限らず、すべての区に共通して言えることです。職員も地域に帰れば一区民となり、

職務としての区運営などへの参画は困難となりますが、みずからが居住する地域がよくなるた

めに、行政経験を生かして協力することは必要と考えております。このような意味合いから職

員に対し、行政区のみならず地域で行われる活動に対し、積極的な参加・協力を呼びかけてい

るところです。 

 今後、地域主権の流れが加速すると、自治区の役割も今以上に重要になってくることと思わ

れます。このような情勢を背景として、先進的な市町村では自治区の企画・立案等に対し、補

助役および助言を担当する職員を配置する動きもあります。これらを参考に、市民協働のまち

づくりを推進している本市に適合した方法を検討してまいりたいと思います。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（上野稔君） 
 網倉正治君。 
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〇１番議員（網倉正治君） 
 まちづくり事業の推進を支援する資金原資について、お伺いをいたします。 
 事業資金の原資は、合併特例債の振興資金と聞いております。今後、事業推進の利用周知が

進むと、この事業に支援を求める団体や行政区からの支援申請が増加すると考えます。事業費

の原資はどのくらいなのか。また今後、残りの資金をどのように有効に活用していくのか、ま

ずお伺いをいたします。 
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） 

 それでは網倉議員の再質問、まちづくり資金の原資と、それから今後の申請が多くなった場

合の取り組みについて、お答えさせていただきます。 
 まず、この地域振興促進事業の原資でございますが、先ほど議員さんからお話がありました

ように、合併特例債を積み立てております。これを原資として運用しているわけでございます

が、現在の積立金額でございますが、２１年度の決算額で約４８億円が積み立ててございます。

この活用につきましては、先ほどもありましたように、促進事業のほか地域の夏祭りとか、あ

るいはスポーツの振興、観光宣伝等に利用しているわけでございますが、この振興基金の条例

におきまして、余ったものについては、基金に積み立てるというか、こういうルールになって

おります。２２年度予算でも相当額が積み立っているという状況でございまして、地域振興促

進事業の希望が増えた場合については、予算措置が当然、必要になってくるわけでございます

が、この基金の趣旨から考えまして、申請団体が多くなった場合についても対応できる状況に

あるというふうに思っております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（上野稔君） 
 網倉正治君。 

〇１番議員（網倉正治君） 
 それから、今、全国的に社会問題になっております高齢者の所在不明が相次いでいる問題、

児童虐待、災害時での高齢者・障がい者への要支援対策等の問題もあります。本市においても

例外ではないと感じております。さらに住民の価値観の変化も進んで、行政区の運営に苦慮し

ている区もたくさんございます。これらの課題を切り開いていくには、先ほど答弁も出ていま

したが、先進的な市町村の例もございます。そこで、本市でも環境の変化に対応した地域力創

造と地域コミュニティを考えた施策として、庁舎内においても政策担当者会議等を開き、積極

的に取り組む考えについて、お伺いをいたしたいと思います。 
〇議長（上野稔君） 

 梶原総務部長。 
〇総務部長（梶原清君） 

 政策的担当者会議等の取り組みということでありますが、行政区への職員を派遣といいます

か、設置する先進町村も県内にありまして、そこの調査を１０月から実施ということで、まだ

実際には動き出してはいないわけですが、そこの町につきましては、行政区が１２区というこ

とで非常に小さいわけですが、本市につきましては１３２区ということで、行政区が非常に多

くあるわけでありまして、網倉議員の質問のとおり、人口急増の区ということでありますが、
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行政区は１３２ありまして、小さいところは１０数軒というような小さい行政区もあるわけで

すが、なかなか一律にいかないわけでありますが、そこの先進市町村では、その行政区へ職員

を派遣するというような内容でございますが、先ほど答弁も申し上げたとおり、そのへんの町

村の事例も参考にしながら、今後、そのへんの研究を重ねながら検討していきたいと思います。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（上野稔君） 
 網倉正治君。 

〇１番議員（網倉正治君） 
 検討を重ねながら、ぜひ大きい区に対して、いろいろなもので課題も出ているものですので、

ぜひ慎重に進めていただきたいと思います。 
 次に、２問目の質問に入ります。 
 １９５３年、昭和２８年のＮＨＫテレビ放送開始より５７年が経ちます。テレビの歴史には、

山梨県出身者の２人が大変、深く関わっています。１人は東京タワーの内藤博士、もう１人は

現在、建設中の東京スカイツリー設計に携わっておられます土屋さんであります。県民として、

誇りに思っております。 
 さて、テレビのアナログ放送停止まで、あと１０カ月余り。地上デジタル放送化移行への取

り組みについて、お伺いをいたします。 
 地デジ移行事業は、総務省が進めている事業と考えますが、総務省によると対応受信機の全

国世帯普及率は、２０１０年３月時点で、約８３．８％の普及率であります。しかし、その一

方で、全国的に低所得者層への受信機の普及が遅れるなどの課題が問題視されております。そ

して、山梨県の地デジ対応普及率は７５．３％と、全国的に見ても低い普及率とされておりま

す。普及率が低くなっている要因の１つが、共同アンテナの設置に関わる問題といわれており

ます。決して安いとはいえない費用負担を巡る利害が絡み、個々での調整が難しく、特に低所

得者層や生活保護世帯、独居高齢者世帯などの対応の難しさが大きな要因と聞き及んでおりま

すが、高齢化の進む山梨県では、特に独居高齢者世帯への対応を考慮していかなければならな

いと考えております。 
 アナログ放送から地上デジタル放送への対応が遅れ、テレビが見られないと予想される低所

得者層や生活保護世帯、独居高齢者世帯など、アナログ放送停止、地デジ放送への完全移行ま

で、残り１０カ月余りとなった今後の本市での地デジ移行への取り組みについて、次のことを

お伺いいたします。 
 まず、市内における地上デジタル放送の普及はどの程度、進んでおられるのか。また低所得

者層や生活保護世帯、独居高齢者世帯への対応はなされているのか。今後の地デジ化推進への

周知は、どのように取り組むのか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、池田経営政策部長。 

〇経営政策部長（池田聖仁君） 
 網倉正治議員の一般質問にお答えいたします。 
 まず地上デジタル放送の普及についてですが、アナログ放送停止まで残すところ１０カ月余

りとなりました。２０１１年７月２４日からは、地上デジタル放送対応のテレビまたは地デジ
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放送対応のチューナーを付けたテレビでなければ、今までと同様にテレビ放送を見ることがで

きなくなります。 
 総務省の発表によりますと、山梨県での地デジ放送受信機の世帯普及率は、本年３月の調査

で７５．３％と、全国平均８３．８％に比較して遅れているのが現状であります。市内の世帯

普及率は、聞き取り調査によりますと７８．９％となっており、県内の平均よりやや上回って

おります。 
 次に低所得者層や生活保護世帯、独居高齢者世帯への対応についてですが、総務省の地デジ

チューナー支援実施センターが、経済的な理由で地デジ放送を視聴できない世帯に対して、簡

易な地上デジチューナーの無償給付などの支援を行っております。 
 支援内容でありますが、生活保護などの公的扶助を受けている世帯や障がい者がいる世帯で、

かつ世帯全員が市町村民税非課税の措置を受けている世帯で、ＮＨＫの放送受信料が全額減免

となっている世帯を対象に、簡易なチューナー１台を無償で給付するものであります。 
 本年度分につきましては、本年１２月２８日までが申請期限となっておりますので、本市で

は民生委員さんなどを通じ、各地域への周知を行っております。 
 なお、高齢者につきましては、この支援制度の対象になっておりませんが、独居高齢者等に

つきましては、地デジ化移行の制度理解、地デジチューナー設置などについて、山梨県テレビ

受信者支援センター、通称デジサポ山梨が民生委員さんなどを通じて地域の高齢者から個別、

または電話相談の希望を受けて、説明対応を行っております。 
 次に今後の地デジ化推進への周知についてですが、昨年９月から１０月にかけまして、デジ

サポ山梨および市職員により、市内１３会場において３２回の説明会を開催し、個別相談につ

きましても、１９１件の相談に応じてまいりました。また、デジサポ山梨による相談会を、本

年５月にみさかの湯において開催しております。この間、広報への掲載も４回行ってまいりま

した。現在、各放送局において番組内でのお知らせ、さらにアナログ放送では、告知スーパー

による周知強化に取り組んでおります。 
 なお、笛吹きらめきテレビにおいても自主制作番組内で文字放送により、アナログ放送終了

に伴う、地デジ対応への視聴可能機器について、紹介をしております。 
 改めて、笛吹きらめきテレビ、ＮＮＳ甲府ＣＡＴＶの自主放送番組内においても、総務省テ

レビ受信者支援センターと、各放送局で取り組んでいる告知についての働きかけを行ってまい

りたいと考えております。 
 なお、市の果たす役割として、周知広報活動、地方公共団体施設のデジタル化、地方公共団

体施設を原因として設置された受信障害対策共聴施設への対応、辺地共聴施設等への対応、受

信環境把握への協力、アナログテレビの適正廃棄・リサイクルへの協力、地方公共団体として

の立場からの助言・提案等があります。 
 今後さらに市といたしまして、これらの役割を十分に果たすとともに、低所得世帯や生活保

護世帯に対しましても、引き続き民生委員さん等へのご協力をいただきながら、地上デジタル

放送への移行が、スムーズに行えるよう努めてまいります。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（上野稔君） 
 網倉正治君。 
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〇１番議員（網倉正治君） 
 今の答弁で、市でもそれぞれの対応を慎重にやってくださっているようで、ありがとうござ

います。そして地デジ移行・普及については、個人のプライバシーなどに関わる問題も発生い

たします。その結果、どうしても弱者への対応が遅れがちになります。今現在、独居高齢者へ

の対応などは、どのくらいなのか。包括支援センターなどで把握している範囲で結構でござい

ますので、どのくらいの対応ができているのか、お伺いをいたします。 
〇議長（上野稔君） 

 答弁を、中川保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（中川啓次君） 

 市内の独居高齢者につきましては、現在、すでに周知させていただいておりますように、高

齢化が進む中で、市内の６５歳以上の人口というのは１万６，８００人というふうな、２３％

を占めているわけですが、この１万６，８００人のうち、一人暮らしの高齢者につきましては、

２，３００人、現在いらっしゃいます。 
 そのうち、今、議員がおっしゃいましたように、地域包括センターで、なんらかの支援をさ

せていただいている独居高齢者は、３３０人ほどいらっしゃいます。普段の支援の中で、実態

の把握をさせていただく中で、これは３３０人、全員ではございませんが、把握ができた方に

つきましては、全体の６２％が地デジ対応のテレビをすでに設置されている状況でございます。

残り３８％の方につきましては、まだ地デジ未対応になっておりますが、地デジの対応をしな

いとテレビが見られなくなるということを知らない方は、ほとんどおりませんでした。これは

日ごろからテレビ等で、盛んにＣＭが流れているからということもあろうかと思います。 
 この地デジ対応がなされていない高齢者に対しては、包括支援センターで支援をしていると

ころにつきましては、支援センターの職員が簡単な説明をさせていただくこととしておりまし

て、難しい話になりますと、職員のほうがデジサポのほうへつないでいくということをさせて

いただいております。 
 高齢者の対応につきましては、以上でございます。 

〇議長（上野稔君） 
 網倉正治君。 

〇１番議員（網倉正治君） 
 それでは本市で、小学校、中学校、保育園など、市が管理する公共施設での地デジ対応もな

さなければならないと思いますが、その対応のための予算などの考えはどのようにするのか、

それをお伺いいたします。 
〇議長（上野稔君） 

 池田経営政策部長。 
〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 公共施設等への地デジ化対応への予算化というご質問でございますけども、現在、公共施設

につきまして、地デジ受信機の対応につきましては、９４テレビに対しまして、１１テレビに

つきましては対応済みでございます。残り８３テレビがございますけども、これらにつきまし

ては、その必要性も含めまして、来年６月までに予算化し、対応し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） 
 網倉正治君。 

〇１番議員（網倉正治君） 
 地デジ移行について、今後も弱者対応をしっかりお願いいたしまして、質問を終わります。

ありがとうございました。 
〇議長（上野稔君） 

 以上で、網倉正治君の一般質問を終了します。 
 関連質問を許します。 
 （ な し ） 
 関連質問を終わります。 
 一般質問を続けます。 
 ３番、野澤今朝幸君。 

〇３番議員（野澤今朝幸君） 
 議長の許可を得ましたので、質問させていただきます。 
 市民の立場に立って、執行当局をしっかりチェックしていくこと、これが議員に課せられた

第一の使命である、このような心構えから質問させていただきます。とことん市民派を自称し

ている野澤今朝幸です。 
 今回は２つ、質問させていただきます。 
 １つは先回、６月の定例議会で取り上げ、質問しきれなかった議員のバイオマス視察研修に

関わるものであります。 
 もう１つは、今、笛吹市政で も熱く語られ、 も重要な政策的な争点となっています多目

的施設、このごろの言い方でいえば多機能アリーナについて、質問いたしたいと思います。 
 まず第１の質問ですが、このバイオマス視察研修ですけれども、視察の研修に参加した議員

の中にみずからの政務調査費でもって、それに参加したという議員がいます。この問題ですけ

れど、言うまでもなく、政務調査費での視察研修は公務としては認められていない。これがご

くごく一般的な法解釈だと思いますが、まず、この点について、お伺いしたいと思います。 
〇議長（上野稔君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、梶原総務部長。 
〇総務部長（梶原清君） 

 野澤今朝幸議員の一般質問にお答えいたします。 
 本バイオマス先進地視察研修は、事業推進のため市が計画したものであり、政務調査の研修

とは性格の異なる、別の公務による研修でございます。このことは６月の定例会で、産業観光

部長のほうから、答弁で明言をさせていただいたとおりでございます。 
 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） 
 今の答弁は、私は答弁になっていないというふうに思いますけれど、要するに、この事実関

係ですけれど、たしか１４人、議員が参加して、そのうち５名は政務調査費というふうに聞い
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ていますけれど、この点の回答をお願いします。 
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） 

 ６月の定例会での一般質問で答弁したことと重複しますが、本研修についてはバイオマスタ

ウン構想に基づくものでございます。当然ながら、平成２１年度の市のマニフェストにも掲げ

て事業推進を図っていると、こういうことになります。 
 本視察研修については汚泥や生ごみからの堆肥生産、それらの堆肥肥料を使った野菜栽培や

給食提供等の資源循環、これら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、

それから各常任委員会の正副委員長、議会運営委員会の正副委員長に参加の要請をしたもので

あり、この研修にかかる予算の執行については、農林水産業費から支出したものとなります。 
 その際に、今回の先進地研修について、希望者の５名の有志の議員から研修への同行要請が

ありました。これについては許可したところでありますが、旅費、宿泊費などについては、す

べて自己負担ということで、同行を許可しております。 
 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） 
 それでは私が先ほど、それは政務調査費であろうと、これは個人の負担でも、政務調査費で

なくても構わないわけでして、要は政務調査費なり、あるいはまったく個人の費用ということ

になれば、これは個人ですから公務ではありません。その公務でない議員が加わったというこ

とで、厳密にいいますと、議員の１４分の５という議員は、それに随行した職員、この随行の

職員というのは、視察研修のために随行しているわけですから、そのへんの費用というのは、

１４分の５の議員にも関わっているわけですね。このへんの支出の問題というのは、非常に問

題があろうかというふうに思いますけれど、このへんのことに対しては、どういうふうに考え

ますか。 
〇議長（上野稔君） 

 望月副市長。 
〇副市長（望月健二君） 

 たまたま、先ほどの答弁にもございましたとおり、市で研修を計画した、そこへ市側として

計画した以外の議員さんから同行の申し出があって、それを許可したということでございます

から、それについては、要するに随行という考えには当たらないというふうに考えております。 
 それから一般的に随行というのは、議会事務局職員の随行ということだろうと思います。市

側が、要するに市長部局側の、執行部の研修として行ったものは、それはそれぞれの旅行命令

権者による、旅行命令によるものでございます。まして、当然、公務でございます。 
〇議長（上野稔君） 

 野澤今朝幸君。 
〇３番議員（野澤今朝幸君） 

 非常に分かりにくい答弁であったというふうに、私は思います。私は行政であろうが、私も

経験したことがありますから、間違いは当然あってもやむを得ないと思いますけれど、間違い
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を認めない行政文化、こういうものがよく言われるように、行政文化の１つであろうと。やっ

ぱり笛吹市もそういう、残念ながら、今の答弁を聞きますと、悪しき行政文化にあるのだろう

というふうに懸念されます。そのことを言い添えて、次の質問に移りたいと思います。 
 ２つ目は、多機能アリーナについてでありますけれど、昨日の代表質問でも市長のほうから

の答弁で、命をかけて頑張るというような決意の言葉を表明されたわけですが、私の見るとこ

ろ、この事業は事業規模、その金額、敷地面積、また市民の反応・反響、さらに建設の見通し、

こういう、どれをとってみても、市長が政治的な生命をかけざるを得ないような、そのような

事業であろうというふうに私は認識していますが、その点に関しての市長のご認識を、まず伺

いたいと思います。 
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） 

 野澤今朝幸議員のご質問でございますけども、まず市長のお考えという部分でございます。

私どもは、通告内容に基づきまして答弁をいたします。したがいまして、一通りの通告内容に

基づいた答弁をここでさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 
 まず、市長の決意とのことでございますが、本市の多機能アリーナについての考えをふまえ、

お答えいたします。 
 多くの市民の皆さまが集える施設としまして、新市建設計画、新笛吹市基本計画、第１次笛

吹市総合計画、笛吹市都市計画マスタープラン等、笛吹市建設の柱となる各長期計画において、

検討の必要性が掲げられております。また、このような施設整備につきまして、多くのご要望

もいただいております。これらをふまえた中で、７町村が合併した笛吹市として、スケールメ

リットを生かした施設整備の必要性を強く感じており、本構想をご提示申し上げたところであ

ります。 
 さらに一般論といたしまして、首長はまちづくりの方向性を示し、住民の信託により、その

責にあるわけでございますので、その意味においては、推進するすべての事業において、政治

生命を賭す覚悟で臨んでいるものと解しております。 
 次に全市的な一体感の醸成は重要な行政課題かについてですが、笛吹市が真の意味で１つに

なるためには、一体感の醸成は必要不可欠であり、重要課題であると認識しております。この

ため、本構想につきましても、既存体育施設の飽和状態の解消とともに、市全域を対象とした

スポーツ大会やイベントを開催することによる一体感の醸成を目的の１つとしており、市民の

皆さまのスポーツの振興、健康、交流といった複数の相乗効果を持ち合わせ、さらには未来を

託す子どもたちが誇りを持てる施設と位置づけております。 
 また、他の方法は検討したかについてですが、合併時の方針であります新市建設計画等にお

いては、地域の速やかな一体化を推進し、地域の均衡ある発展と住民福祉の向上を図ることを

計画の趣旨といたしておりますので、これらの計画に掲げられ推進しております事業すべてが

地域の一体化を推進するものであり、一体感の醸成のためのものでもあると考えております。 
 次に建設を進める理由についてですが、本構想は基本的な構想の段階から、市民ミーティン

グや市民アンケートを実施する中で多くのご意見をいただき、これらを検討の資料といたしま

して、地域審議会や区長会など多くの関係団体の代表者で構成されます、多目的施設建設検討

委員会において、ご協議いただきました。検討委員会の結果は、ご承知のとおり、両論を併記
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いただいた中で、市議会とともに市行政に判断を委ねていただいたところであります。 
 このため、今までいただいた多くのご意見をふまえた中で、スケールメリットを生かした長

期的な本市の発展やまちづくりにおいて、本施設整備が必要と判断いたしましたので、本定例

会に補正予算を上程させていただいたところであります。 
 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） 
 市長から、みずからの言葉で語っていただけなかったのは非常に残念です。 
 今、いくつもの相乗効果、われわれが 初に、この計画を聞いて、公の文書として出ている

のは、 初は市民の一体感の醸成、これでした。話を進めていくうちに、順に体育館が飽和状

態だと。あるいは大きな施設を造れば、交流人口。これはもっと、はっきり言えば観光の振興

ということだと思いますけれど、そういうものが順に付け加わる中で、 初、多目的ホールと

いう施設、ホールなりから多機能アリーナという形に変わってきて、非常に目的もぐらつき、

造るもののイメージも変わってきたと。それは、 初、やはり合併特例債ありきで、施設を造

るということが先にあったのではないかというふうに、今の池田部長の答弁からも懸念される

わけです。 
 私は、アリーナ建設にはもっともっと慎重であるべきだというふうに考えています。繰り返

しの観点になりますけども、３点について、その慎重であるべき理由を、もう一度おさらいし

て、市民に示したいと思います。 
 まず１は、再三挙げられているように、市のアンケートで、６割からの市民が今の財政状況

を見た場合、反対だと。しかも建設検討委員会の中で、結局、賛成でまとめることができなく

て両論併記だというふうに、私は理解しています。こういう市民意識からしても、もっともっ

と慎重にあるべきだろうというふうに思います。 
 ２つ目ですけれど、財政面ですけれど、これは言うまでもなく、平成３１年には、今、国か

らきている交付税が２５億円減ります。今、大体８０億円ですから、５５億円ぐらいになるわ

けですけれど、一般会計の当初予算の１割から減っていくということを考えると、非常に今か

ら、しっかり、今、逆に言えばバブル状況というふうに考えたっていいと思います。３１年の

時点で、今を振り返れば。そういう意味から、本当にお金の余裕はなかろうというふうに思い

ます。市民がそれほど必要にしていない。 
 さらに執行部が財政の長期推計ということで示した点ですけれども、前にも挙げましたけれ

ど、平成２５年以降、とりわけ推計で重要だと思われる扶助費、これがそれ以降、３１年まで

４３億円ということで、そのままの伸びを示さない。扶助費は言うまでもなく、福祉に関わる

ものでありますので、そのような数字が使ってあるわけです。市で出しています高齢者の福祉

計画、こちらのほうの人口推計を見ますと、平成２５年から、３１年までなくて３０年ですけ

ど、この４年間でも高齢者人口は１，１００人増えます。そのうち、さらに後期高齢者、これ

は８００人です。もちろん後期高齢者は医療費がかかります。人口が増えなくても、今は医療

の高度化ということで、非常に扶助費は増えていくだろうということは、普通の感覚でも分か

る話ですけども、そういう中で推計がなされて、財政は大丈夫だといっても、やはり、ちょっ

と、このへんは誠意を持って推計をしていただきたいというふうに思います。 
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 さらに３点目ですけども、要はここまできても、建設以降の稼働状況、どんな頻度でどうい

うふうに使われるかということがまったく皆目見当が付かないと。それは全協等で、資料も示

していただきまして、全国でこういう大会があるとか、市内にこういう催しがある。そのうち、

どういう形、どのくらい、このアリーナで実際、開催するのか。その状況が分からなければ、

少なくても費用対効果等が分からないわけですので、そういう点から慎重に検討していただき

たいと思います。 
〇議長（上野稔君） 

 当局の答弁を求めます。 
 初の部分を、池田経営政策部長。 

〇経営政策部長（池田聖仁君） 
 ご質問の前にいただいた内容のところを、ちょっと私なりに答弁をさせていただきたいと思

います。 
 初は一体感の醸成であり、それからその後、観光的な交流というふうに目的が変わってき

たという部分でございますけども、当初から私どもは市民のための施設であり、人づくり、健

康づくり、それから交流拠点としてということで、検討委員会には提案をさせていただいてお

ります。その中で、観光的、経済的、活性化にもつながるのではないかというご意見等々をい

ただきまして、さまざまな視点からのご意見をもとに先般、議会のほうにもお示しさせていた

だいたという経過がございます。と申しますのは、検討委員会では建設の是非も含めて、その

内容等も検討していただきたいという基本スタンスでございますから、そのような経過でござ

います。 
 それからアンケートの６割が反対であるにもかかわらずという部分について、お話をさせて

いただきますけども、アンケートというものにつきましては、検討するための調査でありまし

て、どういう課題があるのか、どんな施設を望んでいるのかというのが趣旨でございます。で

すからアンケートというのは、決定的な役割を果たすという性格のものに思いがちでございま

すけども、これは一種の打診でございまして、大雑把につかむものであると私どもは認識して

おります。 
 したがって、その意味合いは単に賛成でありますとか、反対ということでなく、反対でも、

なぜ反対しているのか、その課題は何かという理由を明らかにするためのものでありまして、

その課題をどうしたら乗り越えられるのか。そういうことを検討していくための、非常に大き

な役割を持っているものと考えております。 
 したがいまして、アンケート結果にあります反対６割近いご意見の中で、その多くが財政問

題を大変心配されておるということでございまして、したがいまして、私どもは検討委員会に

おきまして、向こう１０年間の財政推計をお示しし、それをふまえてご検討いただきたいとい

うことの結果が両論併記という形での答申となったというふうに、私どもは理解しております。 
 それから特に財政面の部分でございますけども、議員おっしゃるとおり、１０年後には交付

税が２５億円から２７億円、減収されます。ここの部分につきましては、昨日の答弁でもお話

しさせていただいたとおり、行財政改革に取り組みながら７万２千人規模の自治体は、それな

りの交付税でやっておるわけでございますから、それを目指して、私どもは取り組んでいくと

いう考えでございます。 
 それから扶助費の伸びが示されていないという部分でございますけども、たしかに扶助費の
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伸び等につきまして、現時点におきまして推計することは非常に困難であります。財政推計ひ

とつにとりましても、副市長のほうからたびたび申し上げましたように、国においても５カ年

の経過がつくられるかどうか、現政権は３カ年の計画しかつくれないという状況でございます。

そこには政策的な部分も含めまして、大変、難しい部分もございますから、私どもは現在のルー

ルに基づいて推計をしておると。したがいまして、扶助費についてもその後、制度がどのよう

に変化するか分からない部分でございますから、はっきりした数字を示すことができたと。そ

こに成り行き値という形で数字を示すことになれば、市の財政はほとんど扶助費で終わってし

まうというような状況も予想されます。そこの部分もございますので、ぜひご理解をいただき

たいと思います。 
 それから建設機能稼働状況等が示されていないという部分でございますけども、一般に公共

事業等につきましては、国土交通省が取り組んでおります事前評価制度というものがありまし

て、これにつきましては、ここ数年来、各県におきまして、その要綱をつくられ、事前評価を

するということになっております。ただし、それは道路整備に関わるものが主でございました。

山梨県にも平成２０年度要綱が作成されまして、公共事業の事前評価の中では事業費の貢献度

でございますとか、事業の貢献度、経済効率性、環境負荷度、社会要請度とありますけども、

そこには優先度評価と妥当性評価という部分がございます。 
 道路の場合はいろんな調査を行いますから、交通量の問題等々、事前にある程度が調査の中

で明らかに、今回の私どもの多機能アリーナにつきましては、いわゆる他の施設が飽和状態で

あるということをふまえて、そこのところは今回、調査費を計上させていただきました。その

範囲内で改めて調査をし、基本設計を策定する中で、できる限り明らかにしていきたいという

ふうに、現時点では考えております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（上野稔君） 
 以上で、野澤今朝幸君の一般質問を終了いたします。 
 ここで、暫時休憩といたします。 
 再開は１１時１０分とします。 

休憩  午前１０時５７分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午前１１時０８分 
〇議長（上野稔君） 

 再開いたします。 
 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） 
 正鵠会の北嶋恒男です。 
 以下、一般質問をさせていただきます。 
 大型施設整備計画の一環で、現在、ＪＲ東日本と協議を進めています石和温泉駅舎建設のユ

ニバーサルデザイン構想について、お伺いいたします。 
 新しい石和温泉駅舎建設の設計については、年齢や障がいの有無にかかわらず、すべての人

が利用しやすい、いわゆるユニバーサルデザインやバリアフリー化の観点での志向を取り入れ
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ていると伺っております。 
 しかし、今まではとかく素人感覚で、机上で考えたことや業者任せの経験だけで決めてきた

事例が多いわけですが、実際の利便性については、失敗例も体験している当事者、障がい者な

どの声を聞く必要があると思いますので、計画の段階、設計ができた段階と、何度か当事者の

意見を聞いたり、検証する機会を設けていただきたく思います。 
 ちなみに、われわれもどういうことを考えなければならないかと相談してみましたところ、

障がい者団体から、以下のような意見がありましたので、一部紹介させていただきます。 
 駅舎ならびに、つなぐ通路やエレベーター、エスカレーターと障がい者用トイレとの位置関

係は、駅員さんの確認しやすい位置に設置するとか、視覚障がい者用の点字ブロックの配置、

音声点字案内設備との位置関係、聴覚障がい者への電光掲示板、エレベーターは押すボタンの

形状とか、乗って降りる場合の方向が同一方向なのか、違うのか。すべての表示は、できるだ

け大きくすると。トイレはスペースと障がい者用洋式便器、オストメイト、オストメイトとい

うのは人工肛門ですね、それを装着している方のことなんですけども、トイレでそれを洗浄す

るところです。竜王駅では簡易なものがございます。取り付け位置の配慮。階段用手すり幅を

変えて、２段設置してほしい、それが好ましいなど、失敗例にならないように十分、時間をか

けた利便性重視のモデル駅になるよう、要望している次第です。 
 今後、ＪＲ東日本と連携していく行程の中で、これからどのように行政としては、指導とい

いますか、取り組まれていく予定かお伺いをいたします。 
〇議長（上野稔君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、佐藤建設部長。 
〇建設部長（佐藤貞雄君） 

 北嶋恒男議員の一般質問にお答えいたします。 
 平成１２年１１月１５日公示された、交通バリアフリー法の施行に伴い制定された移動等円

滑化の促進に関する基本方針、これは平成１８年１２月１５日変更および平成１３年１２月に

策定された石和町交通バリアフリー基本構想の中で、石和温泉駅は１日の利用者が５千人以上

であることから、駅を特定施設と位置づけ、その周辺を重点地区とした経緯があります。現在、

駅前で整備されております土地区画整理事業も、勾配のない広い歩道や視覚障がい者誘導ブロッ

クの設置等が進められてきました。 
 石和温泉駅周辺整備事業におきましては、駅構内のバリアフリー化、視覚障がい者用ブロッ

ク等による連続した誘導システムの整備、改札口とホームを結ぶエレベーターの設置、身体障

がい者対応型トイレの配置や位置等を考慮する中で、移動等を円滑にするための施設整備を行

いたいと考えております。 
 今回の駅舎の建て替えおよび南北自由通路の建設につきましては、バリアフリー施設という

だけでなく、誰もが使いやすいユニバーサルデザインの考え方を加味した施設としていきたい

と考えております。 
 今後は、東日本旅客鉄道株式会社八王子支社において実施される、基本設計から実施設計に

至る過程においても連携を密に図る中で、ユニバーサルデザインの基本的な考え方にあります

ように「どこでも だれもが 自由に 使いやすく」をコンセプトに進めてまいります。さら

に、市で設置しております、石和温泉駅周辺まちづくり検討委員会のメンバーに障がい者団体
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の方や女性団体の方も入っていただいており、多方面より意見を聞く中で、移動等円滑化の目

標の達成に向け、可能な限り設計に反映していきたいと考えております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（上野稔君） 
 ４番、北嶋恒男君。 

〇４番議員（北嶋恒男君） 
 現在、この中央線でバリアフリー化されております、要するに障がい者用トイレがある駅は

韮崎駅、竜王駅、それから甲府駅、今度、石和温泉駅が出ます。それから塩山駅が今度、市議

会へ上程するという話を聞いております。まだ山梨市駅も自走では、ホームのほうへ降りられ

ないという状況でございます。塩崎駅も、これから甲斐市のほうで改修をするという話を聞い

ておりますけども、まだまだ中央線の沿線は、そういったことで障がい者の、実際、直接入れ

るような施設になっておりませんけども、石和温泉駅はこういったことでできるということで、

大変、喜んでおります。 
 障がい者の団体も、こういった受け皿がないと、実際出て行こうという気持ちにならないと

いうようなことがありまして、今度、石和温泉駅がニバーサルデザイン構想ということでござ

いますので、当然、その駅の周辺の集客施設は今後、計画するものは、当然、そういうものが

できないと、高齢者とか障がい者は、そこへ直接、行けないわけですよね。ですから今回、計

画にあります多目的のものについても、集客施設があるんであれば、当然、その石和温泉駅の

周辺に設置すべきだと。私は、特例債にかかわらず、ぜひこの駅舎周辺にそういった集客施設

をよく検討されまして、経費のほうもよく検討された上ですれば、長い間ですけども、検討し

ていただきたいなと思っております。 
 実際、今、スコレーセンターがありますけども、スコレーセンターへは非常に行きにくいと。

バスもないし、車でなければ行けないということで、障がい者、高齢者はほとんどいけない状

態でございます。そんなことで、これから将来、１５年２０年先を見越した上で、これから計

画するものは、当然、その駅舎周辺に設置すべきだというふうに思います。ですから、今回の

構想についても、ぜひ、もう一度、再検討をしていただきたいと思っております。 
 それからまた、石和温泉は今、観光ビジネスとか、観光で来られるお客さんがいるわけです

けども、実際に観光ホテルでそういったバリアフリー化が進んでいるホテルは、どのくらいあ

るのかなということ。それから、あとそういう話をしましたら、そんなことは当然だよ、 低

限必要だよと。石和温泉へ、わざわざトイレへ行くために行くんではないんだよと。温泉につ

かって、心を癒しに行くんだということですから、温泉の中でも、そういった足の不自由な方

とか高齢者、障がい者なんかも温泉に入られるような施設がどのくらいあるのかということを

ちょっとお聞きしたいんですけど、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） 

 北嶋議員の再質問でございますが、観光のメッカになりますが、石和温泉。特に県外等々か

らおいでいただきます、お客さまをお迎えする旅館等の障がい者用トイレの設置状況でござい

ますが、旅館組合の加盟店が３４施設ございます。聞き取りの中で、９施設についてはすでに

障がい者用トイレが設置されているということで、２６％ということで、数値的には高いもの
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ではございませんが、そのほか車を停める障がい者の専用パーキングスペース、それから車イ

ス用のスロープ、こういったものについては、さらに高いパーセンテージで整備がされており

ます。 
 ちなみに旅館に限らず、笛吹市内の公共施設、あるいは大型スーパー、あるいは金融機関等々

の障がい者用トイレ、あるいはスロープ等々については、笛吹の障害者団体連絡協議会がつく

りました、こういった福祉マップがございます。これにすべて、この施設については、パーキ

ング、あるいはスロープ、トイレ等が完備されているということが分かるように、これは県内

外からお越しいただくお客さまのみならず、地域の皆さんも安心して使える施設関係が一目で

分かるようなマップがございますので、ご案内いたします。 
 以上で、答弁といたします。 

〇議長（上野稔君） 
 ４番、北嶋恒男君。 

〇４番議員（北嶋恒男君） 
 ３４施設のうち９施設ということでして、非常に遅れているという感じを受けます。やはり

石和温泉の観光組合の皆さんも、そのへんを現在に合うような形、スタイルでいかないと、い

くら集客といっても、なかなか。やはりそういった弱いものに対する配慮がどのくらいかとい

うことが、インターネットで調べれば、すぐ分かりますので、みんなインターネットを調べて、

部屋を注文するかどうかということになるわけでして、そういったことで、 初から逃げられ

てしまうというようなこともございます。ぜひ、そういったことで、これからの石和温泉駅を

活気のあるものにするためには、ぜひ行政のほうからもそういったことをお伝え願いたいと思

います。 
 それから御坂のお湯がたくさん、今、非常に盛っているというんですけども、あの御坂は家

族で、車イスでも入れる。予約して入るということで、いつでも予約制でいっぱいのようです。

そんなこともあって、ほかのところ、一般のお湯のほうも盛況だということで、そんなことか

ら明らかに、そういったことがうかがえるんではないかなと思います。 
 そういうことで、先ほども多目的施設のことにつきまして、今、盛んでございますけども、

そういった財政とか、そういうもの以外でも、心くばりからいっても、ぜひそんなに急がずに、

ぜひ石和温泉駅周辺に都市計画マスタープランでも掲げていますように、これから将来は、そ

ういう形でいかないと、非常に夢も希望もないというようになるんではないかなと思いますの

で、よろしくお願いしたいと思います。 
 では、次の質問に入らせていただきます。 
 次に農業問題といたしまして、新規就農者を増やしていくための方策について、お伺いいた

します。 
 近年、農家の高齢化、担い手不足がますます厳しくなっており、このままでは年々、遊休農

地が広がっていくことは確実でありますが、今からいかにして食い止めるかの方策には、なか

なか特効薬のようなものは見当たりませんが、いくつかの提案により行政からの支援を検討し

ていただきたいと思います。 
 まず、県の畑地帯総合整備事業や中山間地域整備事業などの促進が効率よく図られ、一定規

模の圃場整備、区画整理など総合的に行うために、農家の合意形成が得られやすいように、市

としては、地元としてどのような啓発と支援を行っているのか。また、今後の取り組みはどう
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かと。 
 それから次に、県外などから一挙に新規就農では情報、知識、経験が乏しいので、二の足を

踏むことになりますが、まずは観光的な導入でファンを増やし、その中から徐々に農業に取り

組む人を増やしていくということも肝要と思います。そのために体験農業とか、貸し農園など

を増やすための受け皿づくりとして、農業研修施設、簡易宿泊施設、いわゆる農業で汗を流し

たときに、帰りは石和温泉へ寄っていく。場合によっては、泊まっていくというような提携を

していただく。それから指導員の拡大、これも県のほうからの指導員の募集もございますけど

も、そういった指導員の拡大、それからボランティアサポート、ボランティアでサポートして

いこう、お手伝いしようという方などさまざま考えられますが、市の施策の中で取り組まれる

ことを期待しますが、見解はいかがでしょうか。 
 ついては、このような今後の農業問題の大きな課題として、この地域で農業に取り組む人た

ちをいかに増やすかということの研究会を、市議会も含めて行政主導の組織として、立ち上げ

てほしいと思います。 
 みんなで考えていかなければ、この問題は解決しないということで、みんなの協力を得て、

情報を得ながら、この問題を解決していくということが必要だと思いますので、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。 
 答弁を、豊角産業観光部長。 

〇産業観光部長（豊角英人君） 
 北嶋恒男議員の一般質問にお答えします。 
 まず、圃場整備の啓発ならびに支援についてでございますが、県営事業における圃場整備の

採択基準には、まとまった一定の団地整備が必要であり、その要件に向け、要望地区の換地委

員さんを中心に取り組んでおり、市として事務手続き、説明会等、積極的に助言・協力し、推

進しております。 
 圃場整備においては、他の整備事業と違い、個人負担が発生すること。また、農家の家庭事

情等問題もあり苦慮しているところでもありますが、軽減策として、農家負担金は上限１０アー

ル当たり１０万円としております。 
 また今後の取り組みについてでありますが、今後の新規地区要望につきましては、２３年度

採択に向け、調査を終了し、計画業務委託に入る黒駒西地区と２４年度採択要望の境川藤垈地

区が実施に向け取り組んでおります。 
 次に新規就農者の支援対策についてですが、農業従事者の高齢化が進む中、産地を維持する

上で、農業後継者の育成は非常に重要な課題だと捉え、取り組んでまいりました。農業に親し

み、体験してもらう目的で市内３カ所に市民農園を開設し、ご利用いただいております。 
 また、小中学生を対象に都市と農村の交流事業を芦川地区において実施しており、ジャガイ

モなどの野菜の種まきから収穫までを体験することにより、農業の楽しさを味わってもらって

おります。 
 次に農業技術の習得については、昨年、笛吹市援農支援センターを設立いたしました。桃、

ブドウ、スモモなどの剪定や桃の摘果、袋かけ、ブドウの房作りや摘粒などの講習会を開催い

たしましたが、予想以上の盛況で、特に剪定の講習会には女性を含む８７名の申し込みがござ
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いました。 
 今後、なお一層の講習会の充実を図ってまいりたいと考えております。 
 さらに後継者の育成・定着を目的に、本年から笛吹市新規就農農業後継者支援事業をスター

トさせました。非常に反響も大きく、マスコミにも取り上げていただいておりますが、８月現

在２７名の方が認定されております。また、県の就農定着支援事業においても、市が積極的に

アグリマスターの斡旋や研修生の推薦を行う中、現在市内で９名の新規就農研修生が認定され、

アグリマスターのもと、主に果樹栽培の研修を行っております。市といたしましても新しく就

農する方たちへの営農相談や経営指導につきましては、笛吹市担い手協議会を核に、県の普及

所の職員のご指導をいただく中で行っており、農業の研修希望者には、受け入れ可能な農業法

人などについての紹介も行っております。 
 次に新規就農者対策の組織についてでございますが、現在、各地区に農業者会議などの組織

が活動しております。また農業振興の会議として、笛吹市および農業委員会、農協などととも

に議会建設経済常任委員の皆さまにも加わっていただき、農業振興の意見交換会を定期的に開

催しているところでもございます。 
 今後の組織のあり方については、さらに検討してまいりたいと考えております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（上野稔君） 
 ４番、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す。 
 大変、いろいろご指導されておるということが分かりました。私も農業が専門ではございま

せんけども、ですけど、やはりだんだん、今、７０歳の人は７５歳、５年後には８０歳、私の

近所でも８０歳で農業をされている方が結構多いんです。軽トラを運転して、そして木から落

ちたといってケガをされたり、非常に大変な状況の中で、これがあと５年経ったらどうなるか

なということを考えますと、皆さんにそういう話をすると、５年経ったらすごいよねと。だん

だんそういったことで、そういう先輩たちと集まって話をすると、そういう耕作放棄地みたい

なところはどうするんだといって、いつも話を、考えてくれないと困るよと言われます。 
 そんなことから、こういったことも提案したわけですけども、それなりにお考えで、本当に

感謝しているところですけども、ただ再質問で、この前、農務事務所のほうへ行きましたら、

ＪＡフルーツやまなしでは営農サポートセンターというのを昨年設立されまして、現在、活動

されているという話を聞きました。これは高齢者の農作業を請け負ったり、耕作放棄地の未然

の防止とか、それから営農指導、農地の流動化の促進というようなことを、まさに将来の農業

後継者の確保するための取り組みをされているというわけですけども、同じ悩みのＪＡ笛吹で

は、まだ、そういった組織はないということをお聞きしまして、ぜひ、では、どういうことか

なと。今お話を聞きましたけども、もう一度、これから市のほうからも、このへん、ＪＡ笛吹

のほうに、どのような働きかけを今後されていくのかということを、ちょっとお伺いしたいん

ですけど。 
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） 
 北嶋議員の再質問でございますが、フルーツやまなしの営農サポートセンター、設立されて

おります。同じ悩みを持つ笛吹農協、ＪＡ笛吹での取り組み状況ということになろうかと思い

ますが、このフルーツやまなし営農サポートセンターについては、ＪＡフルーツやまなしが核

となった中で、組合員からの耕作放棄地の対策等々について、執り行っているということにな

ります。これについては設立時になりますが、機械代ということで、県からの補助制度がござ

います。８００万円の５０％ということで、４００万円を限度とする補助制度がございます。

今年度については、すでにＪＡ梨北等が手を挙げているということを伺っておりますが、ＪＡ

笛吹については、２、３年後をめどに考えております。 
 ただ、笛吹においても市の単独事業がございますが、ＪＡ笛吹で行っている、それぞれの事

業が農地の流動化促進、あるいは農業産業住宅による農地管理、あるいは耕作放棄地の再生活

動支援等々がございますが、笛吹市でも市の単独事業として、農地の流動化奨励補助金制度、

これについては対象面積、１反歩あたり３万円ということになりますが、あるいは認定農業者

については１反あたり２万円等々の補助制度、それから農地の生産法人化の助成金制度、ある

いは有害鳥獣等の電気防止柵等の設置に関しての補助金制度、あるいは地域の提案型の遊休農

地の活用事業等々、市の単独事業を行っております。ずいぶん、この事業については、ＪＡ笛

吹とタッグを組んで行っているわけなんですが、フルーツやまなしで行っている営農サポート

センターの事業内容と重複する部分がございます。さらにＪＡ笛吹と有効な手段を協議する中

で、今後、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） 
 ４番、北嶋恒男君。 

〇４番議員（北嶋恒男君） 
 農業問題につきましては、よろしくお願いいたします。 
 後になりますけども、その駅舎のユニバーサルデザイン構想から、ちょっと発展しまして、

先ほど申しましたけども、アリーナ構想ですが、先ほど池田経営政策部長がこの構想のいろい

ろな趣旨を述べられましたけども、私はお聞きしていまして、 初のことと現在もほとんど同

じではないかなというように感じました。あれから何カ月も経って、いろいろな検討委員会も

されて、今日まできましたけど、私が外で感じることは、今朝も私のところへ来た人が、あれ

はどうなっているんですか、みんな賛成らしいんですけども、どうなんですかと。いいや、ま

だ分かりませんよと。私が感じる限りでは、もう８割以上は、この構想はノーだというように

感じております。なんか、どこへ行っても、そういう話が出まして、ですから、そんなことも

ありまして、なんか・・・。 
〇議長（上野稔君） 

 北嶋議員、通告以外の質問ですか、今は。 
〇４番議員（北嶋恒男君） 

 通告ではないです。 
〇議長（上野稔君） 

 そうではないですよね。よろしくお願いします。 
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〇４番議員（北嶋恒男君） 
 以上でございます。ありがとうございました。 

〇議長（上野稔君） 
 以上で、北嶋恒男君の一般質問を終了します。 
 関連質問を許します。 
 （ な し ） 
 関連質問を終了します。 
 一般質問を続けます。 
 ８番、亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 通告に基づきまして、一般質問を行います。 
 昨日の代表質問への答弁で、市長が命をかけて頑張ると答弁しておりました大型事業のうち

多機能施設の建設の件でありますけども、この件については市民の十分な合意形成ができてい

るというふうには、とても思えません。合意が得られないままの見切り発車的なやり方ではな

いでしょうか。建設検討委員会でも意見統一が得られないまま、両論併記となりましたし、市

民アンケートが６割が反対の意思を示しました。建設検討委員会の２２団体中、団体として明

確な賛成意向を示したのは、わずか６団体です。反対を表明したのは５団体、残りの１１団体

は団体として意思統一できないままでありました。 
 このように市内の世論が賛否大きく分かれた状況での建設といいますのは、市民の一体感の

醸成どころか、行政の不信をますます募らせる結果にはならないでしょうか。反対の意思を示

した市民の反対の主要な理由として挙げているのが、将来の財政の心配です。市の財政計画を

見ましても、その心配を払拭できるものにはなっていません。特に地方交付税の合併算定外の

特例が終了する平成３２年以降については、大変厳しい予測を示しております。改めて財政見

通しに対する市の見解を伺います。 
 ８月７日に発表した内閣府の国民生活に関する世論調査によりますと、国民が政府に求める

政策の第１位、およそ７０％ですけども、第１位は医療・年金等の社会保障の整備であります。

５１％の人が医療介護負担の軽減を望んでいるという調査があります。このことは、笛吹市に

とっても、まったく同じことが言えるというふうに考えております。市民の安心を支えきる、

そのことこそが重要でありまして、多目的施設の建設は多くの市民にとって、差し迫った優先

的な課題であるとは、到底、言いがたいものであります。 
 私は当面の課題として、２つのことについて、提案いたします。市の見解を伺います。 
 第１は介護施設、特に特養ホームの新設です。現在、特養ホームの待機者は５６５人。この

人数は現状のままでは増えることはあっても、減ることは考えられません。実際、この待機者

の人数は年々増え続けておりまして、平成１８年には３１８人でしたけども、この４年間で

２４７人、７７％も増えました。施設によっては待機１００番目とか、待機５、６年は当たり

前というような状況で、入所はほとんど絶望的という状況になっております。 
 待機者解消は待ったなしの課題でありまして、その解消のためには特養ホームの新設しかあ

りません。市の責任において、新設を望むものです。また、このような福祉施設の建設は、そ

こに働く人の雇用を生み出し、施設の運営関連費用など地域経済への波及も大きいと考えます

が、いかがでしょうか。 
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 ２つ目に、石和中学校の建て替えと同時に、マンモス校解消のための分離分割を要望します。 
 石和中は、ご存じのように現状の施設状況を考えましても、遅からず建て替えの時期を迎え

ます。さらに石和中は、町内の５つの小学校の卒業生が入学するわけですけども、現在２４学

級で生徒数７４４人、この数は山梨県内に公立中学校が９０校あると思いましたけども、この

９０校の中でも一番の大規模校となっております。大規模校ゆえの教育効果や学習環境、人間

関係や生活環境、そして学校運営においても、少なからぬ困難や弊害があるのではないでしょ

うか。建て替えとともに、分離・分割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。 

 前段および中段の部分についての答弁を、池田経営政策部長。 
〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 亀山和子議員の一般質問にお答えいたします。 
 まず財政見通しについてのご質問ですが、普通交付税は、平成３３年度には完全に一本算定

化されるため、現時点での制度では、おおむね今年度より２７億円程度減額される見込みです。 
 １０年先の社会経済情勢を正確に見通すことは困難であると考えておりますが、本市では毎

年度、現行制度に基づき、今後１０年先までの各年度の歳入歳出を的確に算定した上で、中長

期財政推計を策定しております。 
 今後、合併特例期間が終了し、地方交付税等が減少してまいりますが、歳入面においては、

国による新成長戦略や地域主権を確立するための各種施策により、国庫支出金等の増額が期待

できるところであります。さらに、前年度まで合併特例債により造成しました地域振興基金な

ど、各種基金積立金も有効に活用することが可能であります。 
 また、歳出面では１０年後のあるべき市役所の理想と考えます小さな市役所の実現に向けて、

スケールメリットを生かした職員数の計画的削減や組織・機構の見直しの実施、行政の仕事の

守備範囲を見直し、アウトソーシング等を積極的に取り入れた民間活力の導入および公共施設

の計画的管理と再編などの行財政改革に積極的に取り組むことにより、相当額の歳出抑制が可

能であると確信しております。 
 以上のような行財政改革の着実な推進により、１０年後も歳入歳出の均衡の取れた健全な財

政運営が維持できるものと考えております。 
 次に特別養護老人ホームの新設に対する市の考え方についてですが、介護保険制度がスター

トしてから１０年が経過いたしました。その間、高齢化が急速に進み、今や介護保険制度は高

齢者を支えるための、なくてはならない制度となっております。一方、少子化や核家族化など

から、在宅介護の担い手が減少するなど、特別養護老人ホームへの入所を希望する待機者は、

全国で約４２万人に達しているとのことであります。 
 現在、特別養護老人ホームは、県内には地域密着型施設を含め６３施設、定員は３，７３４人

で、市内には３施設、定員は２７４人となっております。本市における待機者は、本年４月１日

現在５６５人で、半年ごとに調査が行われます。昨年１０月と比べますと５８人、１１．４%
の増となっております。県内の待機者は７，００７人でありますが、県の第４期介護保険事業

支援計画によりますと、平成２３年度末までに新規の広域型の特別養護老人ホームの整備計画

は、ないとのことであります。 
 こうした現状の中、すべての待機者の入所が可能な対応を行うということは、現時点では非
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常に難しい状況ではありますが、平成１８年度から、介護が必要な状態となっても住み慣れた

地域での生活を支えるため、地域密着型サービスが創設されたところであります。 
 その中で、定員２９人以下の小規模な特別養護老人ホームにつきましては、市町村の介護保

険事業計画の中で設置が可能となりました。こうしたことから、平成２１年度から２３年度ま

での本市の第４期介護保険事業計画において、本年度、定員１８人の認知症対応型グループホー

ムの整備が進められております。さらに、平成２３年度には小規模特別養護老人ホームを１カ

所設置することとして、本年度内に事業者を募集することとしております。 
 一方では要介護者を増やさないよう、介護予防施策を積極的に行い、いつまでも元気で在宅

生活が可能な限り継続できるよう、今後も必要な介護予防サービス等を多様な事業者や施設か

ら効率的に受けられるよう、支援を行ってまいりたいと考えております。 
 介護従事職員の雇用につきましては、介護報酬等の処遇改善により、離職率は以前と比べま

すと、若干下がってきているようですが、まだまだ他の職種に比べて離職率は高いようであり、

事業者側でも人員の確保には苦慮されていると伺っております。 
 今後も国に介護従事者の質の向上、職員体制の充実を要望してまいりたいと思います。 
 なお、小規模特別養護老人ホームでの職員配置の人員基準は、入所者３人に対して介護職員

は１人という基準となっておりますので、１施設で約１０人の雇用が生まれることになります。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（上野稔君） 
 石和中学校の部分についての答弁を、仲澤教育部長。 

〇教育部長（仲澤和朗君） 
 石和中学校の建て替え、ならびにマンモス校解消についてですが、石和中学校につきまして

は築３６年が経過し、耐震化、大規模改修を経て現在に至っておりますが、バッテリー型とい

う特殊構造であり、また給食棟につきましても構造上の課題を抱えることから、６月議会にお

いて調査・検討を進めていくものとして、答弁させていただきました。 
 市内の小中学校は、昭和４０年代から５０年代に建設され、築３０年を超える校舎が大半で

あり、耐震・大規模改修は実施済みでありますが、今後、石和中学校の校舎・給食棟を含め、

必要とされる学校施設の整備について、さまざまな角度から調査・検討していく必要があると

考えております。 
 また、少子化による学校の小規模化、統廃合が進む中、石和中学校につきましては、現在生

徒７４４名、２４学級という状況にあります。平成２２年度の見込み調査からみる将来的な生

徒数の予測は、平成２６年度の８１５名という生徒数がピークと見られ、その後の平成２８年

度には７８０名弱の生徒数になるものと推測されております。また、石和中学校の通学区域か

ら他地域への就学状況は、全体生徒の約１０％弱の生徒が私立などの中学校に就学するものと

考えられます。 
 ゆったりとしたスペースの中で、教育を受けるという充実した環境の整備を図る上におきま

しても、マンモス化の解消は必要であるものと考えることから、今後、学区境の地域の実情を

ふまえ、慎重な調整を図りながら、通学区域の弾力的な運用とともに検討していきたいと考え

ております。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 
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〇議長（上野稔君） 
 亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 特養の待機者のことについて、中川保健福祉部長に伺います。 
 今、待機者５６５人ですけども、この５６５人の待機者の解消の見通し、めどはありますで

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） 

 ただいまも答弁をさせていただいたように、非常に待機者の数が増えているというような状

況がございます。ただ、そういった状況が悪循環を生んでいるというような部分がございまし

て、一種の保険的に、とりあえず申し込んでおけばという方も非常に多いわけでございまして、

一例を申し上げますと、いよいよ順番がまわってきているということで、どうぞという話の中

で、まだちょっといいですというような話も聞いている状況もございます。 
 これだけの人数ではありますので、いっぺんに解消するというようなことは非常に難しいわ

けでございまして、次の介護保険事業計画の中でも、こういった施設の設置を当然、検討して

いかなければならないというふうに考えております。 
 今のところ、以上でございます。 

〇議長（上野稔君） 
 亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 このままの状況では５６５人の解消の見通し、めどはないと、大変、残念なことですけども、

ただ、この解消のためには、先ほど池田部長のほうから小規模の特養ホームの建設も計画に挙

がっておりましたけども、でも解消のためには、小規模の特養の施設だけでは、とても間に合

わないというような状況です。この解消のために、どのような政策が必要と考えているのか、

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） 

 亀山和子議員の再質問にお答えいたします。 
 まず特養の、小規模につきましては２９人ということで、県の計画では大規模な特養の計画

があるわけでございますが、現在、老人福祉法では県の計画に、その数が定められているとい

うことで、それ以上の数を整備することは、計画がなければできないということで、県に問い

合わせますと、現在、２３年度までは埋まっているので、新規の計画はないということでござ

いまして、とりあえずは市町村の小規模特養を設置していくしかないということで、先ほど部

長が答弁させていただきました。 
 仮に５６５人をいっぺんに入所可能となりますと、小規模でいきますと２０施設、造らなけ

ればなりません。それはちょっと、すぐには不可能な数字でございまして、今後の考え方とい

たしましては、国ではやはり基本を在宅に置くということでございまして、国の第５期の介護

保険計画におきましては、在宅支援の方向を打ち出してきております。地域で、できるだけ生
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活ができるよう、いろんな仕組みを考えていくとされております。例えば、在宅での２４時間

の安心が得られるような仕組みづくりをする。これは日中だけではなく、夜間も対応できるよ

うな訪問介護や複合的なサービスを付加していくということ。あるいは有料老人ホームのよう

な共同住宅の建設を促進していくということもいわれておりまして、私たちといたしましても、

このへんの国の考え方を見極め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） 
 先ほど中川部長のほうから、特養ホームの待機者の５６５人の中には、さまざまな実態があ

るんだと、そういうことを話されました。この５６５人の待機者の実態把握の件ですが、市で

は、人数は把握するけれども、待機しながら、どんな状態で暮らしているのかとか、どのよう

な状態で待っているのかという、具体的な実態は把握していないというのが現状ではないかと

いうふうに考えております。介護プランを作成するケアマネと話をする機会がありましたけど

も、個別の、大変深刻な実態をいくつも聞きました。時間がありませんので、紹介できません

けども、やはり市は、このような実態を把握しながら、計画に生かしていく。実態が分からな

いままの計画では、本当の被保険者の実態に合った計画にはなっていかないんではないかと考

えますので、５６５人すべてとは申しませんけども、やっぱり、この実態を調査する必要があ

るんではないかと思います。ぜひ、調査していただきたいんですけども、その意思はあるでしょ

うか。 
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） 

 亀山和子議員の再々質問にお答えいたします。 
 ５６５人でございますが、そのうち在宅に２９３人おられます。約半分以上ということでご

ざいまして、あとは施設に入っている方が大方でございますが、老人保健施設というのがござ

いまして、そこには１４６人の方が入っていらっしゃいます。そのほか、病院等に入院されて

いる方が７５人ということになっておりまして、自宅の中に、やはり介護度の高い方もいらっ

しゃいますので、今、亀山議員のご指摘のとおり、今日にも明日にも入りたいという方がいる

ことは事実だろうと思います。ただ残念ながら、今、特養の申し込みは、市が通じなくて、直

接本人がご存じだと思いますけども、施設と契約ということで、その都度の契約状況について

は、私たちも推し量るしかないわけでございますが、今後もこういった待機者の調査につきま

しては機会を捉えて、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） 
 今の福祉事務所長の答弁だと、調査する意思がある、調査したいということでよろしいんで

しょうか。 
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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） 
 お答えをいたします。 
 やはり、個々の方のケースにつきますと、どうしてもプライベートなことにも立ち入るとい

うことになりますので、私たちも私たちの機関、あるいはそれぞれケアマネが付いていると思

いますので、そういった方たちの協力もいただきながら、調査の把握に努めていきたいという

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） 
 ケアマネのお話を伺いますと、特養になかなか入れない人たち、施設になかなか入れない、

待っている人たちといいますのは、ショートステイをつなぎながら、介護保険を利用しながら、

待機の状態で待っているわけです。そのことに対して、笛吹市では大変厳しい指導や監査が入

るという話もいくつも聞きました。そのショートステイをつないでというのは、どうしてこう

いうことになるんだということを、いろいろ厳しく指摘される。その背景には、特養が圧倒的

に少ないために、特養を待機しているんだという状況がなかなか、市の認識として薄いという

のが、その厳しい指摘や監査につながっていくんではないでしょうか。そういうことからも私

は、この待機者のことについて、きちっと調査して、本当に市の職員がケアマネや、それから

被保険者と一緒になって困難事例を解決していく、そういうシステムづくりをしていただきた

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） 

 お答えをいたします。 
 私どものほうも待機者につきましては、今後も慎重に見極めながら、先ほども申しましたよ

うに、対応につきましては努めていきたいというふうに考えております。ただ、指導につきま

しては方法がございますので、それに基づいて指導等はしていかなければならないということ

もございます。そのへんは、ご理解をいただきたいというふうに思います。 
 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） 
 石和中学校のことについて、お伺いいたします。 
 先ほど、仲澤部長のほうから調査・研究をしていきたいということの答弁がありましたけど

も、その調査・研究をしながら、そのあと、どのような建て替えとかに向けて、どのようなス

ケジュールで進んでいくのか。今、分かっていることがありましたら、お答えください。 
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） 
 今後の計画でございますけども、先ほど答弁させていただきましたように、今後、調査費用

を盛って、石和中学校の状況につきまして、給食棟を含めまして、改修が必要か、使い勝手に

つきましては、バッテリー校舎ということがございまして、非常に使い勝手が悪いということ

は確認しております。どのような形の中で、校舎を含めて給食棟、合わせてその場所で改修が

できるのかどうかということにつきましては、これから検討していきたいと思っております。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（上野稔君） 
 亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 先ほど部長の答弁の中で、石和中のマンモス状態のことについて、これからの推移を述べら

れました。２６年にはピークを迎えて、８００何人になるとかということですけども、２０何

年からは少しずつ減少していくという理解でよろしいんでしょうか。 
 私は、もう１回伺いたいんですけども、今の石和中のマンモスの状態をどのように認識して

いらっしゃるのかということとか、あとそれからマンモス校であるがゆえのメリットもあるか

もしれません。しかし、マンモス校であるがゆえの教育効果とか学習環境とか、それから人間

関係、生徒と生徒の人間関係、生徒と教員の人間関係もあるかと思います。それから、あと生

活環境、そして学校運営においてどのような困難や弊害があるというふうに考えておりますか。 
〇議長（上野稔君） 

 山田教育長。 
〇教育長（山田武人君） 

 亀山議員の質問にお答えいたします。 
 学校というのは適正規模というのがあるわけですけども、２学級以上、中学校の場合にも６学

級以上、２０人以上のクラス替えのできる範囲が望ましい、それが 低の条件です。上がどう

なっているのかというのは特にないわけですけども、私なんかが経験した中では、中学校の４学

級、学年４というのが一番やりやすいと。これはどの先生方も言っております。でも４の倍数、

８学級くらいは、その許容範囲の中に入っている。石和中学校の先生なんかにもお話をさせて

いただきましたけども、やはり、今の時点で、非常にマンモス化していて、とてもこの状況で

は困るというような声は聞こえておりません。一応、許容範囲の中だと。かつて、甲府のほう

では１３学級とか１４組というところもありました。クラス数が２桁になってしまうと、これ

はマンモス化ということで、いろいろな弊害が起こってくるわけですけども、今、石和中学校

の場合については、教育委員会としては、もちろん数は多いわけです、今はだいぶ小規模になっ

ておりますから、県の中でも一番、多い部類にあるわけですけども、一応、その許容範囲の中

だというふうに考えております。 
 数が多ければ、先生方の配置も非常に多いわけです。大体１人の先生に対して、１５人くら

いの担当する子どもになります。これは、ほかの中学校や小学校ともそんなに変わりません。

非常に数が多いということは、底辺が非常に広いということですから、いろいろな点の中で部

活動とか、いろいろな点ではそれが非常に有利に働いているという面もあります。 
 きめ細かな指導ができるかどうかということに対しましても、これは人数的な先生の数とい

うのは結構いるわけですから、そういう点ではあまり差はないと思っております。ただ、大き
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い学校、小さい学校、それぞれのメリット、デメリットがありますから、石和中学校の数が多

いという点でのデメリットもありますし、メリットもあると思います。これは、どの学校に対

しても同じだと思っておりますけども、ですから教育委員会の考えといたしましても、マンモ

ス校ですけども、まだ許容範囲の中だと。そういう声が、非常にマンモス校で困るという声も、

今のところ、学校現場のほうからもまだ聞こえておりません。ということは、先生方も許容範

囲の中だというふうに考えているのではないかと思っております。 
 以上です。 

〇議長（上野稔君） 
 亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 私の認識と教育長の認識では、若干、ずれがあるというふうには感じましたけども、ただ平

成１９年に笛吹市の通学区域の件で調査をして、保護者からも自由記載でアンケートをとる欄

がありましたけども、その中には少なからず石和中学校の規模のことについて、もう１校増や

すべきではないか。石和中を分離・分割すべきではないか。笛吹市にもう１校、造るべきでは

ないかという意見が、少なからずあったことも付け加えておきます。まったく、そのような要

求がないというふうには、私は言いがたいというふうに思いますし、大規模校であるがゆえの

困難や弊害を、そういう弊害を取り除いて、 良な教育環境を与えるというのが教育行政の仕

事だというふうに思います。 
 もう１点、 後にお伺いします。 
 その通学区域の設定、変更に関する調査があって、答申が出されました。その答申から３年

が経過しました。合併から７年目に入ろうとしています。その答申に基づいて、今後、検討に

入っていく予定があるのか。答申に沿った区域の検討が始まっているのか。始まっているとす

れば、どんなスケジュールなのか。検討が始まっていなければ、いつごろになるのか、お伺い

します。 
〇議長（上野稔君） 

 仲澤教育部長。 
〇教育部長（仲澤和朗君） 

 ただいまの通学区域の調整でございますけども、議員のおっしゃるとおり３年目を経過いた

しました。私ども教育委員会といたしましては、５年をめどにいたしまして、今後、検討して

いきたいと思っております。現在は、検討しているかということにつきましては、今現在は、

市民の声は聞いておりますけども、検討はしておりません。今後５年を経て、それから地域の

声を聞く中で、また学校の意見を聞く中で検討していきたいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（上野稔君） 
 亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 初に申し上げましたように、私は今、多機能アリーナの建設ではなくて、もっと市民の安

心を支えるための特養ホームの建設であるとか、石和中学校の改修とか分離・分割のほうが、

も優先的な課題ではないかと思いますので、そのことを申し上げて、質問を終わります。 
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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） 
 亀山和子議員の多機能アリーナに関する部分で、関連質問を行います。 
 第２回の多目的施設検討委員会の資料によりますと、スポーツの練習、大会を除く、要する

に文化行事その他、市の行事、あるいはイベント等々が列記されております。その中には消防

団の出初め式とか、あるいは文化祭の展示会場としての資料とか、階段の観客席など邪魔になっ

て、普通の体育館で十分なものも含まれております。そして、また当時は多目的ということで、

クラシックコンサートなども入っておりますが、多機能施設ということでは、これは不十分な、

お金を取ってやるには不十分な、クラシックなんかはできない施設になろうかと思うわけです。

また成人式とか保育園のお遊戯会など、２千人規模というのは到底考えられないようなものも

例示されております。改めて、どうしても、この多機能施設、体育館ではなくて、小規模では

なくて、２千人規模の多機能施設でなければならないということでの、必要な事業というのは、

この時点とはまた違っていると思いますので、現行の多機能という言い方の中での何に必要か。

そして、どうしても必要な日数というのは、どの程度になれるのかということを、まず 初に

お聞きします。 
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） 

 前段のご質問でございますけども、検討委員会の第２回目の資料でございます。１回目の検

討委員会におきまして、当時の多目的ホールとして、どのような事業が考えられるのかという

ことで、私どもが考えられる範囲内でのものを資料として提示したものでございます。その時

点では、いわゆるどんな目的という部分について、どんな施設がいいかという論議をしており

ましたので、今回の多機能アリーナということになれば、いわゆる議員がおっしゃるとおり、

活用内容等について、運動施設を中心ということですから、おのずと絞られてくるだろうと考

えています。ただ、そこの部分につきましては、これから建設委員会を設置いたします。その

中で、運営等について協議・検討してまいりますので、現時点において示すことはできません。 
 ただし、議会全員協議会の検討の中での、考えられるものを出してくれということをいわれ

て、資料として提示させていただいていると思いますので、そのところも確認していただきた

いと思います。 
 現時点において、その稼働日数をどのように考えているのかという部分につきましては、こ

れから建設委員会の中で協議していきたいということでございますので、よろしくご理解のほ

どをお願い申し上げます。 
〇議長（上野稔君） 

 渡辺正秀君。 
〇７番議員（渡辺正秀君） 

 この第２回の多目的施設建設委員会の資料、どういうことが考え得るかという中でも、結局、

市内行事として、どうしても多機能型、２千人規模、こういうものが必要だという例は１つも
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なかったわけでございます。そして多機能ということで、多目的に比べ、このコンサート等も

クラシック等についてはできないと。なかなか難しいというような状況がございますので、そ

うしますと年に何回かということになってしまうわけですね。そして、その一方で、私もちょっ

と、例えばそういう、どうしても多機能、２千人規模の施設がどうしても必要というものを、

年に１５日か２０日ということで、そして多機能施設にすると、この前、出された資料から推

測するに、大体、体育館の倍ぐらいの建設費等がかかっていると、敷地等を除いてですね。そ

ういうことを考えますと、私なりに計算しますと、運営費と、それからこの建設費で、４０年

間の行事に必要なものが、６００日か１千日くらいになるんではないかなと。そうしますと、

大体１日にかかる建設費と運営費というのは数百万円、３００万円から５００万円という数字

が出てくるわけですね。そういう点でも多機能というのは、非常にいいような、便利なような、

あるいはコストを低減させるようなことと感じますが、しかし実はそうではない。コスト、費

用対効果の面では、非常に無駄な事業だということが言えると思いますが、その点についての

お考えを教えていただきたいと思います。 
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） 

 先ほどの議員のご質問の中で、２千人ということにかなり、こだわっておられるようなご質

問でございますけども、私どもは１千人から２千人という、現段階の構想案でございます。そ

れからクラシックコンサートができないこと等々、文化面での活用が少ないんではないかとい

うお話でございますけども、先ほどは稼働率等については、建設委員会の中で検討させていた

だくというお話をいたしましたけども、その稼働率をどのように確保するのかということより

も、現在のスポーツ施設がいわゆる飽和状態にある中で、スポーツをメインにした利用をすれ

ば、稼働率は１００％近く、毎日のように利用されるんではないかというふうに見込んでおり

ます。したがいまして、その稼働率と建設コストの部分につきましては、改めてその視点から、

これから基本設計に取り組む段階で明らかにしていきた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） 
 よく検討していただいて、非常に利用が少ない部分について、多機能にするということで、

莫大な費用がかかると。そして１日のコストは、先ほど言ったような大きなコストになるとい

うことであると、費用対効果ということを盛んに指摘されておりますけども、そのへんをよく

検討していただきたいと思います。 
 もう１点、指摘しておきたいと思うんですが、行革大綱の財政シミュレーションでは、行革

をしなかったら、平成３０年には基金がゼロになってしまうと。やっても基金残はわずかで、

その後、基金は底をついてしまう。だから、もっと大胆な行革が必要となるというふうに、大

変、厳しい指摘をされておりますけども、しかし先ほどの話では、建設に関しては、将来財政

は、１０年以降も均衡ある財政を確保できる見通しと、楽観的な説明ですが・・・。 
〇議長（上野稔君） 

 持ち時間が終了しました。 
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 池田経営政策部長。 
〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 行革大綱の中での１０年間のシミュレーションでございますけども、今回の行革は向こう４年

間の行革でございまして、その延長には次の行革がある。その次の行革で、いわゆる７万２千

人というスケールに合った経営をしていかなければ駄目だと。それに向けた取り組みを、次の

行革の中でしていかなければならないというお話でございます。 
 ちなみに行革推進委員会の中でもご指摘をいただきました。本市の基金残高、約１３０億円

で、７万２千人の自治体として、それほどの基金が残高を持っていていいのかというご指摘も

ありました。私どもの考えといたしますれば、いわゆる交付税が徐々に減少される、１０年間

につきまして。ゆるやかに行革を進めていきたいという視点のもとに、そこの部分を、基金を

充てさせていただいていきましょうという、基本的な考え方がありました。したがいまして、

推計、そのものにつきましては、そのような考え方で取り組んでおりましたけども、これから

新たな行政課題という取り組みをしていかなければならないということをふまえますと、そこ

の部分につきましては、さらに行財政改革に取り組まなければならないというふうに考えてお

ります。 
 答弁になったかどうか分かりませんけども、ご理解をいただきたいと思います。 

〇議長（上野稔君） 
 関連質問を終わります。 
 ここで、暫時休憩といたします。 
 再開は、午後１時３０分からといたします。 

休憩  午後１２時１８分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 １時２６分 
〇議長（上野稔君） 

 再開いたします。 
 一般質問を続けます。 
 ２番、志村直毅君。 

〇２番議員（志村直毅君） 
 笛政クラブの志村直毅でございます。 
 議長の許可をいただきましたので、これより一般質問を行います。 
 笛吹市夏祭りも盛況のうちに終了し、これから秋冬の観光シーズンを迎えます。私も観光・

環境・健康都市、農業・教育・協働立市を目指して、笛吹市のまちづくりに取り組んでおりま

す。今議会では、そのうちの観光を中心とした質問と大型施設整備のうち、多機能アリーナ事

業についての質問を行います。 
 まずはじめに、地域の魅力を資源としたツーリズムへの対応について伺います。 
 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て、本年３月に策定

された笛吹市観光振興ビジョン、これに基づき具体的な観光振興アクションプランの策定に着

手されていると伺っております。世界的な景気の後退、円高の継続という状況の中、全国各地

の観光地では、観光振興に創意工夫を凝らし、周遊見物、団体ツアー、集客イベント開催といっ

た従来のあり方から、滞在、個人向け、交流、体験といったメニューを創出し、生き残りに知
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恵を絞っています。インバウントとともに、いかに国内での旅行者を自分たちの地域へと呼び

込めるか、より一層の内需拡大、あるいは争奪戦ともいえる状況です。 
 そして近年、着地型の企画提案による地域の魅力を特色とした各種のツーリズムが活発に催

行されるようになってきております。ツーリズムという言葉の定義は、世界観光機関 ＵＮＷ

ＴＯによれば、レジャー、ビジネス、その他の目的で連続して１年を超えない期間、通常の生

活環境を離れた場所を旅行したり、そこに滞在したりする人の活動のことを言うそうで、

１９９３年に国連統計委員会で採択されています。 
 またエコツーリズムやグリーンツーリズム、アグリツーリズムなど、 近のツーリズムを総

称してニューツーリズムとも言うようですが、商品企画としては消費者のニーズの多様化に合

わせた、いわば多品種少量の品揃えといった状況にあります。 
 そこで昨今の観光ニーズの多様化や、これまでに体験・体感したことのないものを求める多

嗜好化に対応し、小規模ではあっても特徴や特色のあるツーリズム事業を強化することは、大

規模な集客が可能な宿泊施設を有する笛吹市においても、必要かつ重要な取り組みであると考

えます。こうした観点から、本市の観光メニューのさらなる充実を図っていくための対策につ

いて伺います。 
 まず、着地型観光といわれて久しいわけですが、従来型の周遊観光や発地型のツアーと着地

型の観光との違い、また、その必要性について、本市の考え方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、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いたします。 
 現在、笛吹市では観光振興アクションプランの策定にとりかかっており、ビジョンに示す基

本的方針７つの１つに百人百葉の笛吹体験づくりがあり、笛吹を楽しむ１００のプラン提案を

掲げております。このコンセプトは１日に何万人もの集客を行うよりも、日々、小規模ではあ

りますが、現地でしか体験・体感できないイベントを行うことにより集客数、宿泊数を伸ばす

手法でございます。 
 ツーリズム事業を行うには、ターゲットの設定と観光資源の掘り起こしが必要不可欠であり、

現時点においては、市内直売所などを利用した地産地消の推進、宿泊につながる夜間のイベン

ト、閑散期対策としてのワイン等、地域ブランドの活用やプチ観光メニューの紹介など、旅行

形態が個人化、小グループ化が進む中での取り組みを行っているところでございます。 
 具体例としましては、本年度、笛吹市商工会や石和温泉観光協会、御坂町観光協会を中心と

し「ぶどうＥＸＰＯ」と銘打ち、市内の観光資源の掘り起こしを行いながら、旧地域間のイベ

ントを結びつけ、県外に向け情報を発信し、集客を促す事業を９月１日より１１月３日まで展

開しております。 
 さらに、先日行った海外トップセールスではメディカルツーリズムと称し、中国のビザ緩和

により増加する海外観光客や富裕層をターゲットとした、日本の 先端の高度医療であります

ＰＥＴ健診ならびに人間ドックを受診できるプランを旅行エージェントに宣伝し、ツアーの企

画・立案を依頼したところでもございます。 
 今後とも多種多様なターゲットを設定するとともに、さらなる観光メニューの充実を図り、
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笛吹市における有効的な観光戦略を打ち出し、観光客の増大に寄与できますよう努めてまいり

ます。 
 また、着地型観光と発地型観光との違いについての本市の考え方になりますが、旅行の形態

についても時代のニーズや移り変わりによって、常に変化をいたしております。今までの旅行

というのは、すべての場所や日程、コースをあらかじめ設定する発地型形態が主流でありまし

たが、 近においては旅行形態が団体から個人や家族となり、旅行先に入ってからオプション

的な体験型・滞在型・学習型観光、こういったものを求めるものが人気となっております。 
 幸い笛吹市には温泉、それから果実、歴史といった地域を代表する資源が豊富にあることか

ら、それらの資材をいかに有効的に観光に結び付けていくことが急務であると考えております。 
 ただ、こういった旅行商品を直接売るには、旅行業法の取得が必要となり、これについても

課題として残っております。 
 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） 
 ただいま答弁をお聞きしまして、従来型の観光地から、あるいは観光地のイメージからの脱

却ですとか発想の転換、新しい観光政策が求められていると。また旅行を楽しむ消費者層、年

代層の変化によってニーズが変遷し、多様化している現状であると。こういうことからも重要

かつ差し迫った観光への対応が必要だというような、ご認識を持っていることというふうに理

解をさせていただきました。 
 こうしたことからも着地型観光は、本市や山梨に訪れる旅行者、お客さまのニーズを捉えて、

これに対応したメニューを企画していくこと。あるいは、その支援を図っていくこと。必要な

ソフトやおもてなしをさらに強化すること。またニーズを満たすために、ハード面での充実を

図ることが重要であると考えます。そして、その基礎となるのは、マーケティングであると考

えます。かつて、お客さまがぞくぞくとやってきた時代のことを思うと、観光客の入り込み数

が減少する中で、ともすると、とにかくお客さまに訪れてほしい、おおぜい来てほしいと考え

るようになってきます。当然、１万人を収容可能な宿泊施設を有する山梨の宿笛吹市ですから、

たくさんのお客さまに来ていただけることはありがたいことですが、誰でもいいから来てほし

いというのでは誰も来ないという結末にもなりがちです。私たちも、誰でもいいからといわれ

て、無料ならばともかく、果たしてそういうところに行こう、そうした商品を買おうと思うで

しょうか。これには疑問符をつけざるを得ません。 
 そこで部長からもありましたように、ターゲットを想定し絞り込むこと。旅行者であるお客

さまのニーズを調査・分析すること。ニーズを開拓するような魅力を創出すること。安売り合

戦ではない、魅力的な価値の創出による価格設定や商品開発、効果的なプロモーション等々、

こうした認識にもう一度立つことが必要です。民間事業者はマーケティングを十分に行い、商

品開発に生かしていると思われますが、観光のまち笛吹市として、これに具体的に取り組んで

いるでしょうか、お聞かせください。 
〇議長（上野稔君） 

 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） 
 再質問にお答えいたします。 
 着地型観光については、お客さまのニーズを捉えて、これに対応したメニューを企画してい

くことが、当然ながら重要だと考えております。笛吹市では、国内外を通したトップセールス

を皮切りに、多くのエージェントとの意見交換の場、あるいは旅行商品の発表会等に笛吹市の

観光物産連盟、あるいは各種観光団体との連携を密にする中で、積極的に出席をいたしており

ます。現在の市場の状況を的確に把握する中で、旅行会社がどのようなことを求めているのか、

生の声を聞くことが重要な取り組みだと考えております。個人のお客さまがどのようなことを

求めているかも併せて聞き取っていくことが必要であり、そのための活動については積極的な

取り組みを行ってまいります。 
 また幸いにも笛吹市には、先ほど申し上げたとおり、温泉、果実、歴史といったその地域を

代表する資源、こういったものが豊富にございます。そのほかに自然ですとか、山あるいは清

らかな清流、水あるいは花等々の素材がたくさんあります。これらの要素をつなぎ合わせて、

魅力ある観光地ということを大きな物語として発展させて、観光客に発信することが必要だと

考えております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（上野稔君） 
 志村直毅君。 

〇２番議員（志村直毅君） 
 ぜひ市と観光物産連盟で大いに連携を図る中で、市を挙げての観光戦力にマーケティング商

法も存分に取り入れていただく中で、進めていっていただきたいと思います。 
 そして、今、おっしゃられた地域の魅力、あるいはこの豊かな地域資源をもっと観光に生か

していきたいと考えるわけですけども、地域の魅力や、この資源を活用して、旅行者のニーズ

に合ったツーリズム、こういったものを企画・提案していくために、必要なものはなんである

と考えるか、この点について、もう少しお聞かせください。 
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） 

 ご質問にもあったとおり、さまざまなツーリズムが、エコツーリズム、あるいはアグリツー

リズム、グリーンツーリズム等、さまざまな累計型のツーリズムがあると認識しておりますが、

行政的にはあらゆる官公庁に、こういったツーリズムを１つの部署で行うことは、なかなか難

しい面がございます。しかしながら、構築されている各事業を一元的に紹介することが本来の

姿であり、望ましいものと考えております。このために市関連の情報を、ポータル的窓口を構

築することにより、行政では伝えない観光情報や旬の情報、あるいは食、泊まる、産物といっ

たような、より身近な情報の提供ができるシステムづくりを、市のホームページ作成と併せて、

観光ルートを掲載する、観光スポットの紹介等を併せて、今現在、作成中でございます。そう

いったことから、それぞれ新しいツーリズムについての受け入れについて、積極的に取り組ん

でまいりたいと考えております。 
 以上、答弁といたします。 
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〇議長（上野稔君） 
 志村直毅君。 

〇２番議員（志村直毅君） 
 私は、この地域の魅力を資源としたツーリズムを企画・提案していくのに、少なくとも今、

おっしゃられたことのほかに、２つ、視点が必要であると考えております。それは、まず１つ

は利用者の視点ということであります。そして、もう１つは地域を熟知し、これを生かせる人

材。やはり利用者の視点というのは、地元に住む人間だけでは、なかなか持ちにくいものです

し、そういう意味では、マーケティング手法を活用して、このニーズを捉えていくと。そして、

もう１つの地域を熟知し、生かせる人材というものも常に育成し続けていかなければならない

と思います。これを私たち市民が、あるいは役所が実践していけるような、このコンダクター

としての役割、こういうものをぜひアクションプランをもとに、職員の皆さまにも担っていた

だきたいと、こんなふうに考えております。 
 そこでツーリズム事業、これは本市で楽しめるものはどのくらいあるかということと、情報

の収集については、今、インターネット等で収集する方も多いわけですし、これは観光物産連

盟でもポータルサイトの構築ということを準備しているということですから、こういった体制

をぜひ整えていっていただきたいということで、ツーリズム事業の点についてで結構ですので、

もし把握している部分、分かりましたら教えていただきたいと思います。 
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） 

 まず、新しいツーリズム事業の企画ということになりますが、スポーツに関するツーリズム、

あるいは答弁で申し上げたとおり、メディカルツーリズムの対応を今現在、考えております。

スポーツに関しては、まず自分が体験する、あるいは見る、習う等々が考えられますが、こう

いったものについては、本市を訪れて、スポーツを楽しむお客さまを二次的観光につなげてい

く、こういったことが主要な取り組みと考えられます。また、メディカルツーリズムにつきま

しては、すでに石和温泉の健康増進システムを有する数軒の旅館とＰＥＴ健診、あるいは人間

ドック等の医療とのつながりを持つ中で、宿泊にもつなげていきたい、こういった商品の宣伝

も行っているところであります。ただ、こういったものについては、専門的医学用語を含む言

葉の問題について、その不安を抱くものでもございます。 
 また、ツーリズム事業を企画実施する民間団体やグループなどへの支援策についてになりま

すが、今現在、ふえふき旬感ネットなど、地域のおけるＮＰＯ、民間事業団体で、一定の基準

を満たした団体については、３年間の資金援助を出しております。今後、石和温泉で働く仲居

さんなどを中心に、笛吹の資源を学習、あるいは再認識してもらいながら、取り組みを進めて

まいりたいと思います。そのことが各種団体のお力を借りながら繰り広げていくことが、これ

からのツーリズムにとって必要不可欠だと考えております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（上野稔君） 
 志村直毅君。 

〇２番議員（志村直毅君） 
 非常に内容のある答弁をいただいたと思います。情報発信についても、これはポータルサイ
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トができましたら、類型化して発信をしていっていただきたいと、このように思いますし、ス

ポーツツーリズム、メディカルツーリズムといった新しいタイプのこういった事業にもできる

限り、対応を進めていただきたいと思います。そしてまた、こうした事業が成功する条件の１つ

として、どれだけおもてなしができるかと。おもてなしのブラッシュアップ、磨き上げができ

るかと、そうした人材を市民レベルでいかに増やせるかといったことが挙げられると思います。

笛吹市の魅力を市民が十分に理解し、大切にする意識づくりを進め、笛吹市のツーリズム事業

をさらに発展させていきたいと。また、いけるようにお願いしまして、２問目に移っていきた

いと思います。 
 今月下旬から開催されます第６５回の国体、夢半島千葉国体に参加する本県選手団が発表さ

れ、いくつかの競技に本市関係の監督・選手も出場される予定です。本市選手団の健闘をお祈

りしながら、体育館機能を中心とした多機能アリーナ構想事業の考え方について質問いたしま

す。 
 合併特例債を活用した多目的施設建設事業については、多機能アリーナとして整備構想が示

され、建設予定地案も示されました。これまでの間、市民ミーティングやアンケート調査、建

設検討委員会などでの議論を経て、今議会にも調査費の補正予算案が提案されております。 
 市民の関心も高い中で、高齢社会時代の将来の笛吹市のまちづくりを展望し、健康をポイン

トに置いたスポーツ振興の拠点とも考えられる多機能アリーナ構想には、大型集客施設として

発展的な利活用による地域振興への期待があります。その一方で、財政状況や他の施策への影

響を心配する声があることも、また現実であります。 
 こうした中で、議会でも議論を深めながら、市民の声を真摯に聞き、将来の笛吹市の市民生

活や地域振興、ならびに６年目を迎えた合併新市として、山梨県内でも屈指のまちづくりに取

り組んでいくという考えのもと、財政課題、利活用の考え方、本事業の具体的な想定も含め、

多角的な観点から多機能アリーナ構想について、伺います。 
 まず、改めて合併特例債を活用した本事業について、笛吹市総合計画に示した本市の将来像

実現のために必要な事業であるのか。行財政改革に取り組みながら、事業の優先順位を見極め

つつ、行政経営に取り組む中で、残された合併特例期間に他の、いわゆる大型整備事業ととも

に多機能アリーナを建設していきたいという考え方について、これまでの答弁にもあったわけ

ですが、簡潔にご説明いただければと思います。 
〇議長（上野稔君） 

 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、池田経営政策部長。 

〇経営政策部長（池田聖仁君） 
 志村直毅議員の一般質問にお答えいたします。 
 今回の構想につきましては、本市で目指す行政経営の理念であります、市民との協働に基づ

きまして、基本的な考え方や目的をお示しする中で、可否も含め、多くの市民の皆さまのご意

見をいただきながら、練り上げてきたものでございます。 
 また今後につきましても、建設委員会等により施設内容や規模、運営に関する事項等、ご協

議いただきながら進めていきたいと考えております。 
 本構想は、ご提示申し上げた当初、多目的ホールおよび多目的施設としておりましたが、多

目的施設建設検討委員会においても、施設目的をある程度、限定する必要がある、既存の体育
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館が慢性的な飽和状態にあるなどのご意見をいただく中で、体育館機能に軸足を置いた多機能

アリーナ構想として、議員の皆さまにお示しいたしました。 
 主目的であります体育館機能につきましては、バスケットボール２面から３面での使用がで

きる規模を考えており、市民の皆さま方の通常の利用はもちろん、バレーボールやバドミント

ンなど、体育館で行うスポーツについて、全国大会などにも活用していただける施設内容を考

えております。 
 また、ある程度の音響設備とともに、広いステージを有し、１千人から２千人規模の皆さま

が集うことができることにより、音楽イベントや講演・集会などにもご活用いただける施設を

考えております。 
 ご質問の趣旨につきまして、私どもの基本的な考え方を申し上げます。 
 まず、ご理解いただきたいのは、時代の変遷とともに国の課題、地域の課題は常に変化する

ということであります。経済状況や国民生活の変化に伴い、新たな行政課題が生まれます。国・

地方ともこうした新たな課題に対し、常に研究・検討を重ね、必要な取り組みを進めなければ

なりません。地方にあって、この新たな行政課題をどのように捉え、どのような政策を展開す

るかといった、 も基本的な視点は地域経営であります。 
 今回の多機能アリーナ構想は地域経営の視点に立った必要な施設であり、新たな行政課題の

１つとして位置づけております。すでに本市では学校教育ビジョン、観光振興ビジョンを策定

し、人づくり、地域経済の活性化のため行動を起こすべく、各種施策に取り組んでおりますが、

さらに今、健康をキーワードとした市民の健康づくりプロジェクトの取り組みを始めました。

人づくり、健康づくり、市内外の多くの交流による地域活性化への取り組みが、これからの笛

吹市という地域をつくっていくものだと信じております。 
 この多機能アリーナ構想は人づくり、健康づくり、交流づくりの拠点施設として、現世代ば

かりでなく、笛吹市の未来を担う、これからの世代のための財産として考えているところです。 
 次に、多くの市民の皆さまが心配されている財政課題であります。 
 合併特例期間が終了いたしますと、交付税の減額により歳入規模は徐々に縮小されると見込

んでおります。このため市では現行制度に基づき、常に毎年１０年間の財政推計を行い、各年

度の歳入歳出を的確に算定した上で、財政計画を策定し、行財政改革などスケールメリットを

生かした取り組みの中で、歳入歳出の均衡の取れた財政の健全化を維持してまいります。 
 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） 
 今、新たな行政課題への対応、またそれに対応していくには、地域経営という視点、こういっ

たことをお聞きしました。この点については、のちほどお聞きしていきますが、多機能アリー

ナを整備すれば、当然、厳しい財政運営となる一面も予想されます。整備をした場合と、しな

い場合の市民サービスや地域経済への影響や効果、こういったものはどのように検討されたの

か。Ｂ／Ｃとまでは言いませんけども、それぞれ、そういったことに対してどのように考えて

いるのか。大まかで結構ですので、お聞かせください。 
〇議長（上野稔君） 

 池田経営政策部長。 
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〇経営政策部長（池田聖仁君） 
 多機能アリーナを整備するから、直接、厳しい財政運営になるというふうな認識は、私ども

持っておりません。多機能アリーナにかかわらず、道水路とハード整備、これは実現していか

なければなりません。そこには予算が発生いたします。そのためハード事業、ソフト事業と、

それから財政の健全化という部分につきましては、一体的に考えていく必要があると思います。 
 それから、住民サービスや産業振興等と地域の活性化でございます。 
 今言われましたように、財政の許す範囲、 大限の取り組みをしていく必要があると考えて

おります。将来財政につきましては、先ほど来、申し上げております１０年間の財政推計、毎

年度把握、それから策定する中で健全財政の維持に努めていくというものでございます。 
 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） 
 では、こういう視点でお聞きしたいと思いますが、今後、公共施設等の行政財産が築３０年、

５０年といった施設が増え、その維持管理や改修、更新といった時期が早晩、到来するという

ことになります。将来的な管理、整備、統廃合の検討に視野に入れながら、市民の利用ニーズ

の対応もふまえた計画的な管理を進めていくと、こういうことが必要不可欠だと考えるわけで

すが、具体的にこういったことに取り組んでいるのでしょうか。あるいは、本市の公共施設白

書といったものを作成し、全体的な方向性を検討するお考えがあるのかどうか伺います。 
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） 

 議員ご指摘のとおり、本市には合併前から各地域に公共施設がございます。いずれ、それら

の施設につきましては、老朽化してまいります。そのときに、必要な経費をかけて修理をする

のか。また新たに施設整備を考えるのか。笛吹市全体の形を考える中で、取り組んでいかなけ

ればならないと考えております。 
 現在、市で公共施設の価値創造、それから有効的な活用等について、現施設の効率性等々、

検討する検討委員会を調査内部で設けております。すでに１年前から取り組んでございました。

その検討委員会の中で、先ほど申し上げました、これからの笛吹市の公共施設のあり方ととも

に、既存施設の有効活用、さらには施設目的の変更等も視野に入れて、向こう３年、ないし５年

の間に、笛吹市の公共施設白書を作成いたしまして、市民の皆さまに公表し、かつご意見をい

ただいた中で、その後の取り組みを進めていきたいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（上野稔君） 
 志村直毅君。 

〇２番議員（志村直毅君） 
 公共施設の耐用年数を考えますと、そういったものが増加して、老朽化が待ったなしという

ような状況になる前に、そういった対応を進めていかなければならないと、こういったご認識

もお持ちだということは、よく理解できました。公共施設については、トータルコスト、こう

いったものをすべての施設において、１施設当たりですとか、利用者１人当たりといったよう
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な形で算出する。その算出するにあたりましても、施設自体の価値をどういうふうに判断して

いくかと。これは民間の企業であれば、減価償却といったふうな、ちゃんと認識があるわけで

すけども、行政財産ですから、そのへんは取得価格で判断するのか、再評価価格で判断するの

か、あるいはまた違った形でやっていくのかと、いろいろな手法等があると思いますので、そ

のへんはぜひ研究をされて、今後の公共施設のあり方を早急に進めて、検討を進めていただき

たいと思います。 
 また使い道を考えるということも併せて、方向性の中で定めていっていただけたらと思うわ

けですが、これは昨年度からですか、補助金施設の転用譲渡等の規制緩和も原則、築１０年を

超えたものについては、可能になったということもありますし、また新潟県の南魚沼市という

ところでは、ここも合併、たくさんの町村がしたわけですけども、議場を運送会社のコールセ

ンターに貸して、そこで雇用も創出したというようなケースもあります。当然、利用の収入も

あるわけです。公共施設の今後のあり方を早急に検討する中で、そういったあらゆる可能性を

探っていただいて、笛吹市の公共施設、財産を有効に活用していく、こういった方策を検討し

ていただきたいと、このように思います。 
 それから、また財政的なことをもう少し伺っておきたいと思いますが、大規模な体育館です

とか、多目的ホールのような施設整備の要望、これは合併以前からのものも含めて、市民の皆

さまからも要望があったと理解しています。一方で、今回の整備について慎重にという市民感

情は、市税収入の減少、税金や公共料金の滞納の増加、経済的な不安要因の拡大などが進んで

いる現状に鑑みれば、いずれも理解できるものであります。 
 本事業を推進するにあたって、予測が難しい長期財政推計も示されていますが、税収減、こ

れによる依存財源割合の増大、そして不納欠損の増加、税負担の公平性の観点からの収納悪化

のマイナススパイラルと、こういったことへの懸念はないのか。この点について、お聞かせく

ださい。 
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） 

 引き続き財政の課題でございますけども、先ほどお話をさせていただいたように、長期財政

推計を向こう１０年間、策定させていただいております。ただし、これは毎年度、見直しを行っ

てまいりたいというものでございます。 
 この推計につきましては、大変難しい部分がございまして、現行の国の制度、これが変更さ

れれば、その変更内容等に基づいて推計し直さなければならないという部分もございます。し

たがいまして、そこのところは、先ほど言いましたように毎年度見直しをしつつ、健全財政を

維持していくと。 
 ご質問の収納率の関係でございます。 
 昨日の代表質問の答弁の中にもふれさせていただいておりますけども、収納率の向上につき

ましては、本市の大きな課題であると認識しておりまして、コンビニ収納でございますとか、

納税環境の整備でございますとか、悪質な滞納者に対する厳格な対応等、重点的に取り組んで

いく方針でございます。よろしくお願いいたします。 
〇議長（上野稔君） 

 志村直毅君。 
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〇２番議員（志村直毅君） 
 長期財政推計については毎年度見直し、これは私どもから見ましても、当然、それをやって

いかなければ、毎年刻々と変化するこの国・地方の財政の状況からしても、これは必要なこと

だなというふうに感じています。 
 また税収減ですとか不納欠損につきましては、これはやはり、これまでの繰り返しお伝えを

しておりますが、また、そういうご認識もお持ちだと思いますけども、財政の原則は入りを図

りて出るを制するということでございますから、とにかく入の部分、そして自主財源をいかに

確保していくか、この点について、さらに研究を深めていかなければならないと、このように

思います。 
 そして、こうした大きな規模の事業を進める一方で、市民の感じる心配としましては、そう

した事業が他の事業へ影響を及ぼすのではないかと、この点については昨日、笛政クラブ、大

久保議員の代表質問に対し、子どもの医療費助成の年齢拡大、引き上げ、これについて来年度

から小学校６年生まで拡大すると答弁がありました。私も議席をお預かりして、初めての一般

質問で、さらなる対象年齢の拡大をご提案させていただきましたので、大変うれしく思ってお

ります。これはこれで、この点については適正な受診をしていただくための取り組みも合わせ

て、実施していくように付け加えて、ご提案させていただきたいと思います。 
 また、こうした市民の心配や疑問にもお答えをしながら、今後これを進めていくということ

になった場合、市民意見の反映という点で建設委員会の構成はお聞きしましたが、これも含め、

市民が参画していく方法、これについてはどのように考えているでしょうか。また今後、概略

等の調査を進める中で、完成までの行程に厳しい状況が発生した場合の対応、これについては

どのようにお考えになっているのか、お聞かせください。 
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） 

 市民の参画の部分でございますけども、建設委員会は先日、お話をさせていただきました。

その建設委員会の取り組み内容につきましては、すべて公表してまいる考えでございます。基

本計画的なものができた段階で、またそれにつきましては、パブリックコメント等で、またご

意見を賜りたいと考えております。 
 さらにこれからの取り組みの中で、これは私どもが必要と感じた場合については、場合によっ

ては市民ミーティング等々、市民のご意見をいただく機会も考えていく必要があるというふう

に、現時点では考えております。 
 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） 
 ぜひ建設を進めていくということになれば、引き続いて市民の皆さんの声やニーズをさらに

深めて反映していくというような仕組み、こういったものをとっていただきたいと思います。 
 もう少し 後にお聞きしておきたいのは、実際に、では多機能アリーナを整備した場合とい

うことになるんですが、体育館、アリーナをベースとして、小中高、大学、社会人などのスポー

ツ競技の会場として利活用していくと。また、これに伴った集客、あるいは宿泊、こういった
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ことの創出が、平凡ではありますけれども、確実な方法での地域経済への波及効果も兼ね備え

た資産運用のイメージだと、こういうふうに考えられます。もちろん市民の利用があって、そ

の副次的な効果というような考え方でありますが、さらにこれは一定の拠点的なハブ機能も有

する施設として、付随する施設やサービス、複合的な活用が可能なものを考えていく必要があ

ると思います。 
 具体的には箱１個ということではなくて、観客席を有するサブアリーナ、会議室や控え室、

リハーサル室などの副次機能を持った部屋、スポーツやイベントの開催や関連情報の発信機能、

インターネットを活用した市内施設の空き情報、あるいは施設の予約機能、さらに観光情報、

市政情報の発信、こういったものをＩＣＴ活用で可能かと思います。さらに自動交付機、ＡＴ

Ｍ、ベンダー、あるいはコミュニティスペース、ギャラリー、美術館の機能を移転と、こういっ

たことも考えられるかと思います。こういったものを設置、併設していくことも、今後、検討

していく考えがあるのかどうか、お聞かせください。 
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） 

 その前に先ほどのご質問の中で、全体のスケジュールの中で、予期せぬ事態が生じた場合、

どうするのかというご質問に答弁いたしていませんので、申し訳ございません。 
 一般的にどの事業でもそうですけども、全体的なスケジュールを示したならば、その中でしっ

かり、その進捗状況の管理をしながら努力してまいるという考えでございますので、よろしく

お願いいたします。 
 それから、ただいまのご質問でございます。 
 地域経済の波及効果を兼ね備えた資産運営のイメージの中で、ハブ機能も有する施設として

の考えはないかというようなご質問でございますけども、先ほど来、お話をさせていただいて

おりますように、施設内容や運営の方法等につきましては、建設委員会の中で検討していく考

えでございます。志村議員のご指摘の部分、私どもも大変理解しております。１つの意見とし

て、建設委員会のほうにご提案していきたいというふうに考えております。 
 以上です。 

〇議長（上野稔君） 
 志村直毅君。 

〇２番議員（志村直毅君） 
 この多機能アリーナ施設、この目標は建設をするということではなくて、施設を活用して、

市民サービスがよりよく提供できるようになると。そして地域経済への波及効果も生む、生き

た施設運営をしていくと。こういったところが重要なところではないかと、このように思いま

す。ライフサイクルコスト、トータルコストを十分精査して検討を進めていただき、昨日も力

強い市長のご決意もあったわけですが、市長の命もですけども、市民の命がかかっているのが

行政でありますから、このことを 後に申し添え、もし市長からご決意等があれば、お聞きし

たいと思いますが、質問については終わりたいと思います。 
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。 
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 （ な し ） 
 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） 
 公明党の中川秀哉でございます。 
 議長の許可をいただき、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。 
 はじめに過日、ニュージーランドで現地時間９月４日、朝午前４時３５分ころ、クライスト

チャーチ近郊で１９３１年以来の も大きなマグニチュード７．０という地震が発生、今も５．

４という余震があるということです。日本人も含めて、幸い死亡者の発表はありませんが、ク

ライストチャーチ病院では、軽症を負った方々も約２００名にのぼり、現在も苦しんでおられ

ます。被災者、またご家族、さらに関係者の方々に対し、哀悼の意を表するとともに、一日も

早い復興をお祈りいたします。 
 災いは忘れたころにやってくると申しますが、日ごろのこういう防災訓練が大事だと痛感を

いたしました。私は、９月５日の市の防災訓練におきまして、地元の区で防災訓練に参加して、

去る３月議会におきまして、ご提言させていただきました救急医療、情報キットについて、区

の皆さまにご説明をしたところでもございます。 
 それにつきまして、本定例議会の代表質問に際しまして、ご答弁の中に来年度より高齢者に

向けての事業の展開があるとのご答弁をいただいたところでもございます。大変に感銘を受け

ました。 
 今後とも、私もこの市政発展と市民の生活の向上のために、施策のご提案をさらにまい進し

てまいる決意でもおります。 
 さて本日、質問させていただきますのは、はじめに参議院選挙の総括についてでございます。 
 昨年８月の衆議院選挙より市内投票所が４０カ所から２９カ所に縮小して、２度目の国政選

挙を経ております。特に御坂、八代、境川、春日居地区の投票所の数が統一され、またこういっ

た段階を経た動向を含めた参議院選挙の投開票の総括について、市当局のご見解を伺います。 
 続きまして、期日前投票について、全国では本庁での開始時間と同じ、または投票日の８日

前から開始している自治体もあります。今後の投票率向上を目指す上で、期日前投票の開始時

期を早めることも必要と考えますが、市当局のご見解を伺います。 
 ３つ目に、今回の参議院選挙で、期日前投票に行かれた方々からさまざまな苦情をいただい

たところでもあります。中でもこの期日前選挙の中で、宣誓書の記入について、もっと簡略化

できないかという、お声を多く伺いました。調べましたところ、全国の先進自治体では、投票

率向上の一環といたしまして、投票所入場券の裏面に宣誓書を印刷して、自宅で事前に記入す

ることで、簡素化を図る取り組みが実施されております。つきましては、本市におきましても

早急に取り上げていただき、次回の選挙から利用できるよう強く求めますが、市当局のご見解

を伺います。 
 後に、今回の選挙では、大変残念なことに期日前投票での用紙の誤交付や県内の知的障が

い者授産施設や特別養護老人ホーム等で、不正な行為が明らかになりました。特に市内の施設

が関係していることをふまえ、今後の不正行為防止のために早急な対策を求めますが、市当局

のご見解を伺います。 
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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） 

 中川秀哉議員の一般質問にお答えいたします。 
 まず、投票所縮小による投票率の動向ならびに投開票の総括についてですが、投票所を４０カ

所から２９カ所に縮小した２度目の国政選挙でしたが、投票率は前回の参議院選挙は５９．３９％

に対し、今回は５９．８８％と、わずかながら伸びを示しております。投票率につきましては

選挙の種類、あるいは政界の動向により一概に申し上げることが困難ですが、投票区の縮小に

よる影響はなかったものと認識しております。 
 開票については、前回より開票時間が遅れましたが、少人数で短時間の開票は、行政改革の

一環であり、より早い開票結果の公表は、市民サービスにつながるものと考えております。 
 今後も短時間で遂行できますよう、継続して開票事務の効率化に取り組んでまいります。 
 次に期日前投票の開始時期についてですが、期日前投票につきましては、本庁１カ所、支所

６カ所で運営し、投票時間は前回の参議院選挙と同様、本庁は公示日翌日から投票日前日まで、

支所は投票日８日前から投票日前日で対応しております。投票者数は前回より１，４７１人増

加し、対前回比約２１．８％の伸びを示しております。 
 今後も、基本的な期日前投票所設置についての変更は考えておりませんが、本庁投票所の有

効利用を周知し、投票率アップに努めていきたいと考えております。 
 次に期日前投票の宣誓書についてですが、今後、先進地の例を研究させていただき、有権者

の利便性を考慮しながら、簡素化できるよう検討してまいりたいと思います。 
 次に誤交付、ならびに不正防止の対応についてですが、事務打ち合せ会をはじめとし、こと

あるごとに誤交付防止徹底の周知を実施しており、本市においては、誤交付はございませんで

した。 
 また、施設等での不在者投票にかかる不正行為については、原則モラルの問題と認識してお

りますが、適正な不在者投票に向け、山梨県選挙管理委員会等と協議をしてまいりたいと思い

ます。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（上野稔君） 
 中川秀哉君。 

〇１９番議員（中川秀哉君） 
 ありがとうございました。 
 つきましては、１問目の中で、今回の参議院選挙では大変、山梨県もようやく、注目される

状況でございました。しかし、その結果、山梨県の県平均が６４．０４％、山梨県の１３市の

平均として６３．４８％、これに比べまして、笛吹市は１３市中１２番目の平均５９．８％の

投票率となったところです。 
 この結果をふまえて、市当局では今後、特に笛吹市におきましては、２万３千名余の棄権者

がいらっしゃったということもございます。この棄権者を減らしながら、投票率を伸ばすため

にどのような点に留意すべきか、お伺いします。 
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〇議長（上野稔君） 
 芦澤総務課長。 

〇総務課長（芦澤栄君） 
 中川議員の再質問、棄権者を減らし、投票率を伸ばすためにどのような点に留意すべきかと

いうご質問でございますが、特に投票率の向上の取り組みにつきましては、今選挙の期間中、

明るい選挙推進協議会による街頭啓発、これは投票の呼びかけでございますが、それを石和温

泉駅前において実施いたしました。 
 投票率につきましては、政局の動きなんかをマスコミが取り上げることによって、ちょっと

上下するというような事情があるんですが、このような地道な啓発活動を今後も継続して続け

ていきたいと考えております。 
 以上でございます。 

〇議長（上野稔君） 
 中川秀哉君。 

〇１９番議員（中川秀哉君） 
 ぜひとも今後とも投票率向上に向けて、ご検討、ご活躍いただきたいと思います。 
 さて合併以来、笛吹市の期日前投票所につきましては、本庁舎３階の会議室から本庁舎前特

設事務所、そして現在、南館１階会議室へと市当局のさまざまな創意工夫により改善をされた

ところでもございます。特に障がい者や高齢者に配慮したバリアフリー化を実施されたことに

ついては、高く評価をしているところでもございます。 
 ただし、今後の課題といたしまして、やはり投票率向上のための、いわゆる出先機関である

支所につきましても、本所と同じような日程の内容であることがさらなる向上につながる。特

に笛吹市内から甲府市、または近隣の市へお出掛けになる方としては、やはり同じような時間

帯までお願いしたいというご意見も多く寄せられているところでございます。これについて、

ご見解をお伺いいたします。 
〇議長（上野稔君） 

 芦澤総務課長。 
〇総務課長（芦澤栄君） 

 ２点目の再質問でございます。投票率向上のために各支所についても、配慮ある取り組みを

求めます、いかがでしょうかということで、いわゆる期日前投票所の開設期間ということで理

解をいたしますが、今参議院選挙につきましては、ご承知のように７月１１日が投票日、その

前、実は１６日間の期日前投票期間がございました。まず本庁であります南館の期日前投票所

につきましては、この１６日間、終日開設。支所につきましては、８日間経過しまして９日目

から、残りの８日間を開催させていただきました。実は期日前投票に来ていただいた有権者数

は、総数で８，２２９人という結果になっております。そして、まず当日、本庁で８日間開か

れました、投票期間中に投票を済ませていただいた方は１，０４８人。パーセンテージで言い

ますと、２３％という数字になってございます。つまり期日前投票をした残りの７７％につき

ましては、それ以降の日で行っていただいたという結果があります。これはあと、残り８日間

を６つの各支所で実施したわけですが、やはり傾向は、あとへいくにしたがって、かなりの投

票率が上がりました。たしかにすべての、期日前投票の開票所が開設されているということは、

便宜的には非常にいいことだと思います。しかしながら、選挙事務のコストを考えた中で、効
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果を考えますと、やはり今の基本的な開設につきましては、先の総務部長の答弁にありました

ように研究させていただきたいなということを考えています。 
 以上です。 

〇議長（上野稔君） 
 中川秀哉君。 

〇１９番議員（中川秀哉君） 
 ありがとうございました。 
 続きまして先進地の例でございますが、岩手県の一関市選挙管理委員会では、２００７年の

参議院選挙以降、１日あたりの期日前投票者数が約３倍に伸びたことから、今回の参議院選挙

より、１世帯、これまで４人、まとめて１枚だった投票所入場券を有権者１人ごとにすること

に変更し、さらにその裏面に宣誓書を印刷して、事前に自宅で記入ができるようにしたという

ことでございます。幸いにも笛吹市では、投票所入場券につきましては、有権者ごとに印刷さ

れているため、本市の投票率向上に向けて、ぜひとも次回ぐらいまでに、できれば裏面への印

刷、また導入を求めてまいりたいと思うんですが、それに際しての課題点等がもしありました

ら、いただきたいと思います。 
〇議長（上野稔君） 

 芦澤総務課長。 
〇総務課長（芦澤栄君） 

 大変、有意義なご提案をいただきました。いわゆる入場券、ご指摘のとおり私どもは有権者

一人ひとりに郵送を、選管のほうで行っております。その裏に期日前の宣誓書をすれば、家で

書いてこられるではないかと。それについては、私ども、１６日間の期日前投票を開きまして、

やはり苦情が多かったのは、議員のご指摘のとおりでございます。 
 問題点とすれば、いわゆる家で書いてくることができるということですから、本人の確認、

いわゆる家で書いてくるから、実はここへ記載する事項というのは、当日、つまり７月１１日

に投票に来ない理由を選択肢から選んでいただきます。それとお名前、現住所、生年月日、こ

の３つを記載していただくんですが、なりすまし防止のためにも本人確認ということで、その

場で書かせるというのが本旨になっておるんですが、いわゆる選挙のほうの中では、その規定

がございません。今ご指摘の岩手県では、今、一関市というお話ですが、奥州市なんかでも実

施してやられているようです。そこらの問題がクリアできるという、１つの先進例があるわけ

ですから、ここらを検討しながら前向きに検討していきたいと、そう考えております。 
 以上です。 

〇議長（上野稔君） 
 中川秀哉君。 

〇１９番議員（中川秀哉君） 
 さて、これまで、今回、市内の施設も含めて、県で不正行為が発見されたわけでございます

けども、今回、これにつきましては、県選挙管理委員会のほうから、どのような指導徹底があっ

たのかということを、まず伺いたいのと、市内におけます選挙管理委員会の指定を受けた市内

病院や老人ホームがどのくらいあるのかということも伺いたいと思います。さらにもし、ない

ようでございましたら、本市から逆に、県に対しまして、どのようなことを要望すべきかとい

うこともお伺いしたいと思います。 
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〇議長（上野稔君） 
 芦澤総務課長。 

〇総務課長（芦澤栄君） 
 ただいまのご質問でございますが、不在者投票の指定施設ということで、県選管から指定を

受けた市内の病院、老人ホーム等の施設につきましては、現在１９施設、存在してございます。

また今回、この不在者投票についての不正投票が、私どもの市ではございませんでしたが、ほ

かの地域でございました。これについての具体的な改善策については、県選管から、いまだ示

されてはございません。しかしながら、今後、来年の１月末には知事選、また４月の上旬には

県議会議員選という大きな選挙が控えてございます。当然のことながら、私どももこのような

施設を抱えている市といたしましては、その機会があるたびに、このことを話題にして、強い

要望を県のほうへ、県選管のほうへもしていきたいと思います。 
 以上です。 

〇議長（上野稔君） 
 中川秀哉君。 

〇１９番議員（中川秀哉君） 
 また１つ、ご提案をさせていただきたいと思います。 
 先進地、全国にたくさんありますが、この中で東京都の足立区の選挙管理委員会では、やは

り２００７年から若い方に選挙を身近に感じていただくために、新成人、２０代の方々に対し

て投票立会人を募集しているそうでございます。実際に投票立会人を経験された方のご感想で

は、選挙が大変身近なものになり、一票の大切さを知った。また多くの人たちによって、選挙

が支えられていることが分かった。選挙はとても大事なことで、有権者なら誰でも参加すべき

ということが分かったなど、貴重な体験になると高評価だったということで、ホームページに

も載っていたところでもございます。 
 つきましては、こういう良いことは笛吹市にもぜひ取り入れていただきたい。若い世代に投

票率向上を願い、ぜひとも取り入れていただきたいと考えておりますけども、それについてい

かがでしょうか。 
〇議長（上野稔君） 

 芦澤総務課長。 
〇総務課長（芦澤栄君） 

 ご指摘の若い世代への、いわゆる啓発、関心を持っていただくという手法でございますが、

この件につきましては、過去に選管、選挙管理委員会の中でも話題にあがったものの、実現に

は至っておりません。かつては、「二十歳のつどい」と称して啓発事業、県選管と市町村選挙

管理委員会で実施した経緯や成人式の際に選挙啓発のチラシとともに啓発物品などを配布した

という活動がございます。 
 今のご提案の中で、立会人、当然、この地域の選挙権を持っている人は立会人になれます。

そのようなことから、この立会人への登用のみならず、期日前投票が、今言ったように参議院

選であれば１６日間、知事選においてもやはり１６日間の期日前投票期間があろうと思います

が、その選挙事務、とても選管の書記だけでは間に合いません。毎回、臨時のお手伝いをいた

だくというような部分の中で、そういうものも公募していくような、ひとつ方法も考えながら、

善処していきたいと考えております。 
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 以上です。 
〇議長（上野稔君） 

 中川秀哉君。 
〇１９番議員（中川秀哉君） 

 大変、勇気づけられるご答弁をいただきました。ありがとうございました。 
 この件について、 後に各市選挙管理委員会独自で、投票を済まされた方が申し出によって、

投票済み証明書を発行されると伺いました。この投票済み証明書につきましては、一昨年の衆

議院選挙では、民間の大手観光ホテルグループが主催するキャンペーンにより、 大約５０％

の宿泊割引を実施するなど、大変話題となっております。このほかでも、全国では商店街の割

引などもあるようでございますけども、今後の取り組みといたしまして、この投票率向上に向

けて、例えば期間を限定する中で、市営の温泉施設や市営バスなどの無料、または割引など、

行政サービスを取り入れる手法は考えられないでしょうか、お伺いいたします。 
〇議長（上野稔君） 

 芦澤総務課長。 
〇総務課長（芦澤栄君） 

 投票証明にかかる民間の活動による、利点の活用ということになろうかと思います。 
 今回の参議院選でも、実は３０件ほどの証明書を発行した経緯がございます。この投票証明

書につきましては、公職選挙法上の規定はございません。しかしながら、民間企業のサービス

を受け入れるためには、この証明書が必要ということで、選挙人の申し出により便宜的に発行

しているというのが現状でございます。というのは、選管がいわゆる利益団体の業績に加担を

していけないという部分がありますから、そこらの難しい部分はありますが、今回、公的な機

関施設での利用についての考え方ということは、いわゆる投票率の向上についても、悪い方向

ではないと。関係機関とよく協議しながら、実現可能かどうかというところも精査しながら対

応していきたいと思います。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（上野稔君） 
 中川秀哉君。 

〇１９番議員（中川秀哉君） 
 ぜひとも前向きなご検討をいただきたいと思い、２つ目の質問に移らせていただきます。 
 ２問目といたしまして、仮称、笛吹市リユース・リサイクルプラザの早期導入をということ

でございます。 
 全国の先進自治体ではリサイクルプラザ、リサイクル広場、リサイクルセンターなどの名称

で、使用可能な家具を修理・再生し、販売などをしています。例えば、鹿児島環境未来館のリ

ユース・リサイクルショップでは、家庭で眠っている食器や未利用の日用品をポイントと交換

し、ポイントを貯めるとショップの品物と交換できる、リユース・リサイクル活動を行ってい

ると伺いました。また、東京都世田谷区のエコプラザ用賀やリサイクル千歳台などでは、リユー

スコーナー・粗大ごみのうち、まだ使用できる家具等のリユース品の展示・提供を行っておる

そうです。 
 つきましては、本市におきましても、このごみ減量やエコ活動の一環として、市内で発生す

る粗大ごみといわれるものについて、まだ使える家具や自転車など有効利用できるものを仮称、
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笛吹市リユース・リサイクルプラザの導入を含めて、ご検討をいただきたいと思いますが、市

当局のご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。 
 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いたします。 
 本市における廃棄物の処理につきましては、天然資源の消費抑制や環境負荷の低減を図る循

環型社会を実現するため、ごみの減量と資源化に向け、笛吹市一般廃棄物処理基本計画やごみ

減量アクションプランにより、４Ｒのリデュース ごみを減らす、リユース 物を再使用する、

リサイクル 物を再資源化する、リフューズ 過剰包装を断るなどの行動を推進し、取り組ん

でいるところです。 
 この中で、資源有効活用の観点から、使えるものは 後まで使うといったリユースを実践し

ていただくことは、循環型社会の実現を目指す上で、大変重要なことであると認識をしており

ます。 
 また、資源ごみや粗大ごみのリサイクル処理を行い、ごみの減量化や不用品の修理、交換等

のリサイクルに関する啓発と環境教育などを行う施設であります、リサイクルセンターの必要

性も理解をしているところです。 
 ご質問にありました、粗大ごみとして搬出された家具や自転車等の再利用につきましては、

これらの搬出量や収集運搬、修理、保管および希望者への提供方法等について、調査・研究を

行い、実施体制をつくることが必要ではないかと思っております。 
 今後、リサイクルセンターの施設整備につきましては、現在進めております甲府・峡東地域

ごみ処理広域化計画にリサイクルセンターの建設を計画しておりますので、資源化するための

導入設備と同時にリユース品の展示コーナー等についても、４市の一部事務組合と協議・検討

を行い、導入促進に努めていきたいと考えております。 
 また、現在行われております市民団体によるバザーやフリーマーケットの開催を推進し、リ

ユース品の情報提供や協働による粗大ごみ等の再使用に向けた、リユースネットワークの構築

を検討していきたいと考えております。さらに、不要になったものを安易に処分するのではな

く、物を大切にする気持ちを育むよう啓発にも努めていきたいと考えております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（上野稔君） 
 中川秀哉君。 

〇１９番議員（中川秀哉君） 
 ありがとうございました。 
 今回の笛吹市リユース・リサイクルプラザ、仮称でございますけども、この導入に先立ちま

して、当公明党会派では、過去に徳島県上勝町へ視察した際に、地元のＮＰＯ法人によります

リサイクル、リユースを本当に細かく、その当時、２９もの仕分けをした形の分別回収に加え

て、この中で大変感銘を受けたのが、これは自分では必要ないものだけども、誰かもらってく

れる人がいれば、当然、必然的にごみではなくなりますよねと。この言葉に目からうろこが落

ちる思いでございました。単純に、いらなければどんなに高価なものでも、まだ使えるもので
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もごみとなってしまいますが、たとえゴルフのクラブ、パターでもいいハタキ代わりになると

いう、発想の転換で資源になると。これは本当に、そういうことで利用されているということ

がありました。本当に考え方だなと思いました。 
 本市でも、ごみ減量５３％につきましても、この原点は一緒でないかなというふうに考えま

す。私もこれまで各議会におきまして、笛吹市を環境のエコタウンとしてのモデル地区となる

ことを願い、各種質問を重ねてまいりました。今後、さまざまな公共施設建設に伴い、エコタ

ウン笛吹を十分に意識したモデルづくりを願っております。 
 つきましては、先ほどご答弁にもございましたが、施設建設という大変ありがたい答弁をい

ただきましたが、この前に１点、お伺いしたいのは、リユースネットワークというものがある

ということでございますが、具体的な取り組み等がありましたら、お伺いしたいと思います。 
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） 

 それでは、中川議員の再質問にお答えいたします。 
 リユースネットワークでございますけども、現在、市内で活動しておりますフリーマーケッ

ト等の活動をしている団体企業等が数団体ございます。これらの団体をネットワークしていこ

うということであります。そのネットワークをすることによって、さらに新たな団体を掘り起

こしていきたいと。また、そのネットワークの手法につきましては、インターネットとか、あ

るいは、できればポータルサイトを利用できれば、そういった情報手段を使いながら検討して

いきたいと考えております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（上野稔君） 
 中川秀哉君。 

〇１９番議員（中川秀哉君） 
 大変ありがとうございました。 
 私、公明党といたしましても、今後ともこういったさまざまな施策転換を随時研修し、また

研究した上で、本市に適う市政発展と市民生活向上のためにまい進してまいります。 
 以上をもちまして、質問に代えさせていただきます。大変、ありがとうございました。 

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。 
 川村惠子君。 

〇２１番議員（川村惠子君） 
 中川秀哉議員の、ごみ減量についての関連質問をさせていただきます。 
 春日居地域の可燃ごみは、東山梨環境衛生センターの施設を利用して処理されておりますけ

れども、以前から春日居地区のみ指定袋を使用しております。その中で、今月、９月からは特

に徹底して指定袋を使用するということになったそうです。また、その中で何名かの方から要

望をいただきましたけども、近年のごみ分別によって、資源化が進むことによって、家族構成

などがそれぞれになったり、そういった中で、小さいサイズの、現在、４５リットルのみなん

ですが、小さいサイズのごみ袋を必要とする声が出ておりましたし、またその中では、ものに



 １４４

よっては、４５リットル以上の大きいサイズも必要だというふうに、何名かの方から声を寄せ

ていただきました。 
 山梨地域においては、小中大といった指定袋がありますし、その指定袋をつくることによっ

て、ごみ減量にも必ずつながると思っておりますので、今後そういった声があることに対して、

市当局はどのような形で、皆さまの要望に応えていくのか、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、関連質問にお答えをさせていただきます。 
 春日居町地区の指定袋でございますけども、春日居町につきましては、東山梨環境衛生組合

に属しております。春日居、牧丘、三富、勝沼、大和の旧５町村の構成でございます。このご

み処理組合につきましては、合併以前から指定ごみ袋制度を使っておりまして、現在もそれを

継続しているということでございます。 
 先ほど、そのごみの分別、指定袋の決定ということでございますが、これは組合の中で、そ

の指定袋で出さない方が非常に多くなってしまったということでございまして、先月、その徹

底をしたいということのチラシを、春日居町を含めて回覧をさせていただいた経過がございま

す。当初はだいぶ、指定袋を使っていない方もあったようですけども、現在はほとんど指定袋

に入れてもらっているという状況でございます。 
 それから指定袋が現在、４５リットルだけでございますが、東山梨の環境組合でまとめて袋

を作成しております。今、議員さんからもお話がありましたように、もう少し小さい袋がほし

いという、そういう声がございまして、実は今月中に新たに３０リットル、より小さい袋を作

成する計画になっておりまして、９月中には販売が始まるんではないかというふうに聞いてお

ります。 
 それから、さらに３０リットルの半分くらいという声もあるようでして、それらにつきまし

ては、また組合のほうで要望に応じて検討していくという、そういう段階であります。また、

今のお話につきましても、組合のほうへ担当を通じて伝えてまいりたいと思います。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（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時にいたします。 

休憩  午後 ２時４４分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ２時５７分 
〇議長（上野稔君） 

 再開いたします。 
 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。 



 １４５

 通告に従いまして、１点、質問をいたします。 
 下水道加入促進について。 
 元石和町長、のちに山梨県知事になられた天野建町長の時代に峡東地域浄化センター建設に

際し、町長をはじめ東八県議、石和町議、関係者が血の出るようなご苦労をなされ、地元の協

力を得て建設されたと聞き及んでおります。それにより町村合併前の東八町村が下水道計画を

立て、巨額な投資をして、その促進を図ってきました。関係者の努力に敬意を評するところで

あります。 
 下水道工事本来の役割は、美しい自然環境を保ち快適な生活を営むものです。２２年度マニ

フェストに普及率５９%、水洗化率７５%とありますが、現在の不況で、自分の家の前を管が

布設してありながらも、加入できない家庭があると思います。加入促進を図り、本来の目的が

達せられるよう、お聞きします。 
 １点目、現在の貸付金のみでなく、市が一定期間を定め補助金を交付することができないも

のか、お聞きします。 
 ２点目、補助金を出すことにより、不公平がないよう、すでに加入している方については、

下水道料金の減額を図る措置などの調整ができないものか、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、竹越公営企業部長。 
〇公営企業部長（竹越富男君） 

 新田治江議員の一般質問、下水道加入促進について、お答えいたします。 
 なお、下水道加入促進については、６月議会の建設経済常任委員会で、龍澤議員より同様の

ご質問・ご指摘をいただいておりますことを申し添えます。 
 第１次笛吹市総合計画の快適で美しい都市づくりの施策のもと、環境にやさしく住みよい都

市を目指して、下水道事業を推進しております。下水道は言うまでもなく、工事を施工したあ

と、加入して使用していただけなければ意味がありません。この加入促進については、重要課

題として取り組んでいるところでございます。 
 工事施工前の住民説明会において、接続のお願いや融資斡旋制度の説明、また施工したあと

に職員が直接訪問しての、接続のお願い等を行っております。また、今年度は緊急雇用制度を

用いる中で、下水道供用開始区域内の浄化槽使用世帯に調査員が２名出向いていき、アンケー

トを取る中で、下水道への接続を直接お願いしているところであります。平成２０年度で４０１件、

平成２１年度で３９１件の接続をいただき、平成２２年８月末現在で１７２件と月平均３３件

の接続となっております。また普及率は現在５８．２％であり、水洗化率も８月末現在、７８．

４％と順調に伸びております。 
 １点目の提案をいただきました補助金の交付でありますが、市では現在、水洗便所等改造融

資斡旋制度を設け、 大５０万円の融資を斡旋し、その利子を市が負担しております。利子を

補給することで、少しでも負担の軽減を図っているところであり、今年度より、この制度を使

いやすくするために、市外の人でも連帯保証人になれるように改正したところであります。 
 また、御坂町で実施しておりました宅内排水設備補助金交付制度については、受益者負担金

が今年４月に統一されたことに伴い、平成２３年度で廃止することと決定しておりますし、提

案をいただいた宅内工事に伴う補助金の交付につきましても、現在のような下水道会計の財政
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状況においては、財源を確保することが困難であると同時に、使用されている方への公平性の

観点からも困難であります。現在の融資斡旋制度を有効にお使いいただけるように、広報等で

情報発信していく考えであります。 
 ２点目の下水道料金の減額ですが、下水道料金は厳しい財政状況の中で、下水道の維持管理

に充てる重要な財源です。下水道の老朽化による修繕、管路の詰まりの緊急対応、マンホール

ポンプの維持管理等の経費の確保や下水道料金を今年４月に統一し、多くの下水道利用者に負

担増をお願いしている経緯を考え合わせますと、下水道料金の減額は困難と考えます。 
 ５月には早朝、石和温泉駅において、下水道課職員で市民に下水道の促進を図るため、啓発

用のティッシュ等の配布を行ったところであり、また南館前には下水道推進ののぼり旗を立て

る等の加入促進の活動をしております。地味な活動ではありますが、知恵を絞る中で、少しで

も市民の皆さまにご理解いただきたいとの思いの中で、推進しております。 
 今後とも各方面のご意見を伺いながら、下水道事業の推進を図っていきたいと考えておりま

す。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（上野稔君） 
 新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 
 職員が自宅訪問したり、広報に掲載したり、また住民説明会など、本当にご苦労なさってい

る努力は、よく分かります。とても大変なことと思います。そこで、はじめにアンケートをし

たとおっしゃりましたが、そのアンケートの中で、一番接続できない理由というもので多かっ

たものはなんでしょうか。 
〇議長（上野稔君） 

 竹越公営企業部長。 
〇公営企業部長（竹越富男君） 

 アンケートにおけます下水道に接続していない理由で、一番多かったものは経済的に非常に

困難だという方が一番多く、次は料金が高いから。それから浄化槽の保守点検をしていて、今

でも浄化槽が使えるということ。それからまわりも接続をしていないからという、ご意見が多

かったです。 
 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） 
 アンケートの中にもありましたように、一番経済的なことが理由にのぼっていました。やは

り、入りたくても入れないという人がかなりいるということを、ご承知してもらいたいと思い

ます。 
 そして、今まで経過した中で、下水を布設しても、加入していない件数というのはどのくら

いになるんでしょうか。また、その人たちが入った場合、１カ月平均ではどのくらい使って、

１年間でどのくらいの収入になるということを、概算でいいですけど、教えてください。 
〇議長（上野稔君） 

 竹越公営企業部長。 
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〇公営企業部長（竹越富男君） 
 加入していない件数につきましては、現在、調査委員が供用区域内を歩いているわけですけ

ども、現在、集計できているところが、春日居町と石和町が集計してあります。２地区のみで

すが、合わせますと約１，１００件が接続されておりません。１カ所を１世帯として、平均３人

家族で、２カ月の下水道が４２立方メートルと、上水道の、１世帯の２カ月分が約３，９４０円

になります。この２地区だけですけども、未加入の世帯がすべて加入しますと、年間で約２，

６００万円の料金の収入ということで、予算からいきますと、５％ぐらいの金額になります。

これを推計しますと、笛吹市全地区で、例えば３千世帯がつないでいただくと、推定７千万円

くらいの金額になります。 
 また、下水道の事業につきましては、着手より約３０年経過をしているわけですけども、平

成２１年度までに下水道の建設改良費として、約５５０億３千万円が投入されております。財

源の内訳につきましては、国庫補助金が１１２億７千万円。受益者負担が２３億６千万円。地

方債が３１２億円。繰入金等が１０２億円でございます。 
 以上でございます。 

〇議長（上野稔君） 
 新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 
 下水道料金で、やはりみんなが入れてくれるということは、その運営をよくするということ

ですので、ぜひ加入１００％ぐらいに、本当に大変ですが、努力してほしいと思います。そし

て、今まで５５０億円という莫大なお金がかかっているので、そのことを思うと、ぜひ、この

のちも加入促進に努めてほしいと思います。 
 そして質問なんですけど、下水道を推進することによって、河川の汚れという、そういう河

川状況というものが浮いてくるんですけども、その河川の汚染状況なんかは、現在はどのよう

になっているか。主要河川、また町別の状況が分かりましたら教えていただきたいと思います。 
〇議長（上野稔君） 

 答弁を、加藤市民環境部長。 
〇市民環境部長（加藤寿一君） 

 それでは、新田治江議員の再質問であります河川の汚染状況につきまして、お答えをいたし

ます。 
 市内の河川の汚染状況でございますけども、河川の水質検査につきましては、水質汚濁防止

法によりまして、各町を流れる笛吹川流域のうち３１カ所を指定いたしまして、水質汚濁に関

わる環境基準に基づき、月１回の検査を実施しております。 
 平成２１年度に実施した水質検査の結果によりますと、汚染河川は９カ所ありました。町別

汚染河川の個所数でございますが、石和町内で１カ所、御坂町内で２カ所、八代町内で３カ所、

境川町内で３カ所の状況であります。 
 汚染内容といたしましては、ペーハー値、水素イオン濃度が環境基準である６．５から８．

５を上回る河川が３カ所です。それからＰＯＤ、生物化学的酸素要求量が環境基準である２ミ

リグラムを上回る河川が２カ所。それからまたＢＯ、水中溶解酸素量が環境基準である７．５ミ

リグラムを下回る河川が５カ所という結果でございます。 
 いずれも多少ではありますが、水生生物になんらかの障害になると考えられますので、今後
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の経緯を見ながら、対策を講じていきたいと考えております。 
 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） 
 あんまり予備知識がないので分からないんですけど、この前の２年前とか、そういうものに

比べて、傾向はどんな状況になっているんでしょうか。 
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） 

 過去のデータでございますが、合併以後のデータで見てみますと、ほぼ横ばいでございます。

ただ一定の河川が、いつも出てくるという河川は数カ所でありまして、その調査するときの状

況によりまして、それぞれ結果が異なってきているという状況でありまして、大きな変化はご

ざいません。 
 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） 
 川で、やはり浄化槽を接続しても、上の人が接続していなかったりすれば、やはり、それは

なんにも効果がなくなってしまうことであって、やはり加入促進が本当に必要だということを

思います。そして、この加入浄化槽の管理なんですけど、それと話があと先になってしまいま

すけど、河川でも、合併浄化槽で流すと、やはり臭いがしたり、川の中に藻が増えたりという

ことも聞きますので、この合併浄化槽の管理についての指導は、業者を入れて管理するよう充

実できているか。また条例なんかでは、それは指導できているんでしょうか。 
〇議長（上野稔君） 

 竹越公営企業部長。 
〇公営企業部長（竹越富男君） 

 浄化槽の管理・指導につきましては、市にその権限はありません。山梨県に権限があるため、

県が文書で指導、勧告および立ち入り検査などを行っているということです。以前は保健所で

行っていたわけですけども、現在は峡東林務環境事務所、東山の合同庁舎の中にありますけど

も、そこで行っております。また、浄化槽から排出される苦情につきましては、市のごみ減量

課および峡東林務環境事務所で対応しております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（上野稔君） 
 新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 
 下水道と合併浄化槽の関係ですけど、今、開発を進めているところが、やはり合併浄化槽に

なったり、そのあとで下水道というと、そういう関連が大変だろうと思いますけど、そんなと

ころは今後どのような方針でしょうか。開発していく地域と、その浄化槽の関係なんですけど、

先に開発で、やっぱり合併浄化槽をつくってしまうと、あとが大変だと思うんですけど、下水
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道を今からしていくのに、開発するときにはどんなような方向でやっているんでしょうか。 
〇議長（上野稔君） 

 竹越公営企業部長。 
〇公営企業部長（竹越富男君） 

 開発する場所によって、下水道にするのか、エリア外であれば設置ができませんので、浄化

槽という話になりますけれども、それぞれの、下水道のエリア内であれば、業者の負担で下水

道を入れることはできます。 
 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） 
 この下水道に莫大な事業費がかかっているということ、そしてその費用は、結局は市民の税

金から出るということ。今から聞くことは、ちょっと無理なこととは思いますが、市長の見解

として、お聞きしたいと思います。 
 下水道の問題は、全戸加入でないと意味がないと思います。加入したくても入れないという

心境を考えると、とても無理なことを言っていると思いますが、この不況の時代、市長の思い

やりでもあり、勇断を下すときと思います。市民が加入できるような施策、期間を定めて補助

金を出すことにより、加入率１００％になり、文化のバロメーターであり、さすが観光のまち

笛吹市と全国ニュースとなることでしょう。市長の見解を聞いて、質問を終わります。 
〇議長（上野稔君） 

 荻野市長。 
〇市長（荻野正直君） 

 今の経済状況の中で、そういうことに関して、結論を出すというのは非常に難しいですね。

というのは、ここまで３０年かけて、笛吹市の下水道は完成してきているわけです。それを大

きく崩していくという、それだけの余力もございませんし、現在、一番やらなければならない

のは、もちろん下水道の本来の目的を、しっかり早く果たすということが、これが第一義的で

ありますけども、今の下水道の経営状況、公営企業の特に下水道の経営状況というのは、借金

が２４０億円ございます。その利息だけでも、今、６億円近く払っているわけです。やはり、

この体質を早く直さないと、今、議員がおっしゃるような、そういう措置がちょっと取れない

のが現状であります。心情的には、やはり一日も早く、きれいな川を早く取り戻す、これはみ

んなの共通の願いだと、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） 
 新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 
 ありがとうございます。 
 やはり、この経済状態も大変ですが、この莫大なものは市民生活にも影響しているというこ

とで、市民の協力をもらいながら、これからも大変でしょうが、加入促進を進めていってほし

いと思います。 
 終わります。 
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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） 
 新田治江議員の、下水道加入促進についての関連質問をさせていただきます。 
 旧八代町時代に奈良原地区、約８５戸への平成２３年度までに下水道工事を完成として、区

民の皆さま方に周知しております。しかし今現在、平成２２年９月で、到底、平成２３年度内

は完成が無理と考えます。どのような施策で対応するのでしょうか。また何が生じて、こんな

に遅れたのか、市当局の見解を伺いたいと思います。 
〇議長（上野稔君） 

 竹越公営企業部長。 
〇公営企業部長（竹越富男君） 

 ただいまの関連質問でございますが、現在、下水道全体の計画の面積が５８％であります。

国からの認可をいただく中で、認可面積の７６％のエリアが供用開始になっております。およ

そ５年サイクルでの認可の見直しを含めまして、期間の延長を行っていますが、２３年度はこ

の年にあたります。現在、認可の残っている２３％に相当する面積が約６００ヘクタールあり

ます。完成させるまでには、現在の事業規模等を考えますと、２０年以上の期間を要するもの

と思われます。下水道事業につきましては、先ほども申し上げましたように、財政面で起債償

還の割合が非常に大きくなりまして、今後も現在と同様の事業費を投入して事業拡大を図って

いくことは、起債総額および利子の償還額は現在の状況が続くということになりますので、今

年度より事業費を縮小することになりましたので、奈良原地区の２３年度までの完成は、数年

先に延びることになりますが、ご理解をお願いいたします。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（上野稔君） 
 ６番、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。 
 ただいまの答弁がありましたが、遅くなった理由等々を奈良原区の区民の皆さん方に出向い

て説明等を求めたいと思いますが、見解はいかがでしょうか。 
〇議長（上野稔君） 

 竹越公営企業部長。 
〇公営企業部長（竹越富男君） 

 遅れた理由につきましては、奈良原地区に出向きまして、総会の席等で説明をさせていただ

きます。 
 以上、答弁といたします。 

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。 
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 お諮りします。 
 明日８日から２１日までは議案調査のため、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２１日までは休会とすることに決定いたしました。 
 次の本会議は２２日、午後２時３０分から再開いたします。 
 本日は、これにて散会いたします。 
 ご苦労さまでした。 

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

散会  午後 ３時２４分 
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１．議 事 日 程（第４号） 
平成２２年９月２２日 
午後２時３０分開議 
於 議 場 

 
 

日程第 １ 議案第７９号 笛吹市スコレーセンター条例の一部改正について 
日程第 ２ 議案第８０号 笛吹市国民健康保険条例の一部改正について 
日程第 ３ 議案第８１号 笛吹市火災予防条例の一部改正について 
日程第 ４ 議案第８２号 平成２２年度笛吹市一般会計補正予算（第３号）について 
日程第 ５ 議案第８３号 平成２２年度笛吹市国民健康保険特別会計補正予算（第

３号）について 
日程第 ６ 議案第８４号 平成２２年度笛吹市介護保険特別会計補正予算（第２号）

について 

日程第 ７ 議案第８５号 平成２２年度笛吹市介護サービス特別会計補正予算（第

２号）について 

日程第 ８ 議案第８６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

３号）について 

日程第 ９ 議案第８７号 平成２２年度笛吹市公共下水道特別会計補正予算（第２号）

について 

日程第１０ 議案第８８号 平成２２年度笛吹市農業集落排水特別会計補正予算（第

１号）について 

日程第１１ 議案第８９号 平成２２年度笛吹市簡易水道特別会計補正予算（第２号）

について 

日程第１２ 議案第９０号 平成２２年度笛吹市黒駒山恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計補正予算（第１号）について 

日程第１３ 議案第９１号 平成２２年度笛吹市大積寺山恩賜県有財産保護財産区管理

会特別会計補正予算（第１号）について 

日程第１４ 議案第９２号 平成２２年度笛吹市稲山恩賜県有財産保護財産区管理会特

別会計補正予算（第１号）について 

日程第１５ 議案第９３号 平成２２年度笛吹市牛ヶ額恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計補正予算（第１号）について 

日程第１６ 議案第９４号 平成２２年度笛吹市大口山恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計補正予算（第１号）について 
日程第１７ 議案第９５号 平成２２年度笛吹市崩山恩賜県有財産保護財産区管理会特

別会計補正予算（第１号）について 
 



 １５４

日程第１８ 議案第９６号 平成２２年度笛吹市名所山恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計補正予算（第１号）について 
日程第１９ 議案第９７号 平成２２年度笛吹市春日山恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計補正予算（第１号）について 
日程第２０ 議案第９８号 平成２２年度笛吹市兜山外五山恩賜県有財産保護財産区管

理会特別会計補正予算（第１号）について 
日程第２１ 議案第９９号 平成２２年度笛吹市水道事業会計補正予算（第２号）につ

いて 
日程第２２ 議案第１００号 平成２１年度笛吹市一般会計歳入歳出決算認定について 
日程第２３ 議案第１０１号 平成２１年度笛吹市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認

定について 
日程第２４ 議案第１０２号 平成２１年度笛吹市老人保健特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 
日程第２５ 議案第１０３号 平成２１年度笛吹市介護保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 
日程第２６ 議案第１０４号 平成２１年度笛吹市介護サービス特別会計歳入歳出決算認

定について 
日程第２７ 議案第１０５号 平成２１年度笛吹市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

認定について 
日程第２８ 議案第１０６号 平成２１年度笛吹市公共下水道特別会計歳入歳出決算認定

について 
日程第２９ 議案第１０７号 平成２１年度笛吹市農業集落排水特別会計歳入歳出決算認

定について 
日程第３０ 議案第１０８号 平成２１年度笛吹市簡易水道特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 
日程第３１ 議案第１０９号 平成２１年度笛吹市黒駒山恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計歳入歳出決算認定について 
日程第３２ 議案第１１０号 平成２１年度笛吹市大積寺山恩賜県有財産保護財産区管理

会特別会計歳入歳出決算認定について 
日程第３３ 議案第１１１号 平成２１年度笛吹市稲山恩賜県有財産保護財産区管理会特

別会計歳入歳出決算認定について 
日程第３４ 議案第１１２号 平成２１年度笛吹市牛ヶ額恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計歳入歳出決算認定について 
日程第３５ 議案第１１３号 平成２１年度笛吹市大口山恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計歳入歳出決算認定について 
日程第３６ 議案第１１４号 平成２１年度笛吹市崩山恩賜県有財産保護財産区管理会特

別会計歳入歳出決算認定について 
日程第３７ 議案第１１５号 平成２１年度笛吹市名所山恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計歳入歳出決算認定について 
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日程第３８ 議案第１１６号 平成２１年度笛吹市春日山恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計歳入歳出決算認定について 
日程第３９ 議案第１１７号 平成２１年度笛吹市兜山外五山恩賜県有財産保護財産区管

理会特別会計歳入歳出決算認定について 
日程第４０ 議案第１１８号 平成２１年度笛吹市水道事業会計決算認定について 
日程第４１ 議案第１１９号 平成２１年度笛吹市営春日居地区温泉給湯事業会計決算認

定について 
日程第４２ 議案第１２０号 笛吹市過疎地域自立促進計画の策定について 
日程第４３ 議案第１２１号 動産の取得について 
日程第４４ 議案第１２２号 市道廃止について 
日程第４５ 議案第１２３号 市道認定について 
日程第４６ 議案第１２４号 人権擁護委員の候補者の推薦について 
日程第４７ 同 意 第 ２ 号 監査委員の選任について 
日程第４８ 閉会中の継続審査について 

 
 

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

３．欠席議員 
 

 （ な し ） 
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４．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名（１８名） 

 
 市 長 荻 野 正 直 副 市 長 望 月 健 二 
 教 育 長 山 田 武 人 総 務 部 長 梶 原  清 
 経営政策部長 池 田 聖 仁 会 計 管 理 者 山 下 真 弥 
 市民環境部長 加 藤 寿 一 保健福祉部長 中 川 啓 次 
 福祉事務所長 河 野  修 産業観光部長 豊 角 英 人 
 建 設 部 長 佐 藤 貞 雄 公営企業部長 竹 越 富 男 
 教 育 部 長 仲 澤 和 朗 総 務 課 長 芦 澤  栄 
 財 政 課 長 鈴 木 幸 弘 消 防 長 金 井 一 貴 
 代表監査委員 飯 田 三 郎 教 育 委 員 長 水 上 昭 夫 
 
 
 ５．職務のため議場に出席した者の職氏名（３名） 
 
 議会事務局長   古 屋 正 史 
 議 会 書 記   霜 村 和 也 
 議 会 書 記   金 井  久 
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再開  午後 ２時２７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。 
 本日、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、これを受理しました

ので報告いたします。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（上野稔君） 
   日程第１ 議案第７９号から日程第４５ 議案第１２３号までを一括議題といたします。 

 本案については今定例会初日の９月３日に上程され、各常任委員会に審査を付託してありま

すので、それぞれの常任委員長から審査の結果について、報告を求めます。 
 はじめに総務常任委員会委員長、降矢好文君。 

〇総務常任委員長（降矢好文君） 
 それでは、ただいま議長より総務常任委員会に関わる審査結果の報告を求められましたので、

報告をいたします。 
 今定例会の開会初日に、本委員会に付託されました議案審査を、９月９日、１０日ならびに

１４日から１６日の５日間、委員会を開会し、全委員出席のもと、関係当局の出席を求め審査

いたしました。 
 審査にあたり、何点か質疑・意見等がありましたので、主なものを報告いたします。 
 はじめに、補正予算等の審査について報告いたします。 
 まず補正予算の総務部所管については、滞納者の預金調査システム手数料は、滞納者に預金

があるか、ないかを調査するものだと思うが、どこまでの金融機関を調査するのかとの質問に

対し、特定の銀行等に対して支店ごとに預金調査をしていたが、昨年のシステム改修により特

定の金融機関であれば全支店を対象に預金調査ができるようになり、都市銀行についても市外

県外も含め対象者がいるので、おおよその見当をつけて調査をしているとの説明がありました。 
 また、これは個人情報保護法が適用されないのかとの質問に対し、法の規定により質問およ

び検査の権限があるので、それで調査をしているとの説明がありました。 
 消防本部所管については、無線設備のアナログ波からデジタル波への移行について機器は対

応しているのかとの質問に対し、機器がすべて変更になることについて、現時点では費用的に
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いくらかかるのかは明確に出ていないが、笛吹市では将来のデジタル化を見据え、現消防庁舎

建設時に構築した指令システムは、簡易で安価なシステムに抑えてあるので、それらの機器を

変更しても、費用の負担は 小限で済むようになっているとの説明がありました。 
 経営政策部所管については、地域振興基金積立金について、現在いくらあり、今回の積み立

てはどのようなものかとの質問に対し、地域振興基金は４７億円余りあり、当初予算でその基

金利子を約４，３６０万円見込み、それを各種祭りや地域イベント事業に充当する計画であっ

たが、今回はその中の一部の事業が終了し、その一部事業の決算をしたことにより、充当しな

くて済んだ利子分を積み立てるものであるとの説明がありました。 
 なお、経営政策部所管のうち、３名の委員から多機能アリーナ基本設計委託料等の経費１，

６８５万円の補正予算について、反対討論がありました。 
 市民環境部所管については、指定管理をしている施設で、市で負担する工事については、必

ず現場に行って確認をしているのかとの質問に対し、工事の途中経過や完了後には、必ず確認

に行っている。また漏水等の緊急の工事の場合は、管財課との協議の上で、指令書に基づき工

事を行っているとの説明がありました。 
 続いて、決算認定について報告をいたします。 
 まず総務部所管においては、固定資産税について、商業地等に対しての軽減制度とかはある

のかとの質問に対し、固定資産税については、県の公示価格等を参考に決めているが、個人の

住宅等に対しては、ある一定の基準を満たせば軽減措置があるほか、ホテル等については、国

際観光ホテル整備法の登録をしてあるものは、ロビー部分に対し市独自の減免措置があるが、

商業地等に対しての減免措置はないとの説明がございました。 
 また、防災備蓄品はどれくらい保管してあるのかとの質問に対して、東海地震の震度６弱以

上を想定して現在整備をしており、備蓄目安として３日間分の食料や毛布、簡易トイレ等を各

支所の防災倉庫に保管してあるとの説明がありました。 
 また、各地区でそれらの備蓄品はもらえるのかとの質問に対し、防災備蓄品等の申請の受け

付けをしているので、それを利用してほしいとの説明がありました。 
 次に経営政策部所管については、地方交付税に地域雇用推進費が追加され、増額になったと

説明があったが、これは今後、恒常的に算入されるものかとの質問に対し、恒常的に続くかは

現在のところ不明であるとの説明がありました。 
 また、コミュニティ助成事業補助金については、今回この２つの区に決まった経緯はとの質

問に対し、コミュニティ助成事業については、一般と公民館等の建設のためのコミュニティセ

ンター助成事業があり、今回は一般コミュニティ助成事業ということで、地域から申請があり、

市を通して県へ申請を上げた経過があります。この制度については、毎年県からの情報提供に

より各区に通知を出していたところ、今回はこの２つの区から申請があり、それを県に申請し

たところ採択されたものであるとの説明がありました。 
 消防本部所管においては、ＡＥＤ等の救命講習等を受ける人はどのくらいいるのかとの質問

に対し、平成２２年１月から８月までで、ＡＥＤ等を使った救命講習は３時間講習で１６回、

２５２名、一般の救命講習は１時間講習で３３回、１，５６１名が講習を受けており、この講

習の計画については、平成２０年度から平成２９年度までに市民の３分の１を目標に行ってい

く予定であるとの説明がありました。 
 市民環境部所管においては、住基カードの普及について、ある市では住基カードを持ってい



 １５９

るとホテルの割引や温泉等に安く入れるとか、企業にサービスの提供をしてもらい、いろいろ

な特典があると聞いたが、本市としては何かそのようなことの検討はしているのかとの質問に

対し、現在のところ、この住基カードについては、高齢者が運転免許証を返納した場合などの、

身分証明書代わりに活用してもらうようにと考えており、このカードが普及されるに従い、今

後の検討課題にしていきたいと考えているとの説明がありました。 
 また各支所長・課長にも出席を求め、支所ごとの決算審査を行いました。 
 なお、一般会計決算認定については、反対討論がありました。 
 以上、総務常任委員会で審査されました、主な内容について報告いたしました。 
 それでは、審査結果を申し上げます。 
 議案第８１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８２号 「平成２２年度笛吹市一般会計補正予算（第３号）のうち、総務常任委員会

担当項目について」、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第１００号 「平成２１年度笛吹市一般会計歳入歳出決算認定のうち、総務常任委員会

担当項目について」、賛成多数で認定すべきものと決定。 
 議案第１２０号 「笛吹市過疎地域自立促進計画の策定について」、賛成全員で原案のとおり

可決すべきものと決定。 
 議案第１２１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、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。 

 野澤今朝幸君。 

〇３番議員（野澤今朝幸君） 

 議案第８２号に関わる点でありますけども、先ほどの委員長報告では、いわゆる多機能アリー

ナに関する補正予算、これに対して反対討論があったというふうに伺いました。そこで、私が

聞き落としていてはいけないので、賛成討論はなかったかという点と、もう１つは反対討論の

ポイントだけ、どういう理由で反対するかということについて、ご報告をお願いしたいという

ふうに思います。 

 以上です。 

〇議長（上野稔君） 

 降矢委員長。 

〇９番議員（降矢好文君） 

 それでは委員会の内容につきまして、私なりの委員会の報告をさせていただきます。 

 １０日の総務常任委員会、２２年度一般会計補正予算（第３号）のうち、経営政策部所管の

多機能アリーナに対する調査費１，６８５万円につきまして、皆さん方と検討いたしました。

私としては、十分に検討したと思います。その中で、やっぱり慎重審議、検討した結果、採決

の結果、４対３で可決されたということでございます。 

 以上でございます。 
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〇議長（上野稔君） 

 野澤今朝幸君。 

〇３番議員（野澤今朝幸君） 

 確認ですけれど、賛成討論があったか、ないかということと、もし反対討論のほうの、要点

で結構です、そこが報告できたら、お願いしたいと思います。 

〇議長（上野稔君） 

 降矢委員長。 

〇９番議員（降矢好文君） 

 賛成討論はありませんでした。それから要点でございますが、これからの経費がかかる、お

金がかかるということでございましたが、やはり、その中で皆さん方と検討した中で、こういっ

た結果になりましたので、その点、ご報告いたします。 

 以上でございます。 

〇議長（上野稔君） 

 質疑を終結します。 

 この際、申し上げます。 

 議案第８２号 「平成２２年度笛吹市一般会計補正予算（第３号）」についておよび議案第

１００号 「平成２１年度笛吹市一般会計歳入歳出決算認定」については、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８１号および議案第１２０号を一括議題といたします。 
 お諮りします。 
 本２案件については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本２案件についての委員長報告は、可決です。 
 本２案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第８１号および議案第１２０号は、原案のとおり可決されました。 
 次に、議案第１２１号を議題といたします。 
 お諮りします。 
 本案については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本案についての委員長報告は、可決です。 
 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 多 数 ） 
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 起立多数です。 
 よって、議案第１２１号は原案のとおり可決されました。 
 次に教育厚生常任委員会に付託しております案件について、教育厚生常任委員長から審査結

果の報告を求めます。 
 教育厚生常任委員会委員長、前島敏彦君。 

〇教育厚生常任委員長（前島敏彦君） 
 それでは、議長より報告を求められましたので、委員長報告をさせていただきます。 
 去る９月３日の本会議において、本委員会に付託されました議案審査を、９月９日、１０日

ならびに１４日から１６日までの５日間の日程により、関係当局の出席を求め開会し、審査い

たしました。 
 審査の過程におきまして出ました主な質疑等について、報告をいたします。 
 はじめに、補正予算・条例改正等の関係について報告します。 
 保健福祉部所管では、保健衛生総務事務事業の補正予算中、新型インフルエンザについての

質問があり、小学生までの子どもの接種率は高いので、今後も蔓延抑制のために補助金を考え

る必要があるのではないかとの意見が出されました。現在審議中でありまして、国の予防接種

改正法によっては実施主体が市町村となるため、今後の検討課題とする旨の回答がありました。 
 また、境川増進・保健センター管理費の施設修繕料について、縮減できるよう検討を求める

意見があり、できるだけの努力をするとの回答がありました。 
 市民環境部所管では、国民健康保険特別会計のレセプト 適化システム改修内容についての

説明を求め、来年４月から従来の紙ベースから、オンラインによるデータベース化される等の

説明がありました。 
 教育委員会所管では、中学校教育振興費の中で、新学習指導要領に伴う武道についての質問

があり、市内各中学校の状況から武道場に関すること、また指導する教員の武道研修について

の細かな説明がありました。 
 また、親子体力向上事業の備品購入費についての質問があり、一宮桃の里体育館及び若彦路

ふれあいスポーツ館のトレーニングルームへ、各種器具を整備するとの説明がありました。 
 続いて、平成２１年度決算認定について報告をいたします。 
 まず保健福祉部所管では、福祉タクシー助成についての利用状況等についての質問があり、

該当者の６割から７割の方が利用しているが、今後も利用の仕方等について、周知の工夫を重

ねていきたいとの説明がありました。 
 また、保育料の滞納についても質問がなされ、徴収率は若干ではあるが伸びており、今後も

徴収率向上のため、努力するとの回答がありました。 
 市民環境部所管では、ＢＤＦの売上及び精製にかかる支出について、赤字になるのではとの

質問がされましたが、それに対し、地球温暖化や環境等を考えると必要なことであり、今後、

各地区をまわる等の取り組みを行い、回収増を図るとともに公用車や農耕車、施設ボイラー利

用等について研究を行い、ＢＤＦの利用を増やしていきたいとの回答がされました。 
 国民健康保険課に関わる疾病統計等のデータについて、課単独ではなく部局横断的に利用し、

市民の健康増進を図る必要があるのではないかとの質問がされ、各課との連携をとりながら、

医療費抑制に努力するとの回答がされました。 
 教育委員会所管では、小学校の防犯カメラ設置工事費について質問があり、未設置の小学校
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８校にカメラ及び１週間記録が残る記録装置・モニターを設置し、防犯に努めているとの回答

がありました。 
 また、中学校費の工事関係に関わる委託料についての質問がされ、一宮中学校耐震補強改修

工事についての細かな説明がなされ、翌年度以降についても経費削減に努める中で、工事の進

捗を図るとの回答がありました。 
 以上、教育厚生常任委員会で審査されました、主な内容についての報告を終わります。 
 なお、後期高齢者医療特別会計補正予算および一般会計歳入歳出決算認定については、反対

討論がありました。 
 それでは、審査結果については次のとおりであります。 
 議案第７９号 「笛吹市スコレーセンター条例の一部改正について」、賛成全員で原案のと

おり可決すべきものと決定。 
 議案第８０号 「笛吹市国民健康保険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８２号 「平成２２年度笛吹市一般会計補正予算（第３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８３号 「平成２２年度笛吹市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）について」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第８４号 「平成２２年度笛吹市介護保険特別会計補正予算（第２号）について」、賛

成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第８５号 「平成２２年度笛吹市介護サービス特別会計補正予算（第２号）について」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第８６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２号）について」、

賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第１００号 「平成２１年度笛吹市一般会計歳入歳出決算認定のうち、教育厚生常任委

員会担当項目について」、賛成多数で認定すべきものと決定。 
 議案第１０１号 「平成２１年度笛吹市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について」、

賛成多数で認定すべきものと決定。 
 議案第１０２号 「平成２１年度笛吹市老人保健特別会計歳入歳出決算認定について」、賛

成全員で認定すべきものと決定。 
 議案第１０３号 「平成２１年度笛吹市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について」、賛

成多数で認定すべきものと決定。 
 議案第１０４号 「平成２１年度笛吹市介護サービス特別会計歳入歳出決算認定について」、

賛成多数で認定すべきものと決定。 
 議案第１０５号 「平成２１年度笛吹市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について」、

賛成多数で認定すべきものと決定。 
 以上をもちまして、委員長報告に代えさせていただきます。 

〇議長（上野稔君） 
 教育厚生常任委員長の報告が終わりました。 

 これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 
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 （ な し ） 

 質疑を終結します。 

 これより討論および採決を行いますが、議案第８２号および議案第１００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７９号から議案第８０号および議案第８３号から議案第８５号を一括議題

といたします。 
 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案件についての委員長報告は、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７９号から議案第８０号および議案第８３号から議案第８５号は原案のとお

り可決されました。 
 次に、議案第８６号を議題といたします。 
 お諮りします。 
 本案については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本案についての委員長報告は、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８６号は原案のとおり可決されました。 
 次に、議案第１０１号を議題といたします。 
 お諮りします。 
 本案については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本案についての委員長報告は、認定です。 
 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 



 １６４

 （ 起 立 多 数 ） 
 起立多数です。 
 よって、議案第１０１号は原案のとおり認定されました。 
 次に、議案第１０２号を議題といたします。 
 お諮りします。 
 本案については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本案についての委員長報告は、認定です。 
 本案は、委員長報告のとおり決することに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１０２号は原案のとおり認定されました。 
 次に、議案第１０３号を議題といたします。 
 お諮りします。 
 本案については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本案についての委員長報告は、認定です。 
 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 多 数 ） 
 起立多数です。 
 よって、議案第１０３号は原案のとおり認定されました。 
 次に、議案第１０４号を議題といたします。 
 お諮りします。 
 本案については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本案についての委員長報告は、認定です。 
 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 多 数 ） 
 起立多数です。 
 よって、議案第１０４号は原案のとおり認定されました。 
 次に、議案第１０５号を議題といたします。 
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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。 
 本案についての委員長報告は、認定です。 
 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 多 数 ） 
 起立多数です。 
 よって、議案第１０５号は原案のとおり認定されました。 
 続いて、建設経済常任委員会に付託しております案件について、建設経済常任委員長から審

査結果の報告を求めます。 

 建設経済常任委員会委員長、大久保俊雄君。 

〇建設経済常任委員長（大久保俊雄君） 

 ただいま議長より審査結果の報告を求められましたので、委員長報告をさせていただきます。 
 ９月３日の開会初日に付託を受けました議案審査を、本会議休会中の９月９日、１０日なら

びに１４日から１６日の計５日間、全委員出席のもと、関係当局の出席を求め開会し、審査い

たしました。 
 審査にあたり、いくつか質疑・意見等ありましたので、主なものを報告いたします。 
 はじめに、補正予算等の関係について報告します。 
 産業観光部所管では、新規就農農業後継者支援金についての質問があり、対象は３０歳到達

まで、または 長５年間の補助制度であり、年間１５０日以上の就農が条件である。途中離農

の場合は補助金の停止、あるいは返還もあり得るとの説明がありました。 
 また、過疎地域等自立活性化推進交付金事業不採択について、芦川支所担当者から報告があ

り、６月補正をお願いした部分について、残念ながら事業不採択により全額減となってしまっ

た。そのうち、緊急に整備したいものについては、改めて補正予算計上させていただいたとの

説明がありました。 
 建設部所管では、石和小林公園内緑地剪定･伐採処理業務に伴う委託料について、今後も継

続して予算計上するのか、指定管理の範ちゅうではないのかとの質問があり、剪定･伐採処理

は１０年くらいしていないと思われるが、毎年予算計上する予定はない。指定管理については、

日常使用するものについての維持管理と考える。来年度は契約更新もあるので、内容等、検討

していきたいとの説明がありました。 
 公営企業部所管では、下水道受益者負担金一括納付に対する報奨金予算の増額補正について、

下水道事業債の償還額も多く、負担も大きい。報奨金などを見合わせる流れもあるが、そのへ

んの考えはとの質問があり、現在、条例の定めにより、５段階の報奨金割合が設定されている。

一括納付する例が多く、現時点では特に考えていないが、今後、税の奨励金の動きと合わせ、

検討したいとの説明がありました。 
 続いて、決算認定についての報告をいたします。 
 まず、産業観光部所管では、バイオマスセンター建設事業に伴う事業化計画策定についての
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質問があり、バイオマスタウン構想に基づき、事業実施していく上での指針として策定した。

今後は年次計画サイクルにより、具体的な事業実施をしていきたいとの説明がありました。 
 なお、計画書の詳細な内容について、説明を求める意見がありました。 
 また、石和温泉宿泊者数が減っているようだが、市として何か対策はとの指摘があり、温泉

湧出５０周年を起爆剤として、市全体を絡めた策を練りたい。安全・安心な温泉地として売っ

ていく企画を立案したいと考えているとの説明がありました。 
 委員からは、各種の大会・事業とのタイアップやアンケート調査を実施し、消費者ニーズを

改めて把握することも必要であるとの意見がありました。 
 その他、９財産区管理会特別会計決算認定についての審査を行いました。 
 建設部所管では、市営住宅使用料について、毎年収納率が話題となるが、収納率向上のため

の対策は。また、保証人に対しても差し押さえの対象とできないのかとの質問があり、山梨県

の例を参考に、悪質滞納者に対しては今後、訴訟も視野に入れながら検討していきたい。また

滞納者が退去をする場合は、滞納分を完納していただくこととなっている。差し押さえの対象

としては、あくまで滞納者本人の部分についてのみを考えたいとの説明がありました。 
 また、石和温泉駅前広場のシェルター設置工事について、前払金の支払い後、約半年経って

からの工事着工だが、その原因はとの指摘があり、県に確認したところ、建築確認申請が必要

であり、それらの手続きに時間がかかってしまったことが原因である。今後は気をつけていき

たいとの説明がありました。 
 公営企業部所管では、水道使用料の収納率向上は必要不可欠と思うが、新しい収納対策は考

えているのか。水道事業を企業経営の観点から捉えた場合、料金を支払っていない多額滞納者

に対しては厳しい対応が必要ではとの指摘があり、市として滞納問題に対しての姿勢を明確に

していかなければならないと認識している。今まではコンビニ収納など導入したほか、給水停

止の執行を強化してきている。ただ、多額滞納者の中には事業を行っている者もおり、経営破

たん等の問題で給水停止の執行を先送りしている部分がある。今後は、現年度の滞納分に重点

を置いて取り組んでいく方針であるとの説明がありました。 
 また設計委託業務においては、入札差金が多く業務に支障が生じないかとの指摘があり、予

算の作成時は設計基準で適正に見積もりを積算している。委託の業務は人件費関係が主なもの

であり、業者が人件費をいかに切り詰めるかにより、落札価格が低くなることもあり得るとの

説明がありました。 
 以上、本委員会に付託を受けました案件にかかる、主な質疑・意見等の報告を終わります。 
 それでは審査結果について、下記のとおり決定したので、笛吹市議会会議規則第１０１条の

規定により、報告します。 
 議案第８２号 「平成２２年度笛吹市一般会計補正予算（第３号）のうち、建設経済常任委

員会担当項目について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第８７号 「平成２２年度笛吹市公共下水道特別会計補正予算（第２号）について」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第８８号 「平成２２年度笛吹市農業集落排水特別会計補正予算（第１号）について」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第８９号 「平成２２年度笛吹市簡易水道特別会計補正予算（第２号）について」、賛

成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 



 １６７

 議案第９０号 「平成２２年度笛吹市黒駒山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計補正予

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９１号 「平成２２年度笛吹市大積寺山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計補正

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９２号 「平成２２年度笛吹市稲山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計補正予算

（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９３号 「平成２２年度笛吹市牛ヶ額恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計補正予

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９４号 「平成２２年度笛吹市大口山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計補正予

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９５号 「平成２２年度笛吹市崩山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計補正予算

（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９６号 「平成２２年度笛吹市名所山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計補正予

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９７号 「平成２２年度笛吹市春日山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計補正予

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９８号 「平成２２年度笛吹市兜山外五山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計補

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９９号 「平成２２年度笛吹市水道事業会計補正予算（第２号）について」、賛成全

員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第１００号 「平成２１年度笛吹市一般会計歳入歳出決算認定のうち、建設経済常任委

員会担当項目について」、賛成全員で認定すべきものと決定。 
 議案第１０６号 「平成２１年度笛吹市公共下水道特別会計歳入歳出決算認定について」、

賛成全員で認定すべきものと決定。 
 議案第１０７号 「平成２１年度笛吹市農業集落排水特別会計歳入歳出決算認定について」、

賛成全員で認定すべきものと決定。 
 議案第１０８号 「平成２１年度笛吹市簡易水道特別会計歳入歳出決算認定について」、賛

成全員で認定すべきものと決定。 
 議案第１０９号 「平成２１年度笛吹市黒駒山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計歳入

歳出決算認定について」、賛成全員で認定すべきものと決定。 
 議案第１１０号 「平成２１年度笛吹市大積寺山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計歳

入歳出決算認定について」、賛成全員で認定すべきものと決定。 
 議案第１１１号 「平成２１年度笛吹市稲山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計歳入歳

出決算認定について」、賛成全員で認定すべきものと決定。 
 議案第１１２号 「平成２１年度笛吹市牛ヶ額恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計歳入

歳出決算認定について」、賛成全員で認定すべきものと決定。 
 議案第１１３号 「平成２１年度笛吹市大口山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計歳入

歳出決算認定について」、賛成全員で認定すべきものと決定。 
 議案第１１４号 「平成２１年度笛吹市崩山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計歳入歳

出決算認定について」、賛成全員で認定すべきものと決定。 



 １６８

 議案第１１５号 「平成２１年度笛吹市名所山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計歳入

歳出決算認定について」、賛成全員で認定すべきものと決定。 
 議案第１１６号 「平成２１年度笛吹市春日山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計歳入

歳出決算認定について」、賛成全員で認定すべきものと決定。 
 議案第１１７号 「平成２１年度笛吹市兜山外五山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計

歳入歳出決算認定について」、賛成全員で認定すべきものと決定。 
 議案第１１８号 「平成２１年度笛吹市水道事業会計決算認定について」、賛成全員で認定

すべきものと決定。 
 議案第１１９号 「平成２１年度笛吹市営春日居地区温泉給湯事業会計決算認定について」、

賛成全員で認定すべきものと決定。 
 議案第１２２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。 
 議案第１２３号 「市道認定について」、賛成全員で、原案のとおり認定すべきものと決定。 
 以上をもちまして、委員長報告といたします。 

〇議長（上野稔君） 
 建設経済常任委員長の報告が終わりました。 

 これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 （ な し ） 

 質疑を終結します。 

 これより討論および採決を行いますが、議案第８２号および議案第１００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８７号から議案第９９号を一括議題といたします。 
 お諮りします。 
 本１３案件については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本１３案件についての委員長報告は、可決です。 
 本１３案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第８７号から議案第９９号は原案のとおり可決されました。 
 次に、議案第１０６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。 



 １６９

 本案についての委員長報告は、認定です。 
 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 多 数 ） 
 起立多数です。 
 よって、議案第１０６号は原案のとおり認定されました。 
 次に、議案第１０７号を議題といたします。 
 お諮りします。 
 本案については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本案についての委員長報告は、認定です。 
 本案は、委員長報告のとおり決することに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１０７号は原案のとおり認定されました。 
 次に、議案第１０８号を議題といたします。 
 お諮りします。 
 本案については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本案についての委員長報告は、認定です。 
 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 多 数 ） 
 起立多数です。 
 よって、議案第１０８号は原案のとおり認定されました。 
 次に、議案第１０９号から議案第１１７号までを一括議題といたします。 
 お諮りします。 
 本９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９案件についての委員長報告は、認定です。 
 本９案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 



 １７０

 よって、議案第１０９号から議案第１１７号は原案のとおり認定されました。 
 次に、議案第１１８号を議題といたします。 
 お諮りします。 
 本案については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本案についての委員長報告は、認定です。 
 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 多 数 ） 
 起立多数です。 
 よって、議案第１１８号は原案のとおり認定されました。 
 次に、議案第１１９号を議題といたします。 
 お諮りします。 
 本案については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本案についての委員長報告は、認定です。 
 本案は、委員長報告のとおり決することに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１１９号は原案のとおり認定されました。 
 次に、議案第１２２号および議案第１２３号を一括議題といたします。 
 お諮りします。 
 本２案件については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本２案件についての委員長報告は、可決です。 
 本２案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第１２２号および議案第１２３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。 
 ここで、暫時休憩いたします。 
 再開は３時３０分。 



 １７１

休憩  午後 ３時１５分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ３時２８分 
〇議長（上野稔君） 

 再開いたします。 
 これより、各常任委員会に分割付託いたしました議案第８２号および議案第１００号を議題

といたします。 
 議案第８２号 「平成２２年度笛吹市一般会計補正予算（第３号）」についての審議に入り

ますが、本件に対し新田治江君および亀山和子君、ならびに所定の賛同者からお手元に配布の

とおり、一部修正案が提出されております。 
 これについては、笛吹市議会会議規則第１６条の規定に基づく修正案でありますので、直ち

に議題といたします。 
 ここで、審議順序について申し上げます。 
 まずはじめに修正案を議題とし、上程、質疑。その他、修正案、原案の順に討論を行い、修

正案の採決と進めてまいります。 
 修正案が可決の場合は、その後、修正部分を除いた原案について採決します。 
 修正案が否決の場合は、原案について採決いたします。 
 それでは、これより新田治江君ほかより提出されました修正案について、提出者より説明を

求めます。 
 新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 
 正正会の新田です。 
 修正案に対する説明をいたします。 
 議案第８２号 「平成２２年度笛吹市一般会計補正予算（第３号）に対する修正動議」 
 上記の動議を地方自治法第１１５条の２および会議規則第１６条の規定により、別紙のとお

り修正案を沿えて提出します。 
 提案理由 
 本補正予算については、多機能アリーナ建設検討事業予算が計上されており、本件について

は市民の賛否両論の中、合意も得られず、また議会においてもその事業の要否について意見集

約に至っていない中、予算計上することは遺憾であり、当該予算削除のため提出するものです。 
 平成２２年９月１６日 提出 
 笛吹市議会議長 上野稔殿 

提出者 
笛吹市議会議員 新田治江 
   〃    亀山和子 

賛同者 
笛吹市議会議員 野澤今朝幸 

 以上です。 
〇議長（上野稔君） 

 これより、質疑を許します。 



 １７２

 （ な し ） 
 質疑を終結します。 
 これより、討論を行います。 
 討論については、修正案と原案に分けて行います。 
 はじめに、修正案について討論を行います。 
 まず、反対討論を許します。 
 １番、網倉正治君。 

〇１番議員（網倉正治君） 
 笛政クラブの網倉です。 
 議長の許可をいただきましたので、平成２２年度笛吹市一般会計補正予算（第３号）に対す

る修正案に反対する立場から、討論を行います。 
 先ほどの降矢総務常任委員長からの委員長報告によりますと、修正を求めている多機能アリー

ナに関する経費を含む議案第８２号 「笛吹市一般会計補正予算（第３号）」につきましては、

委員会で賛成多数で可決されたとのことでございます。 
 総務常任委員会においても付託された議案について、さまざまな状況を考慮し、慎重審議を

重ねた結果であることは、そのことを重く受け止めているところでございます。 
 修正動議に賛成している諸氏には、多機能アリーナについて優先順位が低い、時間をかけて、

さらに慎重な審議が必要。あるいは施設を、今、必要ないとのご意見をお持ちのようでござい

ますが、私が今回の定例議会でも推進を申し上げましたように、合併した７町村が今まで以上

に人と人との連携を深め、協働のまちづくりを進め、真の意味での笛吹市になるためにも、全

市的な規模の催しができる施設は、必要不可欠でございます。 
 また、その基本的な概念は人づくり、健康づくり、交流づくりであり、その拠点施設ともい

える多機能アリーナ建設は現世代ばかりでなく、笛吹市の将来を担う子どもたちの財産として、

その存在価値は高く、決して優先順位が低いものではございません。 
 さらに、この構想が打ち出された当初より、新市としての基盤整備ができる合併特例期間を

視野に入れての検討が重ねられてきましたが、合併特例債は他に類を見ない、有利な起債でご

ざいます。今後の長期的な視点に立った本市のあるべき姿を考えるときに、合併特例期間を逃

すと、このようなインフラ整備を行うことは、大変難しい状況となることは明白でございます。 
 このような状況をふまえて、多機能アリーナは市民の人づくり、健康づくり、交流づくりの

拠点であるとともに、市民の一体感の醸成や、さらには地域経済活性化のためにも欠かせない

施設でございます。 
 修正案に賛成の諸氏には１０年２０年後の将来を託す、これからの世代のためにもお考えを

変えていただきたいと思い、修正案に反対をいたすところでございます。 
〇議長（上野稔君） 

 次に、賛成討論を許します。 
 ６番、風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 正正会の風間好美でございます。 
 会を代表して、今議会における補正予算で、歳出の第２款１項総務管理費、５目企画費のう

ち１３節委託料、多機能アリーナ建設事業費として１，６８５万円計上してありますが、この
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事業費に対し、削除・修正案に賛成し、原案の多機能アリーナ建設事業において、反対の立場

から討論を行います。 
 笛吹市には約６６７億円の市債、すなわち借金があり、平成３３年度には赤字団体に転落す

る。このような厳しい財政事情であり、市民も大変苦しい生活を送っている。今、この世の中

の経済不況のため、県内外でもホールなど大型施設の閉館および縮小が起きている。市民の方々

も収入減により、納税等には大変ご苦労なさっていると思います。 
 この時期に大型施設の建設、また完成後の維持管理費の財政圧迫、これからの子どもにツケ

を残さないように努力をするのが、われわれ議員の使命と考える。 
 合併特例債が今少しで期限切れになり、事業ができなくなるとの説明ですが、もっと早期の

お考えはできなかったのでしょうか。一例として、市長が２期目の市長選挙で、しっかりとし

た公約発表で当選なさって、直後に計画の話をしていれば、このような市民、ならびに議会を

混乱させることはなかったのではないでしょうか。あまりにも計画が遅すぎます。 
 私たちは合併特例債が平成２６年に期限切れになるからといって、十分に検討することなく、

大きな施設建設の考えには到底、理解できません。合併特例債に惑わされることなく、市民の

声に耳を傾け、豊かな暮らしを 優先して、市民全体にご理解していただける過ちのない施策

に転換したら、いかがでしょうか。行政には必要な事業の選択が、より一層求められることと

思います。 
 市民の防災拠点となる市役所本庁舎においては、平成１７年度建設計画は白紙化しただけで

なく、本庁舎耐震化もままならず、職員また市民はいつ起こるか分からない大地震に不安を抱

えながら職務に当たっていることと思います。これこそ、喫緊の市政課題ではないでしょうか。 
 参考意見として、お話をします。 
 今年２月、総務常任委員会で長野県小布施町に研修して、訪問させていただきました。その

際、町立図書館の研修会が花井館長のもと、説明をお聞きすることができました。図書館は総

工費３億６，７００万円であり、平成３年、第３次小布施町総合計画基本計画の中で、主な施

策として図書館の移転、新築の計画を行い、平成１０年図書館施設整備検討委員会が発足し、

平成２１年７月に竣工、ならびに開館の運びとなり、約１９年間のうち５０数回余りの検討を

重ね、民間から図書館長を平成１９年１２月、東京都よりテレビ局や映像の演出家として活躍

なさっていた花井裕一郎氏を迎え、それ以来、建設的な意見を多方面に求め、検討した結果、

町民に愛される素晴らしい図書館が完成したと誇らしげに、また満足気にお話もしておりまし

た。 
 この一例をお聞きしてもお分かりのことと思いますが、本市においてももっと月日をかけ、

検討することが大事ではないでしょうか。 
 そこで、過去５回にわたって開かれた市民の代表、団体による検討委員会でも、施設に対し

て慎重な意見として、一例を申し上げたいと思います。 
 １点目として、御坂町区長会より大型施設の件だけでなく、市の将来を考えた中で、住む人

の負担が少ない、若い人が住むのにいろんな税金が少ないように、コンサートは今、どこでも

見られる。どうしても建設しなくても、いろんなものを造ると税金がかかる。 
 ２点目としまして、一宮町区長会より笛吹市の長期財政推計の実質公債費比率は、推計のよ

うにはいかない。平成３１年には２０％を超えるのではないか。夕張市のようにならないよう

に警告したい。 
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 ３点目として、境川町区長会より、建設した場合、維持管理費に１億円も払って、それでま

わるのか。境川町のスポーツ振興へ、区では１軒当たり３００円を寄附しているのに、市では

数万円の補助しか出さない。そういう魂のないようなことをしていて、ただ箱物を造って、そ

れで成り立つのか。合併特例債を多目的ホールに使うなら、地域住民を守るためのものに使っ

てもらいたいなどの反対慎重論が多数挙がったことを検討委員会の資料等で拝見させていただ

きました。 
 また、検討委員会では、多目的ホールとして建設の可否を検討していたが、先般の議員全員

協議会の席上において、多機能アリーナとの計画が変更・発表されました。検討委員会には、

なんの説明もなく、われわれ委員会を愚弄していると怒りをあらわにした委員もおりました。

まさか市民アンケートと同じ、ただの打診ではないでしょうね。 
 私の地区、八代町においては、区長会、９名が建設反対し、９月１日の地域審議会、１５名

でも慎重論の意見が多数寄せられ、結果、反対と結論づけました。また席上、区長会長も声を

大にして反対を唱えました。 
 市は民意の声に耳を傾け、膨大な事業費を計上する本事業を中止すべきと考える。私は地域

の負託を受けて、今、この場所に立たせていただいております。私と同会派に所属する市議２人

も同じ考えであり、だから私たちは地元の声に沿うことを第一としている。多機能アリーナ建

設に賛同の意向を持っている議員の皆さまには、もう一度、民意がどこにあるかを冷静に考え

ていただき、賢明なる判断をお願いしたいと思います。 
 わずか５年弱の間に、巨大なプロジェクトを強行することは、あまりにも無謀な行為です。

施設建設のゴーサインとなる調査費を計上した補正予算の原案に反対します。 
 以上をもちまして、修正案に対する私の賛成討論とさせていただきます。 
 以上です。 

〇議長（上野稔君） 
 反対討論を許します。 
 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、平成２２年度笛吹市一般会計補正予算（第３号）に対す

る修正案に反対する討論を行います。 
 多機能アリーナ建設構想に対して、体育館としての機能や音楽会や講演、イベントなどを多

くの行事ができる施設はほしいが、財政面が心配との市民の声があることは、私も重々存じて

おります。 
 厳しい経済情勢、国の財政状況、高い失業率等に直面する昨今の社会状況からすると、今回

の多機能アリーナ建設構想に不安を持つ市民の方々も、決して少なくありません。 
 しかしながら、私は今のこの社会経済状況が今後、１０年も２０年も続くというような悲観

的な考えは持ち合わせておりません。そこには国の経済対策があり、また国民自身もこの状況

を打破すべく、成長に向けて、それぞれの立場から積極的な取り組みがなされることが肝要で

あり、政治も行政もそれに対し、前向きに各施策を戦略的に転用するという、その使命を果た

すべきであります。そのことから見ると、今回の構想は現状の閉塞感を打破し、景気回復の刺

激にもなり得るものであります。地域主権が標榜される今日、地域は地域として、その活性化
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に向けて努力しなければなりません。つまり、地域経営の視点に立った取り組みが望まれると

ころであります。 

 今回の多機能アリーナ構想は、総合計画や都市計画マスタープランに基づく、まさに地域経

営に至った今後の本市の維持・発展に必要な施策であると理解しております。多機能アリーナ

建設に反対する市民の皆さまの多くが、財政面を心配しておられますが、逆に財政面での心配

が払拭されれば、多くの市民の皆さまが望んでいる施設整備事業であるということではないで

しょうか。 

 私のまわりの未来の笛吹市を背負ってくれる若い人たちの間からも、多くの待望論が出てお

ります。市当局においては、多機能アリーナのみではなくて、すべての大型施設整備を行った

場合の１０年間を見据えた長期財政推計が示され、毎年、見直しを行いながら、健全財政を維

持していくとのことであります。 

 市議会といたしまして、真に行うべきことは財政状況をチェックしながら、でき得る限りの

市民サービスの向上を目指すことであると思います。当然、厳しい経済情勢がしばらくは続く

と予想される昨今でありますので、市の財政状況には 大限の関心を示しながら、進めるべき

事業は進めることが肝要であると考えます。つまり、今回の多機能アリーナにつきまして、市

民サービスの向上の観点で進めるべき事業であると、私は考えております。 

 修正案には反対し、反対討論とさせていただきます。 

〇議長（上野稔君） 

 賛成討論を許します。 

 ３番、野澤今朝幸君。 

〇３番議員（野澤今朝幸君） 

 とことん市民派の野澤今朝幸です。 

 多機能アリーナ建設に関する一般会計の補正予算、これに反対し、またわれわれが出した修

正案に賛成、この立場から私の所見、私の弁明をしたいというふうに思います。 

 これまで、私は何度なく、この初期の段階では多目的施設、こういう名で呼ばれていました

けども、何度となく反対してきました。また、あえて、ここで討論を行うというのは、言うま

でもなく、今、現状ではこの建設に反対派は少ないです。できることならば、賛成派が４人く

らい賛成にまわっていただきたい、あるいは８人くらい棄権していただくと否決できると、こ

ういうことですので、私はそういう考えのもと、一心になって、私の考え方を述べたいと思い

ます。 

 少なくとも多くの市民が望んでいるのは、この多機能アリーナ建設のための補正予算を否決

してくれ、こういうことかと思います。ぜひ、 終判断には賛成派の議員の皆さん、今から私

の考えを述べますので、それ聞く中でご判断いただきたい、このように思います。 

 まず、この件を議論する上で も大切だと思いますのは、市民の意向であります。これまで

多目的施設、あるいは多機能アリーナというふうに名前が変わってきていますけれど、市民か

ら、この施設に対して、３回の待ったが出たというふうに考えてよかろうと思います。 

 まず１回目は、市がみずから行ったアンケート結果であります。アンケート結果に答える市

民は、本当にそのような施設を自分が利用できるのか。あるいは、こんな苦しいときだから、

もっと違うものに金を使うべきではないか。あるいは、自分の税金がまた上がるのではないか

というような、このようなことを総合的に判断して答えていると思います。その中で出た結果
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は、６割がこのような施設はいらない。建てる必要はない。こういうことであります。まず、

ここで第１回目の、市民の意向から待ったがかかった、このように考えてよかろうと思います。 

 本来なら、ここで市はこの事実を重く受け止めなければいけないと思います。そういう状況

にありながらも、市は何をしたかといいますと、その否定的な市民の考えを払拭するためと思

われますけども、建設検討委員会を開きました。これは先ほどから話があるように、区長さん、

あるいは行政関係の諸団体の代表の方で構成される建設検討委員会を設置しました。ここでも

細かく、先ほど、風間議員より説明があったとおり、市の執行部当局の思惑どおりにいかず、

つまり賛成一本にまとめることができず、むしろ、この検討結果の資料、それを見ますと、慎

重論も含めて、今ここでなんでもかんでもするべきではないというような意見で、全体として

は極めて否定的な答えでありました。両論併記には、たしかになっていますけども、つぶさに

検討結果の資料を見れば、これは風間議員が代表質問等で指摘したように、これは反対という

流れにあります。 

 ここまで来て、そして二度目の待ったが市民からかけられている。このように普通、解釈す

るのが、行政を預かるものの普通の感覚であろうというふうに思います。 

 そういう中で、先ほどから出ているように、議員の中で、もっと議論してくれという形で入

りましたけれど、これからまたお話ししますけれど、まったく議論の余地のない、何を議論し

ていいか分からないところで、今回、１，６００万円からの基本設計の予算を計上してきたわ

けです。この流れを見ますと、どう見ても数十億円の施設、これが先にありき、言ってみれば、

言葉はきついですけれど、独断専行の荻野市政、このように私は捉えています。 

 そして、この独断専行の市政に対して、市民から第３回目の待ったがかかりました。これは

皆さんも新聞等でご案内のように、昨日、市民のほうから反対の署名が４，３５２人、この反

対の署名が市長と議長に提出されたわけです。これは明らかに、市長と議長には提出されまし

たけれど、本日の採決に向けての市民の憤りを示し、そして否決してくれという叫びであろう

かと、このように思います。つまり、先ほど言ったように執行部の独断専行を阻止できるのは、

言うまでもなく、この議会である。議会の仕事は、まさにそれが仕事である。そこに市民は期

待したわけであります。 

 聞くところによりますと、この署名を集めてくださった３人ほどの女性は、先に開かれた一

般質問の質問と答弁のやり取りの中で、とてもこのような形での建設は納得がいかない。もっ

と言えば、怒りさえ感じだというふうに聞きました。それが、この１０日間で４千人以上の署

名を集める、そのような結果になったかと思います。 

 署名運動をした人は分かると思います。署名というのが、いかに取るのが難しいか。それを、

この１０日間くらいで、４千人からの反対署名を集めた。これはいかに市民が、この建設計画

に反対しているかということの証左であろうかというふうに思います。 

 この点、私たち議員が読み間違えれば、私は今後、とんでもないことになり兼ねない。それ

を議員は強く自覚していただきたい、このように思います。覚悟を決めて、採決に臨んでいた

だきたいというふうに思います。 

 さて、私が反対する３点について、まとめて申し上げます。 

 まず１点は、先ほどから出ている財政問題です。 

 財政は、当局が出した中長期の見通し・推計で大丈夫だというふうな形で、賛成意見を述べ

られていますけれど、私が前にも申しましたように、例えば平成２６年から平成３１年までの
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福祉に関わる扶助費、これは４３億円ということで、平成２６年から、まったく伸びない状況

であります。これも市の統計から見れば、この間に高齢者が１，１００人増えます。しかも、

その中で、いわゆる７５歳の後期高齢者が８００人を占めています。こういう現実と、そして

そうでなくても、医療の高度化で福祉の金は伸びています。 

 それにもかかわらず、平成２６年から平成３１年に４３億円、そして聞いてみれば、そこの

推計を出す根拠となる資料がないことを答弁しています。そんな数字を使って、３１年まで推

計したといって、その数字が一人歩きする。こういうことで、私なんかが信用したくてもでき

ない、これが現実であります。１点目は、その財政の問題です。 

 ２点目ですけれど、これは今まで誰も触れていないですけれども、当たり前のことで、これ

はいわゆる費用対効果の問題です。これも非常に重要です。費用のほうに関しては、３４億円

から４６億円かかると。そして、７割の交付金のある合併特例債を使うと。そして、年間１億

円前後の維持費がかかると、このように表明しています。 

 しかし、肝心なのは、ではそういうお金を使って造った施設が、どのような形で市民が使う

のか。これがまったく、明らかにされていません。それは造れば使うに決まっていますけれど、

そこで問題なのは稼働の形態、そして稼働率、こういうものがこの議論されてきた何カ月とい

う間に、一切、公表できるような状況にない。まさにここの点が明らかになってはじめて、先

ほど言った４０億円からの、そして年間１億円、維持管理費がかかる、これが安いかどうか、

それが見えてくるわけです。 

 そして、もう一方では経済効果も期待するという声もあります。結構です。本当に、それで

経済の効果、地域の活性化があれば、われわれも賛成できます。この点も極めて抽象的に、経

済効果がある。これ以上の議論ができないわけです。では、どのくらい宿泊、あるいは食べる

ほうにプラスになるのか。そういう具体策が一切出ない状況で、夢だなんだといってみても、

これは一市民が言うんだったらよろしいですけれど、われわれ将来に関わって責任を持つ市民

の代表としては、到底、容認できるような話ではありません。 

 言ってみれば、お蔵を造るのに費用はこのくらいかかる。しかし、そのお蔵に何を入れて、

そして年間どのように使われるのか。こういうことが一切分からずに、お蔵を建てているよう

な、こんなおめでたい人間は、私はいないと思います。そういうことをまさに、市がやろうと

しているわけです。私は、そのように考えます。 

 後に３つ目の問題です。 

 先ほどからも出ています、優先順位の問題です。風間議員を何度も名指しして失礼ですけど

も、風間議員が言いましたように優先順位を考えるときに、例えば本庁舎の耐震の問題、私は

教育厚生常任委員会に属していますけども、もっともっと学校の、あの古くなった施設の改修。

そしてまた今、地域や家族が極めて早く変容しています。この地域や家族を守るために、新し

い福祉施設等が早急に必要になってきています。こういうものをふまえた中で、本当に尊い財

源をアリーナに使うべきかどうか、このような議論が一切されていないのが現実であります。 

 さらに合併特例債から離れて、１年間に１億円近く維持管理費がかかるといっていますけれ

ど、これは合併特例債とまったく関係ありません。これから、一般財源から捻出しなければな

らないお金です。だったら、今日も新聞に出ていました韮崎市は中学３年生まで、医療費の窓

口無料化を来年から始める。われわれは、これを主張してきました。そういう予算と比べて、

この１億円をどう使うか。そして、それの優先順位をしっかり、市長の口から自分の理念を述
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べる中で示していただきたい。そういう議論がない中で、先ほど言いましたように、施設あり

きで、ことが進んでいく。こういうことに対して、私はとても市民の尊い一票をいただいた代

表として容認することができません。 

 以上、私のなぜ反対するかということを、財政の問題、そして費用対効果の問題、さらに事

業の優先順位、こういうことから述べさせていただきました。 

 われわれは、先ほど申しましたように、議会は市政を討議する、チェックする、これが役割

であります。もう一度、賛成派の議員の皆さんは、反対とまではいかなくても、棄権くらいに

まわっていただきたい。こういうふうに思うわけであります。 

 このへんで終わりたいと思いますけれど、この議案がそのまま通るようでしたら、私の危惧

は荻野市政がこの先、立ち行かなくなるんではないかというふうに危惧しています。いいこと

は何もありません。市政が混乱し、そして 終的には、市民にいろんなマイナスがくるわけで

す。どうか、そのへんも考慮する中で、賛成・反対の決断をしていただきたい、このように思

います。 

 以上です。どうも、ありがとうございました。 

〇議長（上野稔君） 

 反対討論を許します。 

 １９番、中川秀哉君。 

〇１９番議員（中川秀哉君） 

 公明党の中川秀哉でございます。 

 議長の許可をいただきました。これより平成２２年度一般会計補正予算（第３号）に対する

修正案に反対する立場として、討論をさせていただきます。 

 私がまず申し述べたいことは、今回の多機能アリーナのような市民が多く集うことのできる

施設は、笛吹市誕生からの懸案であるということでございます。このことは、合併時のお約束

でもある新市建設計画や新笛吹市基本計画においても、生涯学習社会の振興やスポーツの振興

の分野で、それぞれ施設整備推進が掲げられていることや、その後の総合計画、都市計画マス

タープランにおいても取り組むことが約束されております。つまり、今回の多機能アリーナ構

想は合併した新市という意味では、残された 大の懸案事項であると思います。 

 また、私は別の角度から、これまで低炭素社会における地域の省資源・省エネルギー対策と

して、バイオディーゼル燃料、太陽光発電や水力発電など、未利用資源を活用した公共施設建

設をご提案させていただきました。 

 こうした中、私は本定例会で荻野市長の決意を伺い、今こそ市議会も一丸となり、合併時の

お約束を遂行するときであると強く感じました。どうか、修正案に賛成の議員各位におかれま

しても、再度、この原点に立ち返っていただき、再考していただきたいと存じます。そして、

市民の皆さまに安心して、市の行政を見守っていただくよう、ともに訴えていくことを望み、

以上で私の反対討論を終わらせていただきます。 

〇議長（上野稔君） 

 賛成討論を許します。 

 ４番、北嶋恒男君。 

〇４番議員（北嶋恒男君） 

 正鵠会の北嶋恒男でございます。 
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 本案件の補正予算に賛成し、原案に反対する立場から討論させていただきます。 

 テーマとしては、多機能アリーナ構想の調査予算計上は時期尚早、建設の可否は住民投票で

進めてほしいと提言をするものでございます。 

 ちょうど１年前、この話題が役所内、議会で話題になり始めたころ、国会は民主党政権に変

わりました。鳩山総理は、コンクリートから人へというキャッチフレーズの政策を発表し、就

任した前原国交大臣は、これからの箱物行政は原則ノーと公言されました。私は、その言葉を

聞いたとき、まさにわれわれの、このことを言っているんだなと思いました。 

 連日、メディアから流れるニュースからも国も地方も苦しい財政をなんとか維持しようと、

いかにして無駄を省けるかと事業仕分けなどもしている 中だったので、国の査定も難しくな

り、この構想計画が多くの民意を得ているものかどうか問われるものと思っているところです。 

 市の職員は１年間、議会への説明や各種検討委員会などを何回も開催し、前向きに進めるた

めにたくさんの資料を作ったり、集めたりして一生懸命努力されてきましたことは、十分、認

めております。しかし、多くの委員の方々や学識経験者の貴重なご意見などをたくさんいただ

いておりながら、ほとんど、今までのプロセスの中に生かされていないのは、大変、残念に思

います。 

 その１番は、市民への情報の伝達と多くの人の意見などを聞かずに、ここまできてしまった

ことが挙げられます。なぜ、今、反対署名や多くの市民から批判の嵐が吹こうとしているか考

えるに、当局のプロセスに問題があるからだと感じています。 

 私がどうして、このような考えを持ったかについて、今までの経緯を追いながら、意見を述

べさせていただきます。 

 平成１６年１０月に笛吹市が誕生しました。市長選で、荻野市長のマニフェストの中に、こ

の大規模市民ホールの建設が掲げられました。そして平成１７年６月、御坂町成田、下成田区、

国衙区より仮称、文化ホール等の候補地にと地権者から要望がありました。それから半年後に、

平成１８年１月、笛吹市商工会より２千人規模で集会ができる総合市民会館の新設を要望され

ました。そしてまた半年後に、１８年７月、商工会、温泉観光協会、経済懇話会、ＪＡ笛吹な

どから、多目的ホールの早期建設を求める要望がございました。そして平成２０年１１月、荻

野市政２期目がスタートしたわけでございます。 

 そして特例債有効期限も、あと６年の猶予を持ったころ、大型６事業の構想計画を掲げて、

市の担当職員も人事配置し、準備を進めました。その中の一番の目玉が、この多目的建設であっ

たかと思います。 

 この直近であった、昨年６月議会の一般質問で市長より、平成２１年６月ですが、６月市議

会一般質問に市民ホール建設構想を発表されました。その後は、市長はいろいろな行事の場所

のあいさつの中で、夢を語ることが多くなってきました。しかし、なかなか、市民の間では、

あまりにもバブルな話にしか聞こえなかったためでしょうか、関心を寄せませんでした。 

 そこで、市側でも考えたことと思いますが、第１弾として市民アンケートというものを実施

することになりました。平成２１年の１１月５日から同じ年の２１年１２月２８日まで、市民

アンケートを実施いたしました。この内容は性別、年代、旧町村名を聞き、本題は多目的建設

の必要性についてのみ、問う形でありました。１が必要か、２．どちらかと言えば必要、３．

どちらかと言えば必要ない、４．必要でないという４つの問いがございました。そして、その

結果は１と２である必要と、どちらかと言えば必要と回答された方が３８．８％でした。そし
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て３と４である必要ない、どちらかと言えば必要ないという方が６０％であったということで

ございます。 

 そして回答者の出身地は石和、御坂町で約半数の４８％。一宮、八代、境川で２５％でした。

そして１千通出した問いかけに、未回答の方が６割もいたわけでございます。なんのことか分

からなかったのかもしれません。しかし、この数字は新聞紙上も掲載されたわけですが、私は

ほんの参考程度ということだと思います。しかし、この数字がいろいろな場面で語られますが、

私のその後の地域への聞き取りでは、反対は８０％以上だなと思っております。 

 次に平成２１年１１月１０日から１１月１９日の１０日間、それぞれの町で市民ミーティン

グが行われました。１０日間の間に、芦川を除く６町をまわりました。市民と直接、対話の場

面ですので、当然、いろいろな話が出ました。一宮町での荻野市長のあいさつでは、多目的ホー

ルについては皆さんの意見を聞いて、やれということであれば進めると言っていました。公共

施設の場合、利益を追求するということではないと。市民のためにどれだけ役に立つかを伺い

ながら、進めていきたいとおっしゃいました。これは、あとの議事録から私が拾ったものでご

ざいます。 

 たぶん、どこの会場でもこれと同じようなあいさつをされていたと思っています。この言葉

をもう少し分かりやすく、私流に解説すると、多くの皆さんから賛同をいただければ、前向き

に取り組んでいきたい。そして、計画の過程においては、皆さまからのご意見も参考にしなが

ら、みんなに喜んでいただけるようなものを造っていきたいと思っていますということでしょ

うか。この約束を守っていただくには、まず市民一人ひとりの意思を住民投票でみなければな

らないと思います。そして多くの賛同を得たことを確認して、プロジェクトチームが市民の応

援を背に、しっかり進めてほしいと思います。 

 平成２２年１月２５日から５月２５日まで、５回の建設検討委員会が開催されました。今年

の１月から５月の間です。委員会のメンバーは学識経験者、関係諸団体の代表者、市長が認め

る方、市職員、総人員４９名でございます。そして５月２７日には、検討委員会より検討結果

報告書を市長に提出されました。このような立派な資料でございます。笛吹市にとっての多目

的施設の必要性、建設の可否等について協議を重ねたが、規模や場所など、肝心な条件が未定

ということもあり、慎重意見が大勢を占めていたが、結論は出さないことで、両論併記として

市に提出されました。 

 この 終報告書の中で、学識経験者として委員でありました山梨学院大学法学部長の日髙先

生のご意見を、ここで紹介させていただきます。 

 まず諸条件を考慮に入れずに、笛吹市単独で１千人以上の規模の集客を目的とした多用途の

公共施設を新設するとすれば、都市計画上、石和温泉駅を中心としたおおむね半径１キロ以内

の圏域に建設することが、 も合理的だと思います。 

 施設を点としてではなく、面としての社会的・経済的な波及効果を生み出すよう機能させる

ためには、交通・商業・宿泊・娯楽等のインフラが整備されている圏域が も望ましく、その

ポテンシャルが一番高いのが、石和温泉駅圏域だからです。 

 次に、現実的な諸条件を考慮に入れて検討することとなると、少なくとも以下のような制約

を克服する必要があると思います。 

 １、市の中長期の財政見通しによれば、税収および交付税の推移を推し量った場合、歳入の

減少が避けられないこと。その一方で、上下水道をはじめとした特別会計への、一般会計から
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の繰り入れが長期・恒常的に見込まれること。さらに今後、少子化、医療保険、福祉、環境、

安全対策などの新規施策が予想されること。したがって、財政収支の一層の悪化を前提とした

上での検討をしなければならないと。 

 ２、諸施策との間の優先順位において、多目的施設建設が 優先的な政策課題であることに

ついて、市民間の合意を形成する必要がある。 

 ３、施設の建設に関わるコストだけではなく、その維持管理コストの調達方法を熟慮しなけ

ればならない。 

 ４、あれもこれもは困難なので、既存の公共施設の再配置・廃止・統合や維持管理（耐震化

や補修）などのあり方についての中長期的な計画と一体化した建設、維持管理計画でなければ

ならない。 

 後に、検討委員会でも、これらの論点について意見が出尽くした感があります。これらを

十分にふまえた上で、市長ならびに市議会において賛否の両面について熟議を尽くされるよう、

期待します。 

 また、特例債の期限が限られているので、場合によってはシンポジウムや討論会などの意見

交換の機会や情報の提供の場を設けた上で、諮問的住民投票によって決することもやむを得な

いと思料しますということであります。 

 先生の提言で、大変重要なことをいくつか学んだと思います。１つは、これから超高齢化時

代、人口減少の中で、都市計画上、集客施設は笛吹市の中心として将来に期待が持てる石和温

泉駅を中心に、おおむね半径１キロメートル圏内に計画すべきだということ。２つは、既存の

公共施設をもう一度見直して廃止・統合を考えて、維持管理のあり方を工夫して、その上で新

規事業を考えるべきで、あれもこれも増やすばかりでは潰れてしまうので、慎重にということ。

そして議会において、議論を尽くし構想がはっきりした段階で、市民の合意を得るためにシン

ポジウムや住民投票も必要であると提言されました。私が冒頭で、市側のプロセスが間違って

いると申しましたが、以上のようなことが発端でございます。 

 平成２２年６月４日、７月７日、７月２６日、８月２３日と３カ月間にわたりまして、議会

全員協議会で討議をいたしました。全員協議会では、途中から多目的施設という名前から多機

能アリーナ建設構想に急に変わったものですが、別段、同じ箱物で違いはないと判断していた

ので、問題ありませんでした。議員からは、ほとんど反対意見が主流で終わりました。市側の、

ひたすら原案の構想への理解を求めるだけの説明に終わりました。よって、 終判断にはなら

ず、平成２２年９月、市議会総務常任委員会多機能アリーナ建設可決という新聞報道にも地方

行政に詳しい、山梨学院大学、椎名慎太郎名誉教授のコメントを引用しますと、反対の市民は

多い。市の規模・条件から判断して、無謀な計画と非難されております。 

 以上、このような経過から、やっと場所や基本構想が固まってきたので、ここではじめて市

民に公表し、 終判断は住民投票を行うことが大事なことだと感じています。もし、仮に事業

を進める結果となったと考えると、住民の合意形成がなされていなければ、現場を進める担当

者にしてみれば、計画は思うようにはいきません。しかも順調にいっても、２６年度内の完成

は大変厳しいといわれており、担当者の苦労は並みではないでしょう。私は今の判断としては、

市民にとっても、市役所職員にとっても、一番幸せな選択は、ここで無理してゴリ押しするの

ではなく、じっくり時間をかけて、もう一度、本当に今、何が必要かについて、市民総参加で

考えていってもらいたいと思っております。 
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 以上をもちまして、修正案に賛成し、原案に反対するものでございます。 

〇議長（上野稔君） 

 反対討論を許します。 

 １０番議員、堀内文藏君。 

〇１０番議員（堀内文藏君） 

 堀内文藏でございます。 

 平成２２年度笛吹市一般会計補正予算（第３号）に対する修正案に反対の立場から、討論を

行います。 

 笛吹市の人口、約７万２千人で１５歳以上の人口は約６万人であり、この人口の１％で６００人

になります。市内の屋内で集まれる 大収容施設は、スコレーセンターの４００人です。現在、

１００人に１人、市民が屋内で集まることができない状況であります。加えまして、市内の屋

内運動施設につきましても、学校開放施設も含めて飽和状態に近い状況にあります。 

 このような状況の中ですので、今回の多機能アリーナは、笛吹市にとって必要で欠かせない

施設であります。また、笛吹市の大きな課題の１つとして挙げられる、それぞれの地域で文化

やスポーツ、市民活動などは行いますが、全市地域での大会や集会活動を行うことのできる施

設がないということです。このため、スポーツ活動や文化活動、市民活動の全市的な一体感の

醸成や７万２千人の人口を有している笛吹市として、スケールメリットを生かした人づくりに

大きな支障を来たしているのが現況であります。 

 また、多機能アリーナは体育館機能に軸足を置いているとのことでありますので、多くの市

民が運動する機会が多くなり、市民の健康づくりに役立つ施設になることも大きな期待をして

おります。さらに、基幹産業である観光面での利用活用も期待できます。市内外観光関連団体

と提携することにより、宿泊客の増加ばかりでなく、果物や販売促進にも寄与し、笛吹市全体

の活性化につながるものと考えます。 

 このように現在の体育施設の飽和状態の解消に加え、多くの効果が期待できる多機能アリー

ナは必要であり、何よりも平成の大合併により、特別に政府が認めた合併特例債を 大限の知

恵を使い、有効に活用することにより、未来の笛吹市に大きな展望が開かれ、完成後は多くの

市民の将来にわたっての集客施設となると信じます。 

 この機会を逃したら、二度とこのような有利な施設建設の予算は望むことはできないし、施

設はできません。よって、私は修正案には反対をいたします。 

 以上です。 

〇議長（上野稔君） 

 賛成討論を許します。 

 ７番、渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 

 賛成討論を行います。 

 その前に議会初日、市長から大変、悲しい、寂しいお言葉を伺いました。多機能ホールに命

をかけると言ったことです。市民の心配の声や反対の声を蹴散らし、討ち死にしてでもやると

いう決意表明と受け止めました。市民の代表者として、誠にふさわしくないお言葉、撤回すべ

きお言葉だと思います。 

 命をかけなくてもよろしい、正しいことならば、市民は必ず理解してくれる。７万２千市民
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の声に真摯に耳を傾ければ、 良の道が開ける。市民に対する、そうした信頼こそが民主政治

トップの普遍的な理念ではないかと思います。先ほどの討論にもございましたが、一宮のタウ

ンミーティングにおいては、市長も素晴らしいことを言っていたということでございます。皆

さんの意見を聞いて、みんながやるといえば、しっかりやるし、また意見もしっかり反映する

と、こういう立場に立ち返っていただきたいということを 初に申しまして、多機能アリーナ

の調査費を計上した補正予算原案に反対し、その調査費を削除した修正案に賛成する立場で討

論に参加いたします。日本共産党の渡辺正秀です。 

 実は日本共産党議員団の、多目的ホール、今で言う多機能アリーナにきっぱり反対を決める

には、ずいぶん時間がかかりました。音楽愛好者からのよい音楽を身近で聞きたいという声、

学校の先生方の全児童、全生徒が一堂に会し、小中学校音楽祭を聞かせてあげたいなど、期待

の声があったからであります。 

 財政が苦しくても、どんな困難があろうとも人々には文化もスポーツも必要です。それは大

震災後の神戸や山古志の例を見ても明らかです。しかし、施設建設については、しっかりした

検討と市民合意が不可欠です。私たちは一連の市当局の対応や構想を見る中で、今日、市当局

が提案している多機能アリーナ構想に反対する決意を固めました。 

 そして、今までの討論を聞いておりまして、一般的に体育施設が飽和状態、必要だという話。

それに対して多機能施設がどうかと。具体的な話が、噛み合った討論というのがなかったかと

思います。そういう点で、私は多少、具体的なお話をさせていただきますので、ぜひ細かい話

もございますが、しっかりお聞き願いたいと思います。 

 この理由について、私はまず財政問題、多機能施設の問題と、その無駄、財政難の中での優

先課題という面から討論を行いたいと思います。 

 まず、市の財政はどうであるかということです。大変、困ったことには、実は市当局は行財

政改革大綱、ここに、そのページを持ってきましたけども、将来の財政予測というページが６３ペー

ジ、６４ページにございます。このままでは、平成３０年には基金が底をつき、行政改革を行っ

ても、平成３１年には基金３７億円、これが残るが、その後も基金の減額幅が拡大していくこ

とは予測されるため、歳入歳出ともに一層大胆な改革に取り組む必要があるとしております。

すなわち現在の行革を進めても、遅くても平成３３年度には基金が底をつき、赤字団体に転落

する。だから一層、大胆な改革が必要といっているのであります。 

 現に、この行財政改革大綱に基づいて、都市計画税の課税地域の拡大、上下水道料の値上げ、

国保税の引き上げなど住民負担を増やし、市民はこれではもう暮らしていけないというところ

まで追い詰められております。支所の縮小、行政区や公民館への補助の縮小は、地域コミュニ

ティ衰退に拍車をかけております。しかし、行革大綱はこれでも足りない、これでも将来財政

は危ない、もっと大胆な改革が必要といっているのであります。 

 一方、多機能アリーナの説明ではどうかと。大変、楽観的なことを言っています。笛吹市の

財政は健全であり、将来もバランスの取れた財政が可能だといっております。まるっきり違っ

た説明をしているではないですか。言葉は悪いですけれども、私はこれは二枚舌だと感じまし

た。こんないい加減な説明、許しておいていいんでしょうか。市民も納得できないでしょう。

議会もこんな説明を認めるわけにはいかないと思います。そして、私よりむしろ多機能アリー

ナ賛成の議員の皆さんこそ、その造ることに対する責任を自覚して、将来財政の問題、一体どっ

ちなんだと、はっきりさせる責任があるのではないでしょうか。残念ながら賛成議員からは、
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そういう責任ある対応というのは、まったく聞かれません。 

 次に多機能アリーナ構想が、いかに矛盾した無駄なものか述べたいと思います。 

 多機能といえば、一見、同じ場所、同じ予算でいろいろなことがやられて便利、節約になる

という印象を与えます。しかし、これはまったく違います。問題だらけです。まず市内の行事

で、今、２千席規模の施設を造るんだということを言っておりますが、今まで出てきたのは、

賛成派の議員からも２千席規模のものが必要だという意見は、それほど出ておりません。では、

市内の行事で２千席規模の施設が必要な行事というのはなんでしょうか。一般質問を傍聴した

市民の皆さんは、覚えていらっしゃると思います。亀山議員の一般質問の関連質問で、私は消

防団出初め式など、体育館が好ましい行事ではなく、本当に２千人規模の多機能施設が必要な

市内行事は何か、例を挙げてくださいと質問いたしました。当局は１つの例も挙げられず、調

査費可決後ということでしょうが、建設委員会で検討していただくことになるという答弁でご

ざいました。建物の構想を４案示し、調査費を計上しておきながら、どういう行事のために必

要なのか、１つも答えられない、無責任にもほどがあるんではないでしょうか。 

 検討委員会の資料では、使用例として先ほど出ました、消防団出初め式から文化祭展示まで

書かれておりました。しかし、これらは移動座席や特別な音響、照明設備など必要がなく、む

しろ邪魔であり、普通の体育館で十分な行事でございます。全国規模の会議を誘致して、観光

などの活性化に、拠点にしたいという声もございます。そこで示された全国会議の例、それは

都道府県持ち回りで、山梨県の当番年でも笛吹市での開催とは限らず、１００数十年か２００年

に１回まわってくるというものです。 

 ２千席規模の多機能施設が必要な市内の行事はゼロ、全国会議、その他を含めて年数回の利

用の見通しも持てないのが現状です。 
 そして、もう１つ。市民が使いたいという問題でございますが、２千席規模の多機能施設、

こんな広い施設、市民誰が、どの文化団体が使えますでしょうか。使えません。さらに大型多

機能施設の建設費と維持のために、各地域の文化施設の統廃合、活動補助費の削減も取り沙汰

されておりますが、これは文化振興どころか文化活動を後退させるものではないでしょうか。 
 次に多機能施設、これは本当に中途半端な施設になってしまうということです。身近でよい

音楽を聞けるホールがほしいと言っていた音楽関係者は、多機能アリーナだったらいらない。

スコレーセンターがよい例で、音が悪すぎる。場所によっては、音が本当に聞こえない。こう

いっておりました。多機能施設は、よっぽど莫大な費用をかけない限り、中途半端な施設にな

らざるを得ないのであります。こうした中途半端な施設、バンドも劇団も、市が全額負担して

呼べば来るかもしれません。しかし、自前で会場使用料や公演費用を払ってくることは期待薄

ではないでしょうか。 
 笛吹市から１０分から１５分圏内に小瀬の武道館や甲府市民ホール、アイメッセなど類似施

設があります。例えばアイメッセ、全面使用の稼働率は３０％そこそこで、財政的に大変だと

いうことです。どこも維持していくのに四苦八苦しているのであります。 
 ３つ目に、多機能にするためには莫大な費用がかかるということです。会議や演奏会、演劇

には高度な防音、音響、照明、空調、舞台、楽屋、準備室などが必要になります。すなわち建

物の設備も、体育館とはまったく違ったものが必要になります。当局は建設費が体育施設なら

いくら、多機能アリーナならいくらという数字は出しておりません。しかし、全国の例を見ま

すと、多機能にするためには１５億円から２０億円余分にかかります。私、計算してみました。
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２千人規模の多機能施設でなければできない催しが、年にたとえ１５回あったとしても、それ

で４０年間使用して、そして多機能にするための建設費増加分を１５億円、運営費増加分を年

４千万円とすると、多機能施設利用のための建設費、維持管理費は１利用日当たり５００万円

を、ゆうに超えることになります。 
 市長は常々、費用対効果を強調します。これほど費用対効果が悪いものはないのではないで

しょうか。こんな計画、こんなお金の使い方をされたら、市民はたまったものではありません。

厳しい財政のもとでは、何が優先課題かということであります。私は今年の夏の暑さ、小中学

校の教室は３７度、３８度にもなりました。何人も各教室から保健室に運び込まれております。

全教室の烈暑、猛烈な暑さ対策が、まず 優先課題だと私は考えます。 
 また、現在でも特別養護老人ホーム待機者が５５０人、このままでは行き場のない要介護者

が一層増えることが予想されます。特養をはじめとする介護基盤整備が急務です。石和のマン

モス中学校、この解消のために中学校の新設と改築、必要ではないでしょうか。失業対策、貧

困対策が必要です。農業をはじめ地域産業振興策、後継者対策の一層の強化が必要です。疲弊

したコミュニティ機能の回復、そのために支所機能の充実や公民館活動の新たな再構築が急が

れます。市民が笛吹市は温かい市だ、市民一人ひとり、地域一つひとつを大事にしてくれるま

ちだと、こう信頼を寄せる笛吹市をつくっていくことが必要ではないでしょうか。そして限界

を超えている住民負担、これ以上、市民負担を増やしてはいけない。これらが厳しい財政が見

込まれる中で、 優先課題ではないでしょうか。 
 以上のことを申し上げまして、多機能アリーナ建設の調査費を計上した補正予算原案に反対

し、その調査費を削除する修正案に賛成する討論といたしたいと思います。 
 どうぞ皆さん、よろしくお願いいたします。 

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。 

 続きまして、反対討論を許します。 

 １７番、小林始君。 

〇１７番議員（小林始君） 

 ただいま、議長の許可をいただきましたので、平成２２年度笛吹市一般会計補正予算（第３号）

に対する修正案に反対の討論を行います。 

 修正案に賛成の議員の意見の中で、多くの市民が反対の中という言葉をよく伺いますが、こ

のことについて、私なりの見解を申し述べます。 

 昨今の社会情勢、経済情勢は先行き不透明の感を否めず、こうした中での多機能アリーナ構

想など、現在の生活課題に直結しないと思われるようなインフラ整備に対し、多くの市民の皆

さんが施設はほしいが、将来の財政に不安がある、まだ優先順位が低い、時期尚早であるとの

考えを持つことは当然のことであるというふうに受け止めております。 

 しかしながら、荻野市長がその市政運営の基本として掲げているのは、行政経営、地域経営

であり、その観点からすると、多機能アリーナの果たす役割、交流拠点は将来の笛吹市にとっ

て必要不可欠であるものと考えております。 

 合併して６年を数える本市でありますが、まだまだ旧町村間の垣根は高く、市民の中には合

併しなければよかった、笛吹市は旧町村の連合体に過ぎないというような声も耳にすることが
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よくあります。このことからすると、まだ笛吹市が７万２千人の自治体としての体をなしてい

ないというものであり、行政も議会もこのことを真剣に考え、笛吹市の一体感の確立を急がな

くてはなりません。 

 すでに総合計画や都市計画マスタープランなど、笛吹市発展の道しるべともいえる計画が策

定され、それに基づく取り組みも進められておりますが、今後さらに議会も行政もそれぞれの

役割を果たしつつ、本市の道しるべに沿ったまちづくりを推進することが、極めて重要である

と考えます。 

 今回の多機能アリーナ構想は、人づくり、健康づくり、交流づくりをコンセプトとした笛吹

市の規模に合った交流拠点施設であります。そして、旧町村意識に捉われない将来の子どもた

ちにとって、大変重要な交流拠点施設となることと思います。今、この構想に反対している市

民の皆さんも、１０年後には造っておいてよかったと感ずるに違いないと私は信じております。 

 大変、厳しい社会情勢の中、今、何をすべきかといった先見的課題に取り組むことは必要で

あり、市当局も教育や福祉、産業や経済施策に鋭意努力されておりますが、自治体経営は総合

的にバランスよく進めなければならないとも考えております。その意味では、長期的視点に立っ

た自治体経営は肝要であり、総合計画に掲げる本市の将来像の実現に向け、われわれ議会人も

今、現在に留まってばかりではいけないと考えております。 

 多機能アリーナ構想の今日に至るまでの経緯は、アンケート調査や聞き取り調査を基礎材料

として、その後の多目的施設建設検討委員会において議論が重ねられ、両論併記の報告の中、

市当局において長期的展望に基づき、建設すべきとの意思を固め、補正予算の上程になったも

のであります。 

 多くの市民の皆さんが特に心配されている本市の将来財政も、今まで市側でるる説明されて

いるとおり、行財政改革を果敢に実行し、財政健全化を堅持するというようなものであり、先

ほどからも、あたかも財政が破綻するかのような賛成討論もありましたが、建設推進する立場

の議員においても、もしそのような兆しが、傾向が少しでもあれば、このような決断は決して

行いません。 

 今後、大型施設整備構想を進める中で、どのような課題があるかというような基本的な問題

点の抽出は、市民参画の観点でも重要な部分であるので、市当局においてもあらゆる機会に市

民の声を聞く姿勢を、引き続き持ち続けていただきたいと思います。 

 いずれにいたしましても、多機能アリーナにつきましては、多くの市民のご意見の中、検討

された事実であり、その結果、将来財政を見通す中で、必要な施設として、補正予算案が上程

されたわけでありますので、修正案には反対をいたします。 

 以上です。 

〇議長（上野稔君） 

 ほかに討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 修正案に対する討論を終結します。 

 次に、原案について討論を行います。 

 まず、反対討論を許します。 

 （ な し ） 

 次に、賛成討論を許します。 
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 ２３番議員、前島敏彦君。 

〇２３番議員（前島敏彦君） 

 議案第８２号 「平成２２年度一般会計補正予算（第３号）」の原案に賛成する立場から討

論を行います。 

 今回の補正予算の骨子は、平成２１年度決算に伴う繰越金額８億７千万円、ならびに地方交

付税の身代わりとなる臨時財政対策債発行額確定による増３億５千万円など、合わせて１２億

３千万円の増が見込めたことから、当初予定していた財政調整基金および減債基金からの繰り

入れを回避するとともに、今後の大型施設等建設事業へ対応するための公共施設整備基金５億

７千万円の積み立てを行うものであります。 

 また多機能アリーナ基本設計費や安心子ども基金地域子育て創生事業、県営畑地帯総合整備

事業、新規就農農業者後継者支援事業、一宮学校給食共同調理場建設事業、小中学校教育用パ

ソコン整備事業などへの予算措置を行うものであります。 

 多機能アリーナをはじめ、その他の事業についても重要性および緊急性がうかがわれます。

事業選択には誤りがないものと判断するところであります。 

 今後も市当局にあっては、貴重な市民の血税を無駄にしないよう、行財政改革に積極的に取

り組み、歳出抑制を図りつつ、市民サービスのなお一層の向上に努めていただき、お願いしな

がら、今回の補正予算に賛成する討論といたします。 

〇議長（上野稔君） 

 ほかに討論はありますか。 
 （ な し ） 
 原案に対する討論を終結します。 
 （内藤武寛議員退場） 
 これより議案第８２号 「平成２２年度笛吹市一般会計補正予算（第３号）」に対する修正

案について、採決をいたします。 
 本案について、賛成の方の起立を求めます。 
 数を確認しますので、そのままお待ちください。 
 （ 起 立 少 数 ） 
 起立少数です。 
 よって、議案第８２号 「平成２２年度笛吹市一般会計補正予算（第３号）」についての修

正案は否決されました。 
 次に、原案について採決します。 
 原案に賛成の方は起立願います。 
 数を確認しますので、そのままお待ちください。 
 （ 起 立 多 数 ） 
 起立多数です。 
 よって、議案第８２号 「平成２２年度笛吹市一般会計補正予算（第３号）」については、

原案のとおり可決されました。 
 （内藤武寛議員入場） 
 次に、議案第１００号の討論を行います。 
 反対討論を許します。 
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 ８番、亀山和子君。 
〇８番議員（亀山和子君） 

 議案第１００号 「平成２１年度笛吹市一般会計歳入歳出決算認定」についての反対討論を

行います。 
 平成２１年度は、前年２０年秋のリーマンショックに始まった世界的大不況のもとで、日本

では大量の派遣切りや中小零細企業の倒産など、よくいうところの１００年に一度の大不況の

もとで、大変に苦しみに喘いだ１年でもありました。税務課の試算によりますと、２１年度笛

吹市民の年間総所得は、２０年度に比べて４４億円も減少したということであります。 
 そうした市民の所得減や大不況のもとでの苦しみに対して、国の緊急経済対策はおよそ６億

３千万円ありましたけども、市みずからが対策を講じることは、ほとんどなかったように思い

ます。それどころか反対に、水道料や介護保険料の値上げなど、公共料金を引き上げて市民に

は二重三重の負担を強いた１年でもありました。 
 一般会計の歳入は、２０年度に比べておよそ４億８，２００万円、１．６％の増額でありま

すけども、増えているのは市の借金である市債や国からの支出金などであります。歳入のうち

市税は２０年度に比べて、５％減額しました。特に法人税は、前年に比べて４０．２％、２億

７，３００万円も減りまして、世界的大不況のもとでの企業経営の悪化をうかがい知ることが

できます。 
 さて、反対理由の１つとして、市税の滞納問題を挙げたいと思います。 
 ２１年度の市税の不納欠損は１億２，３７２万円、収入未済額は２６億８４８万円となりま

した。そのどちらも８０％が固定資産税であります。そして料金を合わせますと、不納欠損額

は１億２，７６４万円、収入未済額は２７億円にもなっておりました。これほどの不納欠損や

収入未済額が行政運営に障害を与えないはずはありません。収税課の日ごろの努力は認めつつ

も、この大量の不納欠損、収入未済額をこのまま認定するわけにはいかないものであります。 
 ただ、滞納者に対しては訪問活動などで生活実態を十分把握しながら、実態に即した滞納対

策を望むものであります。 
 歳出について、述べたいと思います。 
 ２１年度は国保会計に対して、初めて、およそ３億１，６００万円の法定外繰出を行いまし

た。毎年、国保運営が大変になる中で、このような国保に対して、こうした措置をしたことに

対しては、おおいに評価したいと思います。 
 また父子家庭、児童育成手当の新設や私立幼稚園就園奨励費助成の増額、そして大きな市民

運動を受けて、若干の拡大が行われた子ども医療費助成など、積極的な施策もありました。こ

のことについては、敬意を表したいと思います。 
 しかし、一方ではまず第一として、相変わらず臨時職員の多用が続いております。特に図書

館司書、保育所の保育士、保育所や学校の給食調理員などは、７５％から５０％が臨時職員と

なっております。行政職においても、同じことであります。臨時職員が担っている仕事は、決

して臨時的な仕事ではありません。正規職員の置き換えに過ぎません。必要な人員は、正規職

員にするべきであり、せめて当面は雇用条件の改善、特に賃金や一時金の引き上げなどを早急

に行うべきであります。 
 ２つ目は、投票所の削減です。 
 合併時４０カ所あった投票所は１１カ所削減されて、２９カ所になりました。このあまりの
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削減は、市民の参政権の侵害にもつながります。たしかに投票所を減らせば、経費の削減には

なります。しかし、その裏で大変な不便を被っている市民もおおぜいいるはずです。主要施策

成果報告書からは、そうした市民の側からの評価は何ひとつ伝わってまいりません。 
 ３つ目は、支所の縮小です。 
 ２０年度に続いて、２１年度も各支所は２課体制の業務でありました。合併時は４課体制で

したけども、中には１課体制になった支所もあります。市民にとって、行政がますます遠くなっ

た感がいたします。支所の充実を図りながら、支所の職員と住民とが共同して、地域の活性化

のために力を尽くすことこそが、今、大事ではないでしょうか。 
 以上、不況のもとでの市みずからの経済対策の面でも、そして市民全体に奉仕すべき公務員

としての職員や臨時職員の働き方からしても、そして地域活性化にとっても、今後に大きな問

題を残した２１年度決算だったと思います。 
 以上の理由から、決算認定に対する反対討論とします。 

〇議長（上野稔君） 
 賛成討論を許します。 
 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、議案第１００号 「平成２１年度笛吹市一般会計歳入歳

出決算認定」についての賛成の立場から討論を行います。 
 平成２１年度は総合計画ふえふき協奏曲第１番 みんなで奏でる“にぎわい・やすらぎ・き

らめき”のハーモニーの策定２年目として、将来像実現に向けて、より具現化された取り組み

がなされた年でありました。市民の目線に立った市民サービスや福祉の充実においては、着実

に成果を挙げているところであり、新市に必要なインフラ基盤整備も積極的に行う一方で、行

財政改革にも熱心に取り組まれ、健全財政の維持ができたことは評価に値するところでありま

す。 
 歳入面においては、不況により市税が減収したものの、地方交付税や国庫補助金の増額もあ

り、市債や基金等の有効活用により、必要な財源確保に創意と工夫が見られているところであ

ります。 
 また事業執行にあたっては、選択と集中の考えのもと、誤りのない事業選択を行った結果、

各種主要事業やマニフェストに掲げた事業も職員一丸となって取り組み、ほとんどにおいて目

標が達成できたことは、大いに評価されるべきであります。 
 さらに国の経済対策である地域活性化・臨時交付金事業では、各種基盤整備をはじめ、プレ

ミアム商品券発行事業、新型インフルエンザ対策など多岐多方面にわたり、交付金を活用した

事業を展開し、市内の中小企業に優先的に発注するなど、地域経済の回復にも大きく貢献した

と考えております。 
 また、各自治体に公表が義務づけられました健全化法における４つの健全化判断比率は、い

ずれも早期健全化基準を下回っており、健全な財政経営を証明しているところでもあります。 
 今後も大型建設事業の推進等、財政課題も山積しておりますが、荻野市長のリーダーシップ

のもと、職員一丸となって、常に市民の目線に立ち、市民のための行政経営を行っていただき

たいと思います。 
 後に議員各位から本会議、各常任委員会で指摘の点、また提言などがさまざまありました
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が、そのことを真摯に受け止めていただき、今後の市政経営に反映していただくよう、心から

お願い申し上げ、平成２１年度決算認定に対する賛成討論といたします。 
〇議長（上野稔君） 

 ほかに討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結します。 
 議案第１００号の採決を行います。 
 本案に対する３常任委員長の報告は、認定です。 
 本案は、各常任委員長の報告のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 多 数 ） 
 起立多数です。 
 よって、議案第１００号は原案のとおり認定されました。 
 ここで、暫時休憩いたします。 
 再開は５時２５分。 

休憩  午後 ５時１６分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ５時２５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２件が提出されました。 
 お諮りします。 
 これを日程に追加し、直ちに議題にしたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、お手元に配布の議事日程のとおり、日程を追加いたします。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（上野稔君） 
   日程第４６ 議案第１２４号および日程第４７ 同意第２号を一括議題とし、提出議案に対する

要旨説明を求めます。 
 市長、荻野正直君。 

〇市長（荻野正直君） 
 本日、追加提案させていただきます議案および同意案件につきまして、概略をご説明申し上

げます。 
 まず議案第１２４号 「人権擁護委員の候補者の推薦について」。 
 網倉義久氏、神宮司昭子氏、蘒原一雄氏の３氏を推薦いたしたく、人権擁護委員法第６条第

３項の規定により、議会の意見を求めるものであります。 
 網倉氏でありますが、住所は笛吹市石和町市部１１８５番地、生年月日は昭和１９年３月

１７日。満６６歳、再任であります。 
 神宮司氏でありますが、住所は笛吹市石和町松本３２８番地、生年月日は昭和１１年８月
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１７日。満７４歳、再任であります。 
 蘒原氏でありますが、住所は笛吹市春日居町鎮目８８４番地、生年月日は昭和２３年１月

３０日。満６２歳、新任となります。 
 次に同意第２号 「笛吹市監査委員の選任について」であります。 
 古屋眞彦氏を選任いたしたく、地方自治法第１９６条第１項の規定により、議会の同意をお

願いするものであります。 
 住所は笛吹市一宮町一ノ宮１６３６番地、生年月日は昭和１７年２月２日。満６８歳であり

ます。 
 職歴でありますが、昭和４１年に株式会社 山梨中央銀行に入行し、平成１５年、同行常務

取締役就任、平成１７年に同職を退任され、現在は果樹園を経営なされながら、笛吹警察署協

議会委員の職に就いておられます。 
 就任の日につきましては、平成２２年１０月１日を予定しており、任期につきましては、就

任の日から４年間となります。 
 よろしくご審議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１２４号を議題とし、質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑を終結します。 
 お諮りします。 
 ただいま、議題となっております議案第１２４号は、会議規則第３６条第３項の規定により

委員会付託を省略したいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第１２４号は委員会への付託を省略することに決定いたしました。 
 議案第１２４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１２４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１２４号は原案のとおり承認することに決しました。 
 続いて同意第２号を議題とし、質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑を終結します。 
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 お諮りします。 
 ただいま、議題となっています同意第２号は、会議規則第３６条第３項の規定により、委員

会付託を省略したいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、同意第２号は委員会への付託を省略することに決定しました。 
 同意第２号の討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結します。 
 同意第２号の採決を行います。 
 本案は、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 全 員 ） 
 起立全員です。 
 よって、同意第２号は原案のとおり同意することに決しました。 
 なお、ただいま同意されました件について、古屋新監査委員から議場での発言の申し出があ

りますので、これを許可したいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 古屋君の入場を許します。 
 （ 入 場 ） 
 古屋君の発言を許します。 
 古屋眞彦君。 

〇監査委員（古屋眞彦君） 
 先生方、大変お疲れのところ、申し訳ございません。一言ごあいさつをさせていただきます。 
 笛吹市の監査委員に選任いただきました、古屋眞彦でございます。 
 笛吹市の監査の基本方針であります適法性と妥当性、効率性に留意いたしまして、職務に精

励する所存でございます。どうか、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。 
〇議長（上野稔君） 

 古屋君の退場を求めます。 
 （ 退 場 ） 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（上野稔君） 
   日程第４８ 「閉会中の継続審査について」を議題といたします。 

 各常任委員長、議会運営委員長およびリニア対策特別委員長より、閉会中の継続審査の件が

提出されております。 
 お諮りします。 
 本件についてはお手元に配布のとおり、閉会中の継続審査とすることにご異議ありませんか。 



 １９３

 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、本件については各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査と決しました。 
 以上で、本定例会に付議された案件は、すべて終了いたしました。 
 市長より閉会に際し、あいさつの申し出がありますので、これを許します。 
 市長、荻野正直君。 

〇市長（荻野正直君） 
 閉会にあたりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 
 本定例市議会は９月３日から本日まで、２０日間に及ぶ日程で開催されました。正副議長様

をはじめ、議員各位におかれましては本会議ならびに各委員会を通じ、慎重かつ熱心なご審議

に努めていただき、誠にありがとうございました。 
 また、上程いたしました提出案件のすべてにつきまして、原案のとおりご議決・ご承認を賜

り、厚く御礼を申し上げます。 
 特に多機能アリーナ建設検討事業につきましては、９月９日に御坂町成田、下成田、国衙の

３区長より建設候補地としての要望書をいただいたところでもあり、本市の人づくり、健康づ

くり、交流づくりの拠点施設として、合併特例債期間中の完成を目指し、整備を進めてまいり

ます。 
 今後、建設委員会を設置し、施設内容や規模、運営に関する事項等を協議していただくとと

もに業者選定および基本設計に着手してまいりたいと考えております。議員各位のご理解をよ

ろしくお願い申し上げます。 
 さて、国におきましては、先の民主党代表選挙において、菅直人首相が再選され、引き続き

政権を担うべく、菅改造内閣が発足いたしました。約３カ月間の暫定的な政権運営から本格政

権への意向により、財政再建など政策課題に対する遅延がない対応と安定した政権運営を切望

するところであります。 
 次に９月１０日、内閣府が発表した４月から６月期の実質ＧＤＰ成長率は、前期比で年率換

算１．５％の増となり、速報値から強めの経済指標に上方修正されました。また同日、政府が

発表した９月の月例経済報告書の基調判断では、このところの急激な円高や株安の状況をふま

え、環境の厳しさは増しているとしたものの、景気全体では引き続き、持ち直しているとの表

現で、３カ月連続の据え置きとなりました。 
 しかしながら、わが国経済は国の経済対策などによる持ち直し感はあるものの、多くの地域

で厳しい雇用情勢が続くなど、デフレ終結に向けた経済の基盤は、いまだ脆弱な状況にあると

考えられます。 
 今後も市政の舵取りを担うものとして、経済情勢を見極めつつ、時代の変化に機敏に対応す

る意思を持ち、それを果敢に実行するなど、地域活性化に積極的に取り組んでまいります。 
 次に、本市は来月１２日に市制施行６周年を迎え、その節目として記念式典を挙行いたしま

す。式典では市制功労者表彰のほか、市制６周年にあたり公職退任者の皆さま、またまちづく

りに功績のあった団体に対しまして、表彰を行います。そのほか、この１年間の笛吹市の出来

事をまとめたＤＶＤの放映や、浅川中学校ブラスバンド部による演奏披露が行われる予定であ

りますので、議員各位にも積極的にご出席をお願いいたします。 
 さて、スポーツの秋、文化・芸術の秋も本番となってまいりました。本市は第６３回山梨県
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体育祭りにおいて、前大会に引き続き市の部では総合準優勝となりました。男子ソフトテニス、

卓球、ラクビー、テニス、ゲートボールなど８種目において優勝するなど、素晴らしい成績を

収めていただきました。栄光を称えるとともに、選手、関係者の皆さまに感謝を申し上げます。 
 文化・芸術関係では、１０月下旬から１１月の下旬まで、市内各地で文化祭、芸術祭が行わ

れます。地域を結ぶ絆として、それぞれ特色を生かした文化・芸術活動の成果をご披露いただ

けるものと楽しみにしているところであります。 
 また１１月２０日、２１日の２日間は、第６回笛吹市文化祭を開催いたします。石和中学校

体育館においては、写真、絵画、書道などの作品展示が行われ、スコレーセンター集会室では

コーラス、軽音楽、舞踊などの発表が行われます。ぜひ、ご覧いただきますとともに、積極的

なご参加をお願いいたします。 
 平成２２年度も上半期を終了し、次年度の予算編成の時期が近づいてまいりました。 
 本市の行政経営方針である市民第一主義に基づき、職員一人ひとりが今、何が求められてい

るのか。市民の視点に立ち、総合計画をベースとして、それぞれの課題を注視する中で、予算

編成に着手してまいります。 
 今年は記録的な猛暑の中、９月に入ってからも厳しい残暑が続いておりましたが、彼岸を過

ぎ、朝夕めっきり涼しくなってまいりました。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３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 ５時４０分 
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会議の経過を記載して、その内容が相違ないことを証するためにここに署名する。 
 
 
 
 
 
        笛吹市議会議長 
 
 
 
 
 
 
        会議録署名議員 
 
 
 
 
 
 
        会議録署名議員 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本会議録の作成にあたった者の氏名は次のとおりである。 
 
 議会事務局長   古 屋 正 史 
 議 会 書 記   霜 村 和 也 
 議 会 書 記   金 井  久 
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