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３号）について 
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について 
日程第１９ 議案第１４４号 平成２２年度笛吹市簡易水道特別会計補正予算（第３号）

について 
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日程第２３ 議案第１４８号 市道認定について 
日程第２４ 議案第１４９号 不動産の取得について（八代雇用促進住宅） 
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所） 
日程第２８ 議案第１５３号 公の施設に係る指定管理者の指定について（大坪ふれあい

プラザ） 
日程第２９ 議案第１５４号 公の施設に係る指定管理者の指定について（春日居しずめ

ふれあいの家） 
日程第３０ 議案第１５５号 公の施設に係る指定管理者の指定について（境川地域振興

交流センター） 
日程第３１ 議案第１５６号 公の施設に係る指定管理者の指定について（春日居産地形

成促進施設） 
日程第３２ 議案第１５７号 公の施設に係る指定管理者の指定について（一宮有線テレ

ビ） 
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石和温泉駅前公園） 
日程第３６ 議案第１６１号 公の施設に係る指定管理者の指定について（御坂花鳥の里

スポーツ広場ほか関連３施設） 
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 １７番 上 野   稔 １８番 内 藤 武 寛 
 １９番 中 川 秀 哉 ２０番 渡 邉 清 美 
 ２１番 川 村 惠 子 ２２番 松 澤 隆 一 
 ２３番 前 島 敏 彦 ２４番 小 林   始 
 
 

３．欠席議員 
 

 （ な し ） 
 
 

４．会議録署名議員 
 
 １９番 中 川 秀 哉 ２０番 渡 邉 清 美 
 
 



 ８ 

 
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（１８名） 

 
 市 長 荻 野 正 直 副 市 長 望 月 健 二 
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 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２８分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小林始君） 

 ただいまの出席議員は２４名であります。 
 定足数に達しておりますので、ただいまから平成２２年笛吹市議会第４回定例会を開会いた

します。 
 開会にあたり、一言ごあいさつを申し上げます。 
 先般の２２日の臨時会におきまして、第４代議長に就任いたしました。ご案内のとおり、ま

だまだ未熟でございます。皆さま方のお力添えをいただきながら、全身全霊を傾けて笛吹市発

展のため、そして笛吹市議会発展のために働いてまいる決意でございます。どうぞ、議員の皆

さま、ならびに市民の皆さま方のご指導とご鞭撻を心からお願い申し上げます。 
 甚だ簡単ではございますけども、一言ごあいさつといたします。 
 本日、傍聴と撮影の申請があり、これを許可しましたので報告いたします。 
 傍聴人に申し上げます。 
 傍聴人は議事について可否を表明し、または騒ぎ立てることは禁止されておりますので、静

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

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

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

 会議規則第７９条の規定により 
 １９番 中川秀哉君 
 ２０番 渡邉清美君 
の両名を会議録署名議員に指名いたします。 

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

 お諮りします。 
 今定例会の会期は、本日から１２月１４日までの１２日間としたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、本定例会の会期は、本日から１２月１４日までの１２日間と決定いたしました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小林始君） 
   日程第３ 「議会関係諸般の報告」を行います。 

 報告事項を申し上げます。 
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 本日、農業委員会会長 荻野勇夫君より欠席届が提出されておりますので、報告いたします。 
 今定例会より教育委員長の交代によりまして、齊藤幸三教育委員長に説明員として出席して

いただいておりますので、ご報告をいたします。 
 次に監査委員より、平成２２年８月分から平成２２年１０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。 
 本日までに受理した請願は、お手元にお配りした請願文書表のとおり、教育厚生常任委員会

に付託いたしますので、報告いたします。 
 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（小林始君） 
   日程第４ 市長より行政報告ならびに日程第５ 議案第１３０号から日程第３６ 議案第１６１号

までの３２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４回定例会の開会にあたり、提出いたしました案件に

つきまして、その概要をご説明申し上げるとともに、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。 
 市議会におかれましては、１１月２２日に開催されました臨時議会におきまして、新たな体

制が整えられ、就任されました小林始議長、ならびに渡邉清美副議長をはじめ議員各位には、

ますますのご活躍をご期待申し上げます。 
 さて１１月２６日、国におきましては、円高・デフレ対応のための緊急経済対策を盛り込ん

だ、平成２２年度一般会計補正予算が成立いたしました。今回の緊急経済対策は、地域活性化

や中小企業対策、子育て・医療・介護・福祉の強化、新成長戦略の推進、雇用・人材育成など

が主な内容となっております。政府は、これらの対策により今後１年間のＧＤＰを０．６％程

度、押し上げることとしております。 
 本市におきましても、きめ細かな交付金および住民生活に光を注ぐ交付金など、活用できる

財源につきまして、積極的な活用を図ってまいります。 
 次に、現在、本市で進めております大型施設整備事業につきまして、現在の状況のご報告を

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。 
 駅前広場と国道１４０号までのアクセスにつきましては、実施設計策定の業務を進めながら、

用地および補償に関する調査を実施しております。また、駅舎および南北自由通路につきまし

ては、ＪＲ東日本と本年９月に基本協定を締結し、１１月には基本設計協定を締結いたしまし

た。 
 今後もＪＲ東日本や関係者等と協議を進め、事業を推進してまいります。 
 次に、バイオマスセンター建設事業についてであります。 
 本年９月および１０月に、建設予定地区であります石和町砂原区、ならびに隣接区でありま
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す八代町増田区におきまして、事業概要のご説明をさせていただきました。 
 今後も協議を重ね、平成２６年度の完成を目指して事業を推進してまいります。 
 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。 
 本年９月から１１月にかけまして、石和町砂原区、八代町増田区および境川町大坪区におき

まして、説明会を実施いたしました。 
 今後、国土交通省と路線の詳細なルートの協議が整いしだい、道路の詳細設計ならびに用地

測量業務に着手してまいります。 
 次に、多機能アリーナ建設事業についてであります。 
 多機能アリーナの施設規模や内容、運営の方法などをご協議いただく多機能アリーナ建設委

員会と併せて、成田区等、関係行政区での説明会を開催いたしました。建設予定地につきまし

ては、県立博物館の周辺エリアから絞り込みを行い、地元関係者および委員会にもご了承をい

ただいております。 
 今後、建設委員会のご意見をいただく中で、基本設計業務に着手し、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、早期実現に向け努力してまいります。 
 次に、ふるさと公園周辺整備事業についてであります。 
 本年１０月に地元の皆さま方に事業概要をご説明申し上げ、現在は、実施設計および事業認

定の作業を進めております。 
 今後は不動産鑑定や用地、補償に関する調査を進め、早期公園整備に向け、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、主な事業のご説明をさせていただ

きます。 
 はじめに、市制施行６周年記念式典についてであります。 
 １０月１２日にスコレーセンターにおいて開催し、功績者表彰ならびにこれまで市政運営に

ご尽力を賜りました皆さま方に感謝状を贈呈いたしました。 
 また昨年、甲斐国千年の都・笛吹市宣言をしました本市と、開館５周年を迎えました県立博

物館との間で、相互の発展と活性化に資することができますよう、学校教育、生涯学習、文化

振興、観光振興など多方面における連携を目的とした協定を締結いたしました。 
 今後は学校の授業、校外学習における博物館の活用や博物館職員における出張講座、観光関

係者による博物館研修など、幅広い連携を図ってまいります。 
 次に、市営バス運行事業についてであります。 
 交通弱者の移動手段を確保するため、利用者からの予約がある場合にのみ、その予約に応じ

て経路や停留所を調整して運行するデマンドバスの実証運行を、１０月１日から開始いたしま

した。実証運行は、御坂町若宮を基点として、笛吹市役所などを経由して石和温泉駅に至る地

域をモデル地区として運行しております。 
 また、富士急山梨バスで運行しております、富士吉田駅と河口湖大石ペンション村をつなぐ

路線が若彦トンネルを経由し、上芦川農産物直売所まで延伸され、１２月１日から平日６便が

運行開始となりました。 
 上芦川バス停で、市営芦川バスから乗り換えが必要となりますが、河口湖を経由し石和温泉

駅と富士吉田駅をつなぐ、新たなバス路線として期待しているところであります。 
 次に、観光振興についてであります。 



 １２ 

 秋からの観光宣伝活動では、半年先を見据えた本市への誘客活動に重点を置き、東京・大阪・

名古屋地区において、トップセールスを実施いたしました。旅行エージェント２７社を訪問し、

電子データ等も活用しながら、本市の魅力を十分にアピールした結果、さらなる送客につなが

る内容のお話をいただくことができました。 
 また、笛吹市ワイン会とも協力しながら、笛吹市特産のヌーボー等の販売促進活動を行い、

多くの商談がまとまるなど、物産の売り込みについても積極的に展開しているところでありま

す。 
 今後もトップセールス等を継続的に実施することにより、笛吹市の魅力を発信し、誘客の促

進を図ってまいります。 
 次に、観光振興アクションプラン策定業務についてであります。 
 昨年策定いたしました笛吹市観光ビジョンを基本に、その具体的活動が伴う施策を明確にす

るため、特に観光に関わる市民の皆さまや専門家の皆さまを策定委員会委員にご委嘱させてい

ただき、プランの原案を検討していただいているところであります。 
 今後、市民ミーティング、パプリックコメント等を行い、広く市民の皆さまのご意見をいた

だきながら、すぐに行動に移すことのできる、市民と行政が協働でつくり上げた計画として、

年度内の完成を目指してまいります。 
 次に、就職ガイダンスについてであります。 
 １０月２６日、市内２７社の企業と一般、学生を合わせ１３５名の求職者の方々のご参加を

いただき、笛吹市として２回目の就職ガイダンスを開催いたしました。９月の県内有効求人倍

率が０．６５倍と厳しい雇用情勢の中、雇用対策の一環として、甲府公共職業安定所をはじめ、

山梨労働局、山梨県労政雇用課にご指導をいただき、商工会とともに実施したものであります。 
 専門家による就職相談会も同時に実施いたしております。この就職ガイダンスが市内の企業

の人材確保と、市民の就業機会の促進につながるものと期待しております。 
 次に、ごみ減量化への取り組みについてであります。 
 可燃ごみ５３％減量を目指した取り組みによりミックスペーパー、その他プラスチック類な

どの資源ごみ分別排出につきましては、現時点において前年比４％増の成果となっており、可

燃ごみの減量率については、基準年対比２９％の減量で、減量率は横ばいの状況であります。 
 今後さらなる推進策として、継続的に行ってまいります行政区やアパート、マンションにお

住まいの皆さまを対象とした分別説明会と、市内大型スーパー８カ所における分別推進キャン

ペーン等により、市民一人ひとりが「ごみは出さない・つくらない」という意識と行動に結び

つくよう、積極的な啓発活動に取り組んでまいります。 
 次に、笛吹市環境基本計画についてであります。 
 現在の策定状況につきましては、環境の現状と課題、さらに望ましい将来像や目標について、

市民ワークショップの委員や環境審議委員の皆さまから、ご意見を伺っているところでありま

す。 
 今後、各委員の皆様から寄せられた意見のとりまとめを行い、目指す環境像による重点施策

や環境パートナーシップ事業の取り組みについて具体的な行動計画を示し、環境にやさしいま

ちづくりの基本計画を策定してまいります。 
 次に、障がい者福祉についてであります。 
 この１２月から重度の身体障がいをお持ちの方の生活を支援するため、身体障がい者訪問入
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浴サービス事業を開始することといたしました。この事業は、デイサービス等での入浴が困難

な障がいをお持ちの方のご自宅を訪問し、ベッドの脇に浴槽を持ち込んで入浴を行うものであ

ります。 
 今後も障がい者やご家族のニーズを把握しながら、障がい者の皆さまの自立支援に向けた取

り組みを進めてまいります。 
 次に、介護予防についてであります。 
 介護について理解を深める日として、一昨年から１１月１１日が介護の日として制定されて

おります。これに併せて、１１月１２日に認知症・介護予防講演会を開催いたしました。公益

社団法人「認知症の人と家族の会」全国本部副代表理事の杉山孝博先生を講師にお招きし、お

おぜいの市民の皆さまに、認知症に対する理解を深めていただきました。 
 次に、介護保険についてであります。 
 介護が必要となったときでも住み慣れた自宅で安心して暮らしていただけるよう、住宅改修

や福祉用具の購入につきまして、受領委任払い制度を来年１月から実施いたします。 
 利用者がいったん、全額を業者に支払うことによる資金面の負担を軽減し、利用者に代わっ

て保険給付費から支払うもので、制度の利用促進が図られるものと期待いたしております。 
 次に、国民健康保険および後期高齢者医療についてであります。 
 本年度の国民健康保険の医療費の状況は、昨年度の上昇率４．４６％と比較し、ほぼ同じ状

況で推移いたしております。 
 今後も継続して、疾病の重症化予防への対応と保健師による指導事業に積極的に取り組んで

まいります。 
 また、徴収については、臨時の徴収員４名を配置し、体制の強化を図る中で、現年度分を中

心に未納者への訪問徴収を行うとともに、生活実態調査を実施してまいりました。 
 今後は調査結果に基づいた、きめ細やかな納付相談も行いながら、収納率の向上を図ってま

いります。 
 次に、教育関連施設の整備状況についてであります。 
 一宮中学校改築耐震補強工事につきましては、国の学校施設の耐震化事業の前倒しに伴い、

本体工事関係の補正予算案を本議会に提出させていただいたところであります。一宮学校給食

センターにつきましては、本体の基礎工事および鉄骨の組み立てがほぼ終了し、平成２３年２学

期からの稼動に向けて、順調に進捗をいたしております。 
 また、太陽光発電システム設置工事につきましては、市内小中学校１８校に施工中であり、

全体的には約８０％の進捗状況で、早いところではパネルやモニター、学習システムなどが設

置され、まもなく発電が可能となる状況であります。 
 次に、小学生・中学生俳句会についてであります。 
 子どもたちの心豊かな成長と、地域を大切にする心を育むことを目的に始まった小学生・中

学生俳句会は今年で１４回を数え、１１月２８日に境川総合会館で表彰式を行いました。 
 今年は昨年を上回る３７の都道府県をはじめ、カンボジア、スリランカなど国内外５０１校、

３万３，４９４句もの投句をいただきました。市内からは、全小・中学校から４，１７９句の

投句があり、素直で感受性豊かな小中学生の作品に深い感銘を受けたところであります。 
 今後も、笛吹市の風土が生んだ伝統文化である俳句を、なお一層、児童生徒が親しみ、経験

できるきっかけづくりの場として、関係各位のご協力をいただき、さらに充実できますよう努
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力してまいります。 
 次に、スコレー大学についてであります。 
 いつでも、どこでも、誰でも学べる環境づくりを目標に、好評をいただいている市民講座ス

コレー大学では、第１学期の３０講座に６７２名のご参加をいただきました。現在、開講中の

第２学期は、４０講座に７５０名のご参加をいただいており、引き続き第３学期に向けて４０講

座の生徒募集を行い、来年１月からの開講に向けて準備を進めているところであります。 
 今後も市民の皆さまが生涯にわたり、自由にみずからテーマを選び、興味・関心があること

を必要なときに学ぶ、生涯学習のきっかけとなるよう期待し、市民講座スコレー大学や各地区

の特色を踏まえた地区講座等を提供してまいります。 
 次に、協働のまちづくりの推進についてであります。 
 市民と行政との協働事業の実現と新しい公共づくりを目指し、市民活動の活性化、地域づく

り支援に取り組んでおります。地域振興基金の運用益を活用した地域振興促進事業および市民

ボランティア・ＮＰＯ法人助成事業につきましては、本年度は２７団体に６７７万円の交付を

行いました。 
 なお、平成２３年度助成事業の第１次募集については、来年１月を予定いたしております。

より多くの皆さまにご利用いただけるよう、さらにＰＲを行ってまいります。 
 また、新たな地域づくり支援事業として、境川地区を対象に地域づくり座談会を開催し、多

くの住民の皆さまにご参加をいただきました。 
 今後も主体的に地域の課題や魅力について話し合い、個性的で特色あるまちづくりをサポー

トするため、各地域での開催を検討してまいります。 
 次に、笛吹子ども議会についてであります。 
 笛吹子ども議会は、本市の将来を担う子どもたちの視点で捉えた豊かな発想や提案を市政に

反映させることを目的として、平成１７年度から毎年開催しております。 
 今年度は「“にぎわい・やすらぎ・きらめき”のハーモニー実現に向けて～私たちの夢と希望

を運ぶまち～」をテーマに、１１月９日に市内の６小中学校の児童生徒の代表２４名のご参加

をいただき、開催いたしました。 
 それぞれの学校からご質問とご提案をいただきましたので、今後のまちづくりの参考とさせ

ていただきたいと考えております。 
 次に、住基カード普及促進への取り組みについてであります。 
 １０月を普及促進強化月間と位置づけ、ＪＡふえふきのご協力をいただく中での啓発活動や

取得しやすい環境づくりとして、日曜窓口において住基カードの即日交付業務を行いました。

また、県市町村課の住基カード普及拡大事業による本庁来庁者への勧誘についても、来年３月

までの予定で実施いたしております。これらの取り組みにより、１１月３０日現在の総交付枚

数は１万５，１７９枚、交付率は２１．２７％と県内第１位の普及状況となっております。 
 なお、３月から実施予定の住民票等のコンビニ交付に伴い、３カ所の図書館に設置しており

ます交付機を各支所に移動するための補正予算を上程させていただいたところであります。 
 今後もあらゆる機会を通じ、市民の皆さまへ住基カードの利便性をお知らせしながら、一層

の普及促進に努めてまいります。 
 次に、指定管理者制度の導入についてであります。 
 本年度で指定期間が終了することに伴い、再募集を行った５施設を含め、公募施設７施設、
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公募を行わない施設９施設について、検討を重ねてまいりました。 
 公募施設については６団体からの応募があり、選定委員会で審査を行った結果、御坂花鳥の

里スポーツ公園、八代御所保育所など計７施設について、３団体を指定管理者候補者として内

定いたしました。 
 また、境川地域振興交流センター、春日居産地形成促進施設などの９施設については、公募

によらず３行政区ほか、６団体が指定管理者候補者として内定いたしました。 
 現在、これらの１６施設について、市と指定管理者候補者との間で仮協定を行っております。

本定例会に上程いたしました指定管理者の指定について、ご議決をいただいたあとには、平成

２３年度から指定管理者を導入し、市民サービスの向上につなげてまいります。 
 次に、平成２３年４月の市職員採用についてであります。 
 募集した職種は、一般行政職と保育士、保健師の３職種です。そのうち一般行政職では、昨

年度に続き、自己アピール枠と障がい者枠を別枠で設定いたしました。 
 今年度は１次試験にグループ討議を取り入れ、公務員としての適性を判断することといたし

ました。１次試験は９月１９日に実施し、一般行政職に８０名、保育士１３名、保健師６名の

合計９９名が受験し、１０月８日に、１次合格者１５名を発表いたしました。１０月２０日の

２次試験を経て、１１月１６日に最終合格者１０名を発表いたしましたが、その内訳は、一般

行政職７名、保育士１名、保健師２名でありました。 
 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８件、補正予算案９件、指定管理者の指定案件１２件な

ど、合わせて３２案件であります。 
 主なものにつきまして、概略のご説明を申し上げます。 
 はじめに条例案について、ご説明を申し上げます。 
 まず、笛吹市職員の自己啓発休業に関する条例の制定についてであります。 
 地方公務員法の規定に基づき、職員の自己啓発および国際協力の機会を提供することを目的

として、職員の自発的な大学等の課程の履修、または国際貢献を可能とするための休業制度を

創設するため、条例の制定を行うものであります。 
 次に、笛吹市定住促進住宅条例の制定についてであります。 
 現在、八代地内にある雇用促進住宅を買い取り、市の住宅として平成２３年４月より運用開

始するため、条例の制定を行うものであります。 
 次に、笛吹市乳幼児医療費助成金支給条例等の一部改正についてであります。 
 平成２３年４月より、笛吹市子どもすこやか医療費助成金支給条例として、医療費助成の対

象年齢を就学前から小学校６年生まで拡大することに伴い、所要の改正を行うものであります。 
 次に、笛吹市簡易水道事業の設置等に関する条例および笛吹市簡易水道事業給水条例の一部

改正についてであります。 
 芦川町を除く一宮・春日居・境川地区の簡易水道事業が、平成２３年度から公営企業法適用

の上水道事業に移行することに伴い、所要の改正を行うものであります。 
 次に、笛吹市住民基本台帳カード利用条例等の一部改正についてであります。 
 住民基本台帳カードを利用してコンビニ施設での住民票、印鑑証明書を交付するサービスを

提供することに伴い、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５号）でありますが、歳入歳出それぞれ１０億１，

８００万円を追加し、総額を３１７億６千万円とさせていただくものであります。 
 なお、今回ご提案いたします補正予算につきましては、歳入においては、国の第一次補正に

よる公立学校施設整備費補助金および道整備交付金など国庫補助金の増額、歳出においては一

宮中学校改築耐震補強改修事業、ならびに市道石和１３号線砂原橋架け替え事業などの道整備

交付金事業の増額を中心に編成されたものであります。 
 まず、歳入の主なものにつきましては、国庫支出金は公立学校施設整備費補助金、道整備交

付金など３億１千万円を追加するものであり、県支出金は障害者自立支援給付費負担金など７，

１００万円を減額し、市債は合併特例債７億４，９００万円を追加するものであります。 
 次に、歳出の主なものにつきましては障害者自立支援給付事業６，２００万円、子ども手当

支給事業３億８千万円、生活保護費支給事業７，６００万円、県営畑地帯総合整備事業７，

６００万円、道整備交付金事業１億２，６００万円、学校指導要領整備事業２，６００万円、

一宮中学校改築耐震補強改修事業７億５００万円などであります。 
 次に、特別会計の補正予算案であります。 
 国民健康保険特別会計、介護保険特別会計、介護サービス特別会計、後期高齢者医療特別会

計、公共下水道特別会計、簡易水道特別会計の６会計につきましては、合計で９，７００万円

の増額をお願いするものであります。 
 次に、公営企業会計の補正予算案であります。 
 笛吹市水道事業会計では、収益的収入及び支出において、１，６００万円をそれぞれ増額し、

総額を１１億１，２００万円に、資本的収入において８千万円を減額し９億５千万円に、資本

的支出においては１億５，２００万円を減額し、１３億７００万円とするものであります。 
 春日居地区温泉給湯事業会計では、収益的収入及び支出において５０万円をそれぞれ増額し、

総額を６，５００万円とするものであります。 
 次に、公の施設に係る指定管理者の指定であります。 
 新規導入２施設、指定期間満了に伴う再公募５施設、非公募９施設の合計１６施設について、

平成２３年４月以降の指定管理団体を指定するものであります。これらの施設については、公

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

定に基づいて、平成２３年度以降の管理を行わせるため、地方自治法第２４４条の２第６項の

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

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

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

きます。 
〇議長（小林始君） 

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

ことになっておりますので、大綱的質疑に留めたいと思います。 
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 それでは、これより大綱質疑の発言を許します。 
 （ な し ） 
 質疑を終結します。 
 ただいま、議題となっております議案第１３０号から議案第１６１号までの３２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。 
 大変、ご苦労さまでした。 

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

散会  午後 ２時０６分 
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再開  午前１０時００分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小林始君） 

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

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

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

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小林始君） 
   日程第１ 議案第１６２号を議題とし、提出議案に対する要旨説明を求めます。 

 市長、荻野正直君。 
〇市長（荻野正直君） 

 本日、追加提案させていただきます議案につきまして、概略のご説明を申し上げます。 
 議案第１６２号 「契約の変更について」であります。 
 内容は、防災行政無線デジタル統合工事請負契約の変更に関わるものであります。 
 本工事につきましては、平成２１年９月８日ご議決をいただき、２１年度から２３年度の３カ

年、継続事業として進めているところでありますが、一部、設計に変更が生じましたので、契

約の変更をお願いするものであります。 
 以上、追加案件の概略とさせていただきます。 
 よろしくご審議の上、ご議決いただきますよう、お願いいたします。 

〇議長（小林始君） 
 市長の説明が終わりました。 
 この際、申し上げます。 
 ただいま、市長より要旨の説明がありました案件については、所管の常任委員会に付託する

ことになっておりますので、大綱的な質疑に留めたいと思います。 
 それでは、これより大綱質疑の発言を許します。 
 中村善次君。 

〇１１番議員（中村善次君） 
 先般、市長のほうからこの件でご説明がございましたけども、その折に作業道路の土砂崩れ、

それから岩盤が固くてアースが取れないという説明がありましたけども、この設計変更につい

ては、その部分のみの変更なのか、お聞きをしたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 梶原総務部長。 
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〇総務部長（梶原清君） 
 市長が先も説明しましたとおり、林道工事の関係ならびに中継塔の抵抗改善工事、それから

アンテナ工事の３つの工事についての、工事変更のお願いでございます。 
〇議長（小林始君） 

 中村議員、よろしいですか。 
 （「結構です。」の声） 
 そのほか、大綱質疑ありますか。 
 （ な し ） 
 質疑を終結します。 
 ただいま、議題となっております議案第１６２号については、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。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小林始君） 
   日程第２ 「一般質問」を行います。 

 今議会へは、９名から１５問の通告がありました。 
 質問は、通告順に行います。 
 質問時間については１人１０分以内とし、関連質問については申し合わせのとおり、同一会

派のみ５分です。通告者の質問がすべて終了した後となりますので、ご承知願います。 
 それでは１９番、中川秀哉君。 

〇１９番議員（中川秀哉君） 
 おはようございます。公明党の中川秀哉でございます。 
 ただいま、議長の許可をいただきまして、通告に従い、これより一般質問をさせていただき

ます。 
 今回、定例会で質問をするのは、姉妹都市･友好都市交流事業に対する助成金交付を求める

でございます。 
 近年、先進自治体では国内外の姉妹都市･友好都市向けに、姉妹都市交流事業に対して独自の

助成金交付の要綱を設け、交流を推進しています。笛吹市も姉妹都市との交流事業に対する、

これらの助成金交付を求めるため、以下の件につきまして、市当局に質問いたします。 
 はじめに１番目、笛吹市と提携を結んでいる国内外の姉妹都市のうち、本年まで継続してい

る交流事業はどのくらいあるのか、市当局の見解を伺います。 
 ２番目といたしまして、姉妹都市である佐渡市では、平成２１年４月より佐渡市姉妹都市等

交流事業補助金交付要綱を施行し、提携する姉妹都市等との友好関係の発展に寄与するため、

市民団体が積極的に行う姉妹都市等との交流事業の取り組みに対し、予算の範囲内において補

助金を交付するとしております。まず、本市も独自に助成金交付の要綱を設けて、国内外の姉

妹都市･友好都市との双方交流を推進すべきと思いますが、市当局の見解をお伺いいたします。 
 ３番目といたしまして、さらに先進地の西東京市や国分寺市など、平成２２年度より姉妹都

市･友好都市との交流を深めるために、それぞれの宿泊施設と契約して、市民が施設を利用する

際に宿泊料金の一部を助成しております。また山梨県の甲斐市では、市民向けに指定された市

民保養所、海の家や山の家等の宿泊施設、休憩所、またシャワー室など、利用料金の一部を助

成して市民に喜ばれていると聞いています。本市もぜひ、早ければ来年度より、このような事
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例をもとにする中で実施するよう求めますが、市当局の見解を伺います。 
〇議長（小林始君） 

 当局の答弁を求めます。 
 池田経営政策部長。 

〇経営政策部長（池田聖仁君） 
 中川秀哉議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに、国内外の姉妹都市との交流事業の状況について、お答えいたします。 
 まず、国際交流事業の状況であります。 
 現在、ドイツのバート・メルゲントハイム市、フランスのニュイ・サン・ジョルジュ市、な

らびに中国の肥城市の３市と交流を継続しております。笛吹市として合併以後、平成１８年７月

には、肥城市との間で友好交流に関する備忘録に署名。平成１９年１０月には、バート市との

間で友好交流約定書に署名を行いました。ニュイ市も含め、３市との間で、これまでの友好交

流の継続と市民レベルでの交流を促進していくことなどが確認されている状況であります。 
 次に、国内交流事業の状況であります。 
 合併以前、千葉県館山市、千葉県一宮町、静岡県由比町、新潟県中条町、現在の胎内市でご

ざいます。新潟県佐渡市、山梨県富士河口湖町の２市４町との間で交流が行われており、合併

時、それぞれの交流については、友好関係継続の方向で新市に引き継ぐこととされました。 
 笛吹市として合併以後、千葉県館山市と平成１９年７月に、新潟県胎内市とは平成２０年８月

に、災害時における相互応援協定を締結いたしました。しかしながら、静岡県由比町について

は、平成２０年１１月の静岡市との合併を機に、行政レベルでの交流継続は困難であるとの報

告を受けました。現在も形態はさまざまでありますが、それぞれの実情に合った交流を継続し

ているところであります。 
 続きまして、独自の助成金交付要綱による双方交流の推進と宿泊施設などの利用料金の一部

助成について、併せてお答えいたします。 
 交流事業については、第一次笛吹市総合計画の実り多い産業と人々の集うまちづくりに位置

づけられ、多くの市民がさまざまな交流の機会を持てるような環境づくりを進めることとして

おります。交流事業は、お互いの市の親睦関係を構築し、これを市民レベルまで波及していく

ことが目的であり、行政においては産業や観光、文化、教育等の分野における市民の自発的な

交流に発展していくよう、さまざまな角度から支援していくことが必要であります。 
 今後の国際・国内交流事業につきましては、議員よりご紹介のありました事例等を十分に研

究し、現在の交流先の意向も確認する中で検討してまいります。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 再質問を許します。 
 １９番、中川秀哉君。 

〇１９番議員（中川秀哉君） 
 ありがとうございました。 
 この姉妹都市・友好都市の状況としまして、先ほどもお話をさせていただきました西東京市

の例を申し上げますと、山梨県の旧須玉町、今の北杜市でございますが、平成１３年に姉妹都

市を提携しておりました。現在、他の姉妹都市とともに、ホームページ上に、その土地土地の
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状況を写真付きで紹介するなど、多種多様に紹介をして、さらにこの宿泊施設の助成事業を実

施しておる状況でございます。この中で、この利用方法といたしまして、この助成金の支給に

あたり、要綱の中に市内在住の住民基本台帳法、または外国人登録法により、住民基本台帳に

登録され、または外国人登録原票に登録されている方が対象とされております。現在、笛吹市

では、市内に約２０％の住基カードの発行がされていると聞いてございます。今後、このよう

に住基カードのさらなる利用方法の１つといたしまして、この姉妹都市交流事業にも役立てる

よう、同制度を取り入れるべきだと考えますが、市当局のお考えを伺います。 
〇議長（小林始君） 

 池田経営政策部長。 
〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 ご意見の内容につきまして、これからも十分研究をいたし、検討をしてまいります。 
〇議長（小林始君） 

 中川秀哉君。 
〇１９番議員（中川秀哉君） 

 もう１つ、ご提案をさせていただきますと、私は去る８月３１日に笛吹市とも友好都市でご

ざいます館山市におうかがいする機会がございました。そこには、市内で約１３の施設のホテ

ル、旅館が企画した南総館山発見膳というものの発表会がございました。この館山市と旧石和

町では、昭和４８年５月に姉妹都市の縁組が始まりまして、以降、両市のイベントへの参加や

各種物産の紹介、さらに昭和５６年の１０月には、館山市から第１回の市民号が石和温泉と昇

仙峡への旅として、４００名の皆さまが来県されたと聞いており、来年、数えると３０周年の

佳節を迎えるということを聞いております。さらに今後、笛吹市としましても、石和温泉では

高温泉湧出が来年の１月、５０周年の佳節を迎えるとも聞いてございます。 
 この館山市内では、今回の里見発見膳というものは、ご存じのとおり、名前から発するとお

り、南総里見八犬伝の約８つのことわざを農産物や海産物、さらに果物に例え、この種類を利

用した、同じ材料を利用した、それぞれのメニューの紹介というものがございました。これも

大変、素晴らしい状況で、この状況を全国紙でも有名な、旅の雑誌「じゃらん」にも紹介され

たと聞いてございます。 
 このように、これからも各地方のブランドも紹介するにあたり、この有効な状況をぜひ検討

していただくとともに、今、山梨県におかれましては、関東からくると、大体がもう日帰りで

お帰りになってしまうというふうに聞いてございます。この日帰りから宿泊に転じるには、も

う１つ、何かほしいんだというご要望も聞いてございます。 
 そこで、わが笛吹市といたしましては、この起爆剤の１つとして、温泉を利用した健康増進

プログラムの紹介を機に、さらに地元の季節のお料理、そして富士山をはじめ、県内の周辺の

散策ルートを含めた宿泊プラン、そういうものを紹介していくことが必要と考えます。その上

で、笛吹市といたしましても、まずホームページ等に紹介する中で、ぜひ関係機関と協議の上

で、このおもてなしのご案内を進める。さらにこの多種、国内・国外ございますけども、この

姉妹都市と双方の交流の中で助成事業の事業展開を強く望みますが、もう一度、市のご見解を

お伺いいたしたい。 
 以上です。 
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〇議長（小林始君） 
 豊角産業観光部長。 

〇産業観光部長（豊角英人君） 
 大変、貴重なご意見をいただきまして、ありがとうございます。 
 千葉県の館山とは応援協定３０年、笛吹市においては石和温泉が湧出５０年ということで、

ぜひ、こういった災害のみならず、相互の応援協定を結んでいるわけですから、誘客に結びつ

けるような観光、あるいは文化、すべてになりますが、そのへんについても協定をさらに結び

付けたいと思っております。 
 それから、私どものほうでも館山の里見発見膳、担当の者が出向いております。いろんな意

見を聞く中、また目で見させてもらう中で、笛吹市の観光に結びつけるような、いいものにつ

いては、さらに友好を深めていきたい、こんなふうにも考えております。 
 湧出５０年ですから、もう本当にもてなしの心を最大限に出すような努力も今、それぞれの

関係分野が図っておりますが、さらにこういった協定を有効な手段の１つと考えて、進めてま

いりたいと考えております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 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。 
 ぜひ前向きにご検討をいただきまして、速やかに進むことを望み、以上で質問を終わらせて

いただきます。ありがとうございました。 
〇議長（小林始君） 

 以上で、中川秀哉君の一般質問を終了いたします。 
 関連質問を許します。 
 （ な し ） 
 関連質問を終わります。 
 一般質問を続けます。 
 １６番、大久保俊雄君。 

〇１６番議員（大久保俊雄君） 
 笛政クラブの大久保でございます。以下２問、質問させていただきます。 
 まず１問目、本市における来年度予算編成に関する質問をいくつかいたします。 
 私ども地方を取り巻く経済環境を１７文字で表しますなら、「踊り場にやっと着いたら、ま

た下り」。各種、経済指標は地方においては下方修正、地域の中小零細企業および個人商店に

おいては売上高、企業収益、設備投資、雇用環境、経営意欲、すべて下向き。年が越せるか、

不安要因であります。 
 一方、今国会においては、外交、経済政策、社会保障、地域主権改革と直面する重要課題は

多いのに、今年度の補正予算に対する政策論争はなされず、まったく意味のない与野党対立が

際立ち、完全な機能不全、山積する来年度予算編成や税制改正を乗り切れるのか、不安が増幅

するだけで、テレビの国会中継を見ていて、腹が立つのは私ばかりではないでしょう。 
 その補正予算も総額５兆円強、計上されましたが、行政刷新会議の事業仕分けが迷走。その
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根底には、予算編成に関する基本的な曖昧さ、いわゆる軸のなさが原因であります。補正を含

めた予算は、国はもとより地方自治体にとっては、首長および職員の政策の集大成であります。

国の迷走、政策論争、不発ばかり非難していても始まりません。地方自治体、市としてできる

ことは、いくつもある中で、笛吹市もただいま、来年度予算編成に向けた極めて大切な時期で

あります。この予算編成が市民のニーズに最大限、応えるべく、軸のぶれない確固とした財布

の中身とお金の使い方について、議会としても熟議することが重要であることは言うまでもあ

りません。 
 笛吹市においても、来年度から従来型の部局別枠配分予算から重要案件は施策による部局横

断的な施策別枠配分方式を導入予定とのことであります。地方経済が再度下方修正され、市民

の将来不安を払拭すべく、市民ニーズの充足、地域経済の活性化に向けて、それら実現のため

にどのような確固たる軸を打ち出し、総合計画実現につなげる予算編成を行うのか。特筆すべ

きポイントと具体的方策について、まず第１問、説明を求めます。 
〇議長（小林始君） 

 当局の答弁を求めます。 
 答弁を市長、荻野正直君。 

〇市長（荻野正直君） 
 大久保俊雄議員の一般質問にお答えいたします。 
 市は市民に最も身近な行政主体として、特定の分野に偏ることなく、さまざまな施策を総合

的に展開していかなければなりません。そして、その延長線上において地域経済の活性化が図

られることが最も望ましい形であると考えております。これらのことを踏まえまして、新年度

予算編成の方針と重点施策について、お答えをいたします。 
 これまでの本市の予算編成は、各部局の主体性を高めながら、限りある財源を効率的に配分

する方式として、部局別枠配分方式による予算編成を行ってきましたが、平成２３年度は行政

評価を基本とした行政経営方針に基づき、政策体系の施策の優先度や事務事業の優先度に応じ

て予算配分を行う施策別枠配分方式を導入いたしました。これは、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というメリットがあるものです。 
 この行政経営方針の中に掲げた平成２３年度の重点施策についてご説明いたしますと、人が

行き交う道路・交通ネットワークづくり、機能的で魅力ある市街地づくり、人々が交流を盛ん

にする仕組みづくり、限りある資源を大切にする循環型社会づくり、憩いと癒しの空間づくり

および、安心して生み育てられる環境づくり等であります。 
 具体的には石和温泉駅周辺整備事業、バイオマスセンター建設事業、砂原橋架け替え事業、

八代ふるさと公園整備事業、多機能アリーナ建設事業、ならびに子どもすこやか医療費助成事

業の拡充等に重点配分を行ったところであります。 
 なお、当面の地域経済の活性化対策の取り組みにつきましては、今後、示される本年度国の

１次補正による、きめ細かな交付金事業および住民生活に光を注ぐ交付金などの事業を最大限

に活用し、国や県と歩調を合わせ、取り組んでまいります。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 大久保俊雄君。 

 



 ２７ 

〇１６番議員（大久保俊雄君） 
 今、市長のほうから、今までの部局枠配分から施策別枠配分ということで、基本的にやはり

部局の垣根を取り払った施策別枠配分を新しく初めて導入されるということで、期待するとこ

ろが大でありますけれども、また大変厳しい財政状況の中、総合計画に掲げる達成度、将来像

達成により直結した予算編成が期待できるんではないかなと思うわけでありまして、笛吹市に

おいても行政経営という言葉と行政評価、今、市長の口からも聞きまして、意欲的に行財政改

革を進め、情報公開に関しても積極的に取り組んでいるというような認識をしておりますし、

また過日、笛吹市の課題とか、２３年度の笛吹市行政経営方針、こういった資料も提示してい

ただきまして、いろんな場面で、予算編成過程についても、当初予算で予算案提出だけではな

くて、透明性を図る観点から、各部局の予算要求から査定状況を踏まえ、予算編成過程すべて

を市民に対し公表していく考えはあるのか、１点、お伺いをするとともに、また職員のモチベー

ションといいますか、いろんなおおぜいの職員がいらっしゃいます。与えられた条件で、最大

限の能力を発揮していただくというのは、これは非常にわれわれも期待するところ、市民の目

線でも大でもありますけども、また仕事の意欲をさらに高めるという意味で、いろんな市の職

員の施策反映といいますか、いくつか、来年度、積極的な提案も取り上げた中で、予算編成が

されているとお伺いしますけども、その点を踏まえて、２点、お聞かせをいただきたいと思い

ます。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、池田経営政策部長。 
〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 再質問の１点目の予算編成過程の市民への公表でございますけども、この点につきましても、

今後、前向きに検討させていただきたいと考えております。 
 それから、２点目の職員のモチベーションという職員提案制度につきまして、若干お話をさ

せていただきます。 
 予算編成過程におきましては、当然、行政評価の中で取り組んでおります。基本的に全職員

が評価に関わってくるという。評価とともに新しい課題は何かということで、予算編成を行っ

ております。 
 それ以外に職員提案制度という制度がございまして、これは１８年１０月施行いたしており

ます。現在までに、提案件数が４４件ございました。その中で、７件を採用とさせていただき

ました。あと保留件数が８件ということでございます。なお、不採用件数が２９件と多いんで

すけども、不採用件数につきましては、すでに取り組みを行っている、さらに検討を進めてい

るというものが主な内容でございます。採用の７件につきましては、それぞれ予算づけが必要

なものは予算づけをし、職員の提案を生かした行政経営を進めているという状況であります。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 大久保俊雄君。 

〇１６番議員（大久保俊雄君） 
 あと１点ですが、予算編成・予算執行においては、国でも埋蔵金ですとか、特別会計のあり

方がいろいろ指摘されている中で、本市においてもいろいろと本会計から特別会計、企業会計

への繰り出しによる連結決算、企業もそうなんですけども、総枠で考えた連結決算の健全性が
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これから、４つの指標もこの公表が義務化される中で、１点、その特別会計・企業会計におけ

る独立採算性の視点をどう高めていくかという部分をお伺いしたいと思いますが、いかがでしょ

うか。 
〇議長（小林始君） 

 鈴木財政課長。 
〇財政課長（鈴木幸弘君） 

 特別会計・企業会計につきましては、当然ながら今の状況では、一般会計からルール分につ

きまして、繰り出しを行っているところであります。そんな中で、１９年度にできました健全

化法の中で、それぞれ実質公債費比率等については、連結という中で公表しております。その

ような形の中で、しっかり特別会計・企業会計等も数字等を把握する中で、今、一般会計だけ

ではなくて、その他の会計についても健全化ということを常に見ていくようには、考えており

ます。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 大久保俊雄君。 

〇１６番議員（大久保俊雄君） 
 予算というのは、すべてのお金の使い方ということで、市長もいろいろとリーダーシップを

発揮していただいて、また新しいプラスになる情報もいろいろあると思いますので、このへん

の情報発信をどんどんしていただければ、いいかなという思いをしております。 
 続きまして、２問目でありますが、市行政サイドと市民との一方的な情報ではなく、両方向

の情報の重要性について、伺います。 
 本市の総合計画をはじめ、行財政改革、さまざまな施策を展開していく中で、その目的およ

び進捗状況、事業検証といった、いわばＰＤＣＡのマネジメントサイクルについて、一人でも

多くの市民に対し、時宜を得たタイムリーな説明がなされなければならないのは言うまでもあ

りません。広報やインターネット、ときにはタウンミーティングなど、あらゆる機会、あらゆ

る手段と情報媒体を使った市民への説明と情報提供と、市民との情報共有および市内外への積

極的な情報発信の重要性について、見解をお聞かせいただくとともに、なかんずく、ここにき

て、市民の方々から多くの指摘をいただいておる以下の案件について、お伺いしたいと思いま

す。 
 まず６件の大型建設計画に対する進捗状況の説明、多機能アリーナ、駅周辺整備、バイオマ

スセンターなど、青写真が出てくるにつれて、市民の意見もいろいろと出ております。それら

に対する説明責任について、どうお考えか、まず１点。 
 次に事業仕分けの事業廃止等により、交付金の廃止・縮減がほぼ確定しました。その影響を

受けて、本市においても市道整備事業、ビジットジャパン事業、シルバー人材事業など、いろ

いろな場面にわたり、交付金廃止・縮減の影響が随所で懸念されております。市の事業への影

響はどの程度であると分析し、来年度予算編成への影響はいかほどであるか、お示しください。 
 続いて、県および４市との連携事業とはいえ、境川町ごみ中間処理施設整備計画等、大幅な

スケジュール変更となる事業に対しては、これから地域住民および市民への説明責任に対し、

どうお考えか。 
 最後は観光立市として、温泉と果実、歴史と文化、市の魅力を最大限、情報発信し続ける手
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段について、さらなる具体策はお持ちか、お伺いし、２問目の質問といたします。 
〇議長（小林始君） 

 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、池田経営政策部長。 

〇経営政策部長（池田聖仁君） 
 大久保俊雄議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに、大型建設計画に関する市民の皆さんへの説明については、現在の進捗状況と併せ

て、お答えいたします。 
 まず砂原橋架け替えおよび道路整備事業でありますが、９月に砂原橋詳細設計業務委託の契

約を締結し、橋梁の架設位置についての協議申請に必要な資料を作成しております。地元説明

会につきましては、９月２８日に石和町砂原地区、１０月１４日に八代町増田地区、１１月５日

に境川町大坪地区へ事業概略説明を行ってまいりました。 
 今後も架設位置の決定後にルート等をお示しする中で、地元の皆さんへの説明会を開催して

まいります。 
 次に石和温泉駅および周辺整備事業につきましては、現在、駅舎および南北自由通路につき

まして、１１月にＪＲ東日本と基本設計協定を締結し、協議を重ねております。また、北口駅

前広場と国道１４０号までのアクセスにつきましては、実施設計を進めながら、用地および補

償に関する調査を実施しております。 
 地元説明会につきましては、本年１月２５日および２６日に松本区、２８日に山岸区におい

て実施しました。さらに、地元の代表者にもご参加いただいている石和温泉駅まちづくり検討

委員会を１１月２４日に立ち上げ、現在までに３回、開催しており、今後も事業の進捗状況に

併せ、逐次説明してまいります。 
 次に、八代ふるさと公園拡張整備事業につきましては、現在、実施設計および事業認定作業

を進めているところであり、１０月８日に、地元の皆さんに事業概要をご説明申し上げたとこ

ろであります。 
 今後も、関係地権者等のご理解をいただく中、取り組みを進めてまいります。 
 次に、バイオマスセンター建設事業につきましては、８月に建設候補地を石和町砂原区とす

ることを決定し、現在、バイオマスセンター建設事業基本計画策定の準備を行っております。

説明会につきましては、９月２８日に地元である砂原地区、また１０月１４日には隣接区であ

る八代町増田区へ、事業概要をご説明いたしました。 
 今後も引き続き、事業の進捗に併せ、関係の皆さんへの説明を行ってまいります。 
 次に、多機能アリーナ建設事業につきましては、施設の規模や内容、運営に関しまして多機

能アリーナ建設委員会において、ご協議いただくこととしております。またこれまで、１１月

４日、１２日、２５日、１２月４日に建設予定エリアの地域の皆さんにご説明申し上げるとと

もに、随時、広報や市のホームページにおいて、市民の皆さんにお知らせしております。 
 今後もさらに、あらゆる機会に情報提供を行ってまいりたいと存じます。 
 さて、議員ご指摘のとおり、大きな事業においては特に、市民の皆さんへの情報提供と情報

共有は必要不可欠でございますので、今後も広報やホームページでお知らせするとともに、必

要に応じ、地域審議会や区長会などにおいても、ご説明申し上げてまいります。 
 続きまして、国の事業仕分けによる交付金廃止の影響について、お答えいたします。 
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 内閣府に設置された行政刷新会議は、国の予算の見直しにおいて、国民への透明性を確保し

つつ、事業の必要性を判断し、財源の捻出を図るとともに、政策や制度の課題を見つけ出すた

めに、昨年１１月に第１弾の事業仕分けを実施しました。その後、本年４月および１１月と計

３回の事業仕分けが実施されたところであります。 
 この事業仕分けによる本市が受ける影響についてですが、行政刷新会議が主導し、省庁版事

業仕分けとも呼ばれている行政事業レビューにより、地域再生基盤強化交付金が廃止も含め、

抜本的見直しを求められました。この交付金が廃止されますと、現在、本市で進めております

砂原橋架け替え事業を含む市道整備、ならびに芦川地内林道鶯宿中芦川線開設事業、下水道関

連事業に影響が出るものと存じます。 
 本交付金の動向については、本市だけでなく継続事業を計画している、すべての自治体が影

響を受けるため、地方は一斉に国に反発しているところであります。そのため、国の地域活性

化担当大臣は、継続事業については然るべき措置が必要であり、年末の予算編成で対応する考

えを表明したところであります。 
 今後の国の動向を注視し、事業執行における財源確保に努めてまいります。 
 続きまして、境川町ごみ中間処理施設のスケジュール変更に対する説明責任についてですが、

事業計画のスケジュール変更や見直しがされる事業につきましては、地域住民や市民の理解と

協力が必要不可欠であります。このことから、事業の経過や変更・見直しについての理由と対

応策および、今後の事業推進方法等について具体的な内容を分かりやすく説明し、現況と課題

について情報提供することにより、地域住民や市民の皆さんへの説明責任を果たしてまいりた

いと考えております。 
 これまでも、地域住民や市民への情報提供と説明責任を果たす場として、議会を通じての説

明や関係団体、関係者への説明、さらにはホームページや広報により、情報提供してきたとこ

ろであります。 
 境川町ごみ中間処理施設整備計画のスケジュール変更時においては、詳細な遅延理由や工程

の短縮などの対応策および今後の全体スケジュールなどの内容について、地元委員会や議会お

よび現有ごみ処理施設に隣接する地元区長等関係者に対して説明を行い、ご理解をいただいた

ところであります。 
 今後も事業計画の進捗状況をはじめ、計画の変更や見直しの場合については、なお一層、地

域住民や市民の理解をいただくため、引き続き議会をはじめ関係団体、関係者への説明とホー

ムページや広報等の活用により、公開度・透明度を高めることに留意しながら、積極的な情報

提供や説明責任を果たしてまいります。 
 続きまして、市の魅力を最大限ＰＲする手段について、お答えいたします。 
 本市の魅力といたしまして、豊かな自然が織りなす四季の風景や、栽培面積、生産量がいず

れも日本一の桃・ぶどう、香り高く味わい深いワイン、豊富な湯量を誇り、訪れる人の心身を

癒す温泉、国史跡の甲斐国分寺跡や国分尼寺跡、銚子塚古墳や経塚古墳など、多数存在する古

代遺跡や古道、慈眼寺や浅間神社、美和神社などに代表される由緒ある神社仏閣など、歴史的・

文化的資源等々、多くが挙げられます。また、日本有数の縄文遺跡の出土品が多数展示されて

いる釈迦堂遺跡博物館や笛吹市春日居郷土館・小川正子記念館、青楓美術館などもあります。 
 このような多くの魅力溢れる本市を多くの方々に知っていただき、本市の主要な産業の１つ

である観光の振興につなげるためにも、ＰＲ活動は欠かせないものであります。 
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 このため市のホームページを活用し、施設や観光スポット、イベント、旬の情報等を紹介す

るとともに、各種パンフレットを作成いたしまして、イベントや高速道路サービスエリア、駅

など、さまざまな場所に設置し、アピールしております。またテレビ、ラジオ、新聞、雑誌等

マスメディアも有効的に活用し、笛吹市の魅力発信に努めております。 
 また今年度は、笛吹市観光物産連盟のホームページを作成中であり、さらに踏み込んだ観光

スポット、民間情報、タイムリーな話題等も盛り込んだ観光客ニーズにマッチした情報発信が

行えるものと期待しております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 大久保俊雄君。 

〇１６番議員（大久保俊雄君） 
 今の部長のほうから、来年度、例えば大型建設等、いろいろ地域再生基盤強化交付金と、名

目を変えて、地方交付税なり交付金で補てんされるという部分があるんですが、われわれも

１００％、それでできるのか。ともすれば、長い間、われわれの親の代からの道路整備だとか、

地域基盤強化整備ということで懸念されるところがあるわけですけども、やはり最悪の場合、

できないような事態に陥ったりとか、例えば情報発信ということで、駅舎なんかもいろいろ地

域説明がある、例えばエレベーター、エスカレーターとかですね、そういった意見が多い中で、

やはりできること、できないこと、地域要望を聞くのはいいんですが、やはり双方向の、でき

ないであればできない、どういう部分ができるのか。こういった部分の説明を願いたいという

中で、当然、情報の開示なくては、地権者である市民との協働はないということで、いろんな

計画、地域が抱える問題もより高度、複雑化しております。縦割りを超えた柔軟で総合的な対

応が求められる中、当然、市民からの相談・苦情を受け付ける総合窓口があって、その相談・

苦情の、その底に秘められた市民のニーズに応答し、関連情報の開示を行う、いわゆる市政の

課題や問題点を発信する。例えば、広報戦略室といった組織もつくる必要があろうかと思いま

すけども、市のお考えはいかがでございましょうか。 
〇議長（小林始君） 

 池田経営政策部長。 
〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 まず１点、市民の相談・苦情関係でございますけども、現在、それぞれの市民の要望等につ

きましては、各支所、各部局、それからホームページ上の問い合わせ、それから市長への手紙

等々、あらゆる面からの情報収集に努め、回答して、クイックアンサー制度という制度によっ

て回答しておるところでございます。 
 具体的な広報戦略室等々、総合的な窓口をつくってはどうかというようなご質問ですけども、

十分そのへんも研究・検討していきたいと考えております。 
 今後の市役所組織をどうするかという検討も、現在、取り組んでおります。その中で、再度、

そのへんについても留意しながら、進めてまいりたいと考えております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 大久保俊雄君。 
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〇１６番議員（大久保俊雄君） 
 成熟した民主主義、地方自治の観点からみますと、やはり国の法律に先立って情報公開条例

というものも制定されましたし、自治体の立法自主権に基づいて、自治体においてもやはり説

明責任関連条例等の整備も必要かと思われます。刑法の大原則には、疑わしきは罰せずと。被

告人に有利という言葉もありますけども、情報公開法も疑いは開示せよというような明快な推

定に基づいて適用されなければならないわけで、説明責任の関連条例等の整備に対し、今後、

どう市はお考えか、お聞かせいただいて、質問とさせていただきます。いかがでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 芦澤総務課長。 
〇総務課長（芦澤栄君） 

 ただいまの、大久保議員の情報開示の関連でございます。 
 今、基本的には情報開示関係の条例のもと、その審議委員会等々も設置しながら、公の開示

を行っておるところでございます。市の施策そのものを市民へ伝達していく手法の一つとして、

情報開示というのは進めていかなければならないという観念は持ちながら、その部分について

も検討させていただくということで、答弁に代えさせていただきたいと思います。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 大久保俊雄君。 

〇１６番議員（大久保俊雄君） 
 また来年度以降、新年度に向けて、市もわくわくどきどきするような情報発信を発信し続け

ることを危急、強く祈念申し上げて、質問といたします。ありがとうございました。 
〇議長（小林始君） 

 答弁はよろしいですか。 
 （「ございませんので、結構です。」の声） 
 以上で、大久保俊雄君の一般質問を終了いたします。 
 関連質問を許します。 
 ２３番、前島敏彦君。 

〇２３番議員（前島敏彦君） 
 ただいまの大久保議員の市の魅力を最大限にというような質問の中で、先ほど部長のほうか

ら、いくつかのご提案がございました。せっかく笛吹市、荻野市長をはじめとする、皆さんで

甲斐国千年の都というようなキャッチフレーズの中で、観光に対しては、今後進めていくのか

なというような判断でございます。 
 そういう中で、先ほども国分寺、国分尼寺、また釈迦堂遺跡、そして甲斐国分寺ですとか、

いろんな名勝・旧跡がたくさんあるわけでございますけども、そういった中で、今後、何か市

のほうの具体策があるのか、このへんをちょっとお聞きしたいなと思いまして、質問させてい

ただきます。 
〇議長（小林始君） 

 豊角産業観光部長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 市の魅力を最大限にＰＲするということの中で、笛吹市には恵まれた環境、特に今、申され
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たように由緒ある史跡文化、こういったものも数多く点在しております。 
 答弁の中でもお答えがありましたが、観光物産連盟で、今まで既存する市のホームページ、

これにもう１つ、行政側のサイドからの発信ではなく、もう１つ、お客さまのニーズに合った

情報提供ができるホームページの作成を今現在、いたしております。これにはもちろん、先ほ

ど申し上げた市の魅力等々を紹介するほか、お客さまがタイムリーな情報がすぐに見える。あ

るいはその観光であれば観光、文化であれば文化というようなものがつぶさに見られる、情報

提供ができる、ホームページの作成を今、目指しております。そういったことで旬の情報がつ

ぶさに入るということで、さらに踏み込んだ観光スポット、あるいは民間情報等の提供ができ

る、こういったことを今後の観光、また誘客のほうにも結びつけていきたいと考えております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 前島敏彦君。 

〇２３番議員（前島敏彦君） 
 ただいま、ホームページ等々で、いろんな意味でＰＲしていこうというような考えのようで

ございますけども、もう一歩踏み込んで、ぜひ来たお客さんが、今、現状を見ますと、こういっ

たところの、まずはトイレの施設ですとか、いろんなものが課題ではないかなという、来たお

客さまに対して、より気持ちよく視察していただくには、やはりそういったものの整備ですと

か、いろんなものがあるわけでございますけども、ぜひ今後、素晴らしいものはたくさんある

わけでございまして、気持ちよく帰っていただきたい、そんなことを要望しながら質問にさせ

ていただきますけども、いかがでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 豊角産業観光部長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 本市においでいただくお客さまに、気持ちよくイメージを持っていただく、また気持ちよく

帰っていただくということについては、すべて、もてなしの心、これが最優先だと考えており

ます。接客に関係する旅館、ホテルはもちろんのこと、当然、夏の観光期には観光農園等々の

お客さまが多数、出入りいたします。すべての面において、笛吹市の持つよさを、まず、もて

なしの心の中から結びつけて、いいイメージを持っていただき、また再度、来ていただけるよ

うな接客態度については、今後も広く皆さんの協力を仰ぎながら、進めてまいりたいと考えて

おります。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 前島敏彦君。 

〇２３番議員（前島敏彦君） 
 今後、温泉湧出５０周年ということでございまして、来たお客さまによりおもてなし、とは

いっても、やはりそういった整備も大変、重要ではないかなと思います。ぜひ検討していただ

いて、お願いしたいというふうに思います。 
 以上で終わります。 

〇議長（小林始君） 
 答弁はいりますか。よろしいですか。 
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 （はい。の声） 
 ほかに関連質問はありますか。 
 １２番、龍澤敦君。 

〇１２番議員（龍澤敦君） 
 ただいまの大久保議員の質問の中の、大型施設計画の中の多機能アリーナの問題でございま

すけども、市民の皆さんに聞いてみますと、本当に説明が行き届いていないと。非常に残念に

思っておるわけでございますけども、当然、ご承知のように２万１千という反対署名が出てき

ていると。そういう中で、ただいま、池田部長のほうから審議委員会、区長会、またインター

ネットでは説明していると、そういう話を聞きましたけども、本当に市民の末端までは通じて

いないと。ぜひ、もう一度、各町をまわって説明をしていただきたいと思いますけども、その

点、いかがでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 荻野市長。 
〇市長（荻野正直君） 

 多機能アリーナにつきましては、今、議員ご指摘のとおり、大変、大型な施設でございます

から、一言で説明するのがなかなか、通じていないということを私も一部、感じておりました。

現状のところ、今、市民に対する市民ミーティングでございますけども、今、早速、基本的な

設計をしようという段階でございまして、この設計ができ上がり次第、市民ミーティングを開

催していきたいと思っております。なぜかと申しますと、やはりある程度の概略は、しっかり

できてこないと、先ほど今、議員のほうからもお話がありましたように、中途半端な形で、ご

説明を申し上げますと、やはり誤解が生ずるということで、これができ次第、市民ミーティン

グを開催していきたいと、かように思っております。 
〇議長（小林始君） 

 １２番、龍澤敦君。 
〇１２番議員（龍澤敦君） 

 ありがとうございました。 
 いずれにしましても、市民の末端まで通じて、そういうものなら結構なことだなという方向

で進められるよう、ご努力をしていただきたいと思います。ありがとうございました。 
〇議長（小林始君） 

 答弁はよろしいですね。 
 （はい。の声） 
 関連質問、ほかにありますか。 
 ２番、志村直毅君。 

〇２番議員（志村直毅君） 
 では、私のほうからも２点、短くお聞きしたいと思いますが、まず大久保議員の１点目の予

算編成の部分で、答弁の中で予算編成にかかる各資料などを市民に公開していくことも、今後、

前向きに検討していきたいというご答弁がありました。私も過去の一般質問でも、そういうご

要望も、ご提案をした記憶がありますが、さらに今後、市民と協働という形で進めていくのに

あたって、そこに市民意見も受け付けるようなことも、ぜひ検討していっていただきたいと。

まず、このことが１点目です。 
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 それから２点目として、２問目の質問のほうでありましたが、その情報発信、観光の面でも

大型事業の面でも、さまざまな部分で一緒になってくるわけですが、県でも知事と職員のブロ

グというものをやっています。あるいは、観光振興キャラクターの武田菱丸の公式ツィッター

アカウントなんていうのもあります。県内市町村でも、そういうものを活用して情報発信をし

ています。ぜひ、本市においても、そういったことも検討していただきたいと。 
 以上、２点です。 

〇議長（小林始君） 
 池田経営政策部長。 

〇経営政策部長（池田聖仁君） 
 志村議員の関連質問のうち、１問目の予算編成の公開等々でございますけども、これにつき

ましては、大久保議員へのご質問に対しましての答弁の中で前向きに検討させていただきます。

ただ、その手法の中に市民の意見も、いわゆる市民との協働のまちづくりを進めるためにも、

市民の意見を把握するような方向でお願いという部分でございますけど、それも併せまして、

検討させていただきたいと考えております。 
〇議長（小林始君） 

 豊角産業観光部長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 もう１点でございますが、町の魅力をＰＲするという中で、先ほど申し上げたとおり、観光

物産連盟のホームページの作成については、積極的に進めております。また観光というのは、

やはり早い段階でのＰＲが必要になろうかと思います。すでに、観光物産連盟の理事になりま

すが、市内の各観光協会の会長さん方のご意見をいただく中で、来年の春に向けた春祭り、桃

の花のポスター、あるいは川中島合戦のポスター、この作成にも手をつけております。早い段

階で、本市の持つ魅力をＰＲするということで、順次、進めております。このへんについては、

今後もさらに進めてまいりたいと考えております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 志村直毅君。 

〇２番議員（志村直毅君） 
 ツィッターについては、投資がほとんど必要ない、お金がかからない、簡単な情報発信のツー

ルですから、前向きに活用も検討していただけたらと思います。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 答弁はよろしいですか。 
 （はい。の声） 
 関連質問を終わります。 
 ここで、暫時休憩といたします。 
 １１時１５分、再開といたします。 

休憩  午前１１時０２分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午前１１時１４分 
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〇議長（小林始君） 
 再開いたします。 
 一般質問を続けます。 
 ３番、野澤今朝幸君。 

〇３番議員（野澤今朝幸君） 
 先月１５日に北嶋議員と２人で新会派、市民派クラブを結成しました。市民派クラブの野澤

今朝幸です。 
 市民派クラブは、あくまでも市民の立場、とりわけ市政に声が届けにくい市民の立場から、

しっかり市政をチェックしていく、それを第一の責務と考えています。そして、また議会にあっ

ては、昨今の地域主権、この中で一番重要な議会改革、これを市民に開かれた議会、そういう

方針で改革に全力を尽くしていきたい、このように考えています。 
 では、質問に入りたいと思います。 
 今回の質問では、現在、市政が進めている多機能アリーナ建設についてでありますが、この

アリーナ建設が市民の意向、つまり民意からあまりにもかけ離れた形で進められているのでは

ないかと、そのような点について質していきたいと思います。 
 また、北嶋議員のほうから、この進め方があまりにも性急でいろいろな問題、また職員の配

置等のことが懸念される、そのような点についても、また関連質問で出ようかと思います。 
 まず多機能アリーナに対して、市民の理解、ここで言う理解というのは合意形成のことです。

合意形成ができているのかどうか、この点について、市当局の判断、どのように判断している

か、まず聞きたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 野澤今朝幸議員、全部、一度に質問していただけますか。 
〇３番議員（野澤今朝幸君） 

 全部って、一問一答ではないんですか。 
〇議長（小林始君） 

 １問目をすべて質問してください。 
〇３番議員（野澤今朝幸君） 

 では、それとの関連で、先月の１４日の日曜日だと思いますけれど、私、この笛吹市と、まっ

たく同じような形で、隣の県、長野県の佐久市で、佐久市文化会館の住民投票が行われました。

市当局のほうも、そのへんの情報をしっかり捉えていると思いますし、私も通告していました

ので。そのへんについて、われわれ笛吹市として学ぶ点はないか、この点についてもお伺いし

たいと思います。 
 そういう中で、市長自身が住民投票、この多機能アリーナ建設の賛否を問う住民投票、これ

を行うつもりがあるかどうか、そのへんのお考えを聞きたいと思います。 
 以上です。 

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

〇経営政策部長（池田聖仁君） 
 野澤今朝幸議員の一般質問にお答えいたします。 
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 はじめに、市民の皆さんの理解と今後の見通しについてですが、平成２２年第３回定例市議

会において、多機能アリーナの基本設計業務に関する費用等を含む補正予算案を議決いただい

たことを受け、多機能アリーナ建設に向けて、事業を推進しております。 
 検討段階では施設の是非も含め、検討いただいておりましたので、市からの具体的な内容等

の説明につきましては、限界がございました。市民の皆さんに向けての情報が不足していたの

ではないかと思います。 
 しかしながら、第３回定例市議会でご議決いただきましたあとは、広報ふえふき１１月号で

市民の皆さんにこの事業についてお知らせをしており、今後もさらに広報紙やホームページに

おいて、随時情報を掲示するなど、あらゆる機会を通じ情報発信を行い、ご理解いただくよう

努めてまいります。また、市民の皆さんから随時ご意見をいただく中で、建設委員会において、

施設内容や規模、運営方法についてご協議いただき、基本設計に反映させてまいります。 
 今後、基本設計により施設イメージの案ができ上がりましたら、市民ミーティング等も行い、

さらなるご理解をいただけるよう努めてまいります。 
 続きまして、長野県佐久市での住民投票に学ぶ点はないかとのことでありますが、佐久市の

住民投票につきましては、大規模な文化的施設の建設に対しまして、前市長時代に市長と市議

会が一致して建設を推進しておりましたが、平成２２年４月、市長の改選に伴い、新市長と市

議会の意見が分かれる中で、実施されたものであると推測されます。したがって、本市の多機

能アリーナにかかる状況が、佐久市と同じ状況にあるとは考えておりません。 
 次に、市長は多機能アリーナ建設を住民投票に附する考えはないかについてですが、議員が

お示しいただいた佐久市の例もそうでありますが、大きな施政の判断を住民投票に委ねる場合

は、二元代表制による市民の皆さんの代表である議会と首長の間で、判断が分かれた場合に実

施されるものと解しております。本市の多機能アリーナ建設事業につきましては、このような

状況ではありませんので、住民投票の必要はないものと考えております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 野澤今朝幸君。 

〇３番議員（野澤今朝幸君） 
 つまり、今の部長の説明だと、二元代表制の議会で予算が通ったと。基本設計等の予算が通っ

たから、これは理解されているというふうな、そういう解釈かと思います。だとしたら、その

予算が通ったあと、実際、今回、全部で２万１千からですけども、そのあと、予算が通ってか

ら、また市が広報を出して、１２月１日に大々的に広報を出してから、署名活動がそれ以降、

１万７，３００だと思いますけれども、この反対の署名が集まっている、これをどのように理

解するか、そのへんの判断、解釈について伺いたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 荻野市長。 
〇市長（荻野正直君） 

 このアリーナにつきましては、合併以来からの、実は新しい市になったときに、合併特例債

を使って、そして新市の基盤づくりをしようというところから、実はこの話が始まっているわ

けでありまして、なおかつ議会に対しましても、これからいわゆる平成２１年と記憶しており

ますけども、議会に向かって、議員の皆さん方にも、この問題についてご議論をいただきたい
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ということを、私はお願いしてまいりました。その結果、議会の中では、なかなか議論が噛み

合わなかったという部分もございまして、これにつきましては、いわゆる多機能施設の建設検

討委員会というもの、４４名だったと記憶しておりますけども、４４名の皆さんに委員になっ

ていただいて、そしてご検討いただきました。 
 結果的には委員会の中でも、いろんなご意見をいただき、そして賛成、あるいは反対という

ようなことで、一致したご意見を出していただくことができませんでした。両論併記という形

で、ご意見をいただきました。これに対しまして、これはいわゆる結論の中で、議会と執行部

でしっかり、これについては議論してほしいと。これが建設検討委員会の結論でありました。

それに基づきまして、議会にお諮りをして、そしてお決めをいただいたわけであります。議会

制民主主義をしっかり守っていく流れの中で、このことは、私は進めさせていただいているわ

けであります。 
 たしかに、今、申し上げましたように、建設検討委員会の中でも賛成あり、反対ありという

ことでございますから、いろんなご意見があることは十分に承知しておりますけども、最大多

数の最大幸福、いわゆる、そういう流れの中で、私はこの件については決定し、そして、いわ

ゆる建設に向けて準備を進めさせていただいていると、こういうことでございます。ぜひ、ご

理解を賜りたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 野澤今朝幸君。 
〇３番議員（野澤今朝幸君） 

 私が質問した、つまり予算が通って議会が意思表示をしてから、１万７，３００人からの反

対の署名が集まっているという、この重みについて、ほとんど触れられていませんけれども、

もっともっと、これは真摯に受け止めるべきであろうと思います。そして議会民主制、つまり

間接民主制、あるいは代表民主制と言っていいと思います。これだけで地方自治がまわるとい

うふうに、地方自治法でも考えていないはずです。言うまでもなく、地方自治法第１２条、１３条

で、住民の直接請求、住民が直接請求すれば、条例の制定、改廃、あるいは監査の請求。１３条

では議会の解散、議員・市長のリコール、こういう問題まで、こういうことができるというふ

うに地方自治法では謳っているわけです。つまり、笛吹市のこの今の問題は間接民主制では、

非常にねじれた現象、市民の意向からすると、ねじれた現象が発生している。こういう場合に

は直接民主制、つまり住民投票、このような形でやっていくのが然るべき方法かと思います。

なぜ、それをしないのか。これ以上、混乱が続くということになり兼ねないと思います。 
 私も先週、佐久市のほうに行ってまいりました。ちょうど、道路端でリンゴを売っている、

ちょっと年配の女性たちにお話を聞きました。そうしたら、その人たちが言うには、私たちは

反対だったけれど、一番いいのは、反対であっても賛成であっても、このような形ですっきり

決めてもらった、この点が非常によかったと。賛成の人たちも、そのように言っていますとい

うふうな話も伺いました。 
 そういうことで、私も、この間接的な、今、議会はちょうど、たしか１４対８ですよね。し

かしアンケートが生きていると、私は今も思っていますけども、アンケートでは６割が反対。

逆転しているわけです。これを私はねじれと思っていますけども、こういう状態にありますの

で、ぜひ、その佐久市で行ったような住民投票、これが必要かと思います。 
 １つ、先ほど部長の話で誤解があろうかと思いますけれど、今の佐久市長は最初から、その
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建設に反対というような意思を示したわけではないです。慎重であることはたしかですけれど、

だから住民投票に打って出たというふうに思います。 
 そこで、佐久市の市長の言葉を借りますと、このように言っています。将来にわたり、市民

に負担を担っていただく問題。市民の合意が大事だとして、この住民投票を実施したというふ

うに新聞報道されています。やはり、この点では、佐久市とうちで、なんら変わるところはな

いというふうに思います。将来に禍根を残さないためにも、私は今すぐ実施しろというふうに

言っているわけではありません。先ほど、当局が言ったように、十分、市民に分かるように、

その施設がどういうものであるか、十分な市民ミーティング等を行ったあとで、しっかり、こ

ういうふうに住民投票でやっていく。 
 最終的に、これは価値観の問題があるわけで、財政というものは何も市長が、自分の金でも

ありませんし、市当局の金でもないわけです。市民の金です。これは言うまでもないことです。

その多くの市民がもし、これは考えたほうがいいというんなら、それは考えるべきだと思いま

す。もう一度、住民投票について、今、私が述べたことを参考にしていただき、ご答弁を願い

たいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 池田経営政策部長。 
〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 住民投票をというお話でございますけども、先ほど私が答弁したとおりでございまして、全

国的な事例を見る限りにおきまして、首長対議会という、２つの執行側と意思決定機関である

議会の意見が分かれた場合に実施されておるような事例が多数、見受けられます。と申します

のは、現行の地方自治制度につきましては、議員ご承知のとおり、代表民主制をとっておりま

す。住民の代表である議会と、それから執行機関の長である首長が同じ方向を向いている限り

につきまして、住民投票の必要性は感じないというふうにお答えさせていただきます。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 野澤今朝幸君。 

〇３番議員（野澤今朝幸君） 
 では、もう１つ、聞きますけども、今、たしかに議会、そして市長の考えと議会では、この

間の予算の可決を見る限り一致しているということと、市民との意向、この間に、私がさっき

言った、ねじれの現象はないか。市長も議会も、市民の意向の上に立って、意向を受ける形で、

今、進めていると言っていますけども、その意向が違うんではないかと思うんですけれど、１万

７，３００人からの反対。これは私が見る限り、１０人のうち２人はどちらか分からない。２人

はほとんど賛成、６人は反対というような、私も何日か署名活動に歩きましたが、私の実感で

はそうですし、また署名活動に携わった人たちもたぶん話している中では、そのような実感で

す。そのへんについて、もう一度、答弁をお願いしたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 池田経営政策部長。 
〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 先般、市民の声を届ける会、フルーツと観光のマチ笛吹市を考える会、両団体から市民の反

対の署名が届けられました。総数２万１，６５２名という署名でございます。それをどのよう
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に、私どもは真摯に受け止めておりますけども、どのように評価するかということであろうと

いうふうに考えております。と申しますのは、それ以外の方は少なくとも、分からない、もし

くは賛成であるのかと。その中で、市民とのねじれがあるのかどうかというのは、大変難しい

問題であろうというふうに考えております。 
 住民の皆さまの署名というのは、どのくらいの効力を持つのか、私どもは真摯に受け止めざ

るを得ません。しかしながら、先般の名古屋市における直接請求、それも２４％が無効であっ

たというところもありまして、どの程度、市民の皆さんの意思が反映されているのかと。多少

でございますけども、疑問に感じておるところも一部ございます。ただ、真摯に受け止めてお

るということは間違いないです。そのへんだけは、はっきり言わせていただきます。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 野澤今朝幸君。 

〇３番議員（野澤今朝幸君） 
 最初から住民投票というものを排除するような考え方で、真摯に受け止めているとは、とて

も考えられません。そしてまた、われわれが全部まわったわけではありませんので、その点を

説明しておきます。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 以上で、野澤今朝幸君の一般質問を終了いたします。 
 関連質問を許します。 
 ４番、北嶋恒男君。 

〇４番議員（北嶋恒男君） 
 市民派クラブの北嶋恒男でございます。関連質問をさせていただきます。 
 先日、全戸配布をされました１２月号の広報ふえふきに、笛吹市に多機能アリーナの建設予

定地が決まりましたという記事が掲載されました。それを見た何人かの市民から、もう造るこ

とに決まってしまったみたいだけども、本当ですかと聞いてきました。それに私は、それは全

然違うんですよと。これから、どういうものを造ったらいいかということの検討が始まったば

かりなので、まだまだ、これから先、どうなるのか分からないんだよと答えておきました。 
 しかし、あのように大きく出ると、一般市民が迷うのは無理がないなと思いました。経過を

知っている私どもにとりましては、内容を読めば、やっぱり中身はなくて、ただ市民に向かっ

て、なんとしても大きいものを造らせてくれと叫んでいるようにしか思えませんでした。 
 ここで、元県職員でありました望月副市長に、以下の内容についてどのようにお考えか、お

伺いいたします。 
 通常では国庫補助事業を進める上でのプロセス、行程からいえば、基本設計の段階は市の単

独予算でありまして、概略の図面をつくることであって、先般の９月議会で基本設計の予算が

通ったからといって、これから先に計画するものに、優先的にＯＫが出たというものではない

ことは明らかだと思います。 
 建設ＯＫと認められるには、一般常識としては、まず用地補償では地権者全員の用地補償基

準の調印が済み、さらに国から実施設計の調査費が認められるようになって、初めて言えるこ

とでありますので、この多機能アリーナ計画が国で認められるか、認められないかは、今後に
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かかっているわけであります。これから、半年ぐらいの過程がいかに大事になってくるかと思っ

ております。そこで、この半年間、この間に、これから建設に向けて、うまくいく方法を提言

したいと思います。 
 まず、今、行っている基本設計がある程度、出てきましたら、先ほどから言っております市

民ミーティングを確約されましたけども、その市民ミーティングとか広報、この基本計画を説

明する必要があります。そのあと、市民の同意、いわゆる説明を受けた、それは個々の人たち

がどのように思うかということの反応を見なければなりませんので、そこには住民投票を実施

して、多くの賛同を得た上で実施設計を行うようにすれば、これからの過程がスムーズに運ん

で、これが一番早い民主的な方法だと思っております。正攻法な方法は、とにかく住民投票を

して、それぞれの意見を聞いた上で、そして多くの賛同を得た上で、国の予算を申請して実施

設計を進めていくということが、これからあと４年しかありませんので、ぐじゃぐじゃ言って

いますと、もう期限切れになります。ですから、そういった雑音をなくすように、まず、それ

をしていただきたいと思います。それにつきまして、副市長に見解を求めます。 
〇議長（小林始君） 

 望月副市長。 
〇副市長（望月健二君） 

 貴重なご意見、ありがとうございます。 
 おっしゃるとおり、事業をするにあたりましては、まず市単独事業として、基本設計を行う

と。それから実施設計、あるいは建設へと進んでいくわけでございます。そういった中で、国

で認められるかどうかということもございますが、この事業につきましては、合併特例債をメ

インに使う単独事業として進めております。また国の交付金等につきましては、現在、国で審

議中でございますが、まだ来年度の動向等、定かではございません。そういった中で、情報を

注視しながら、国の交付金にもチャレンジしていきたいと考えております。 
 ご指摘のとおり、最初に基本設計をして、どういったものをどういった形でやるかというも

のをお示しすると。先ほど市長が申しましたとおり、そういった部分ができた時点で、市民ミー

ティング等で、市民の皆さんに明らかにして、ご意見を伺うというスケジュールは持っており

ます。そうした上で、今後、実施設計の予算を組んで、その実施設計も市民の皆さまの声をい

ただいた上の中で、予算を編成した上で、議会でご審議いただき、それがゴーとなりましたら、

次に建設に向かうと。これは当然のことながら、そういうステップを踏んでいきます。それが

タイム的には４年かということで、非常にきついんではないかと。おっしゃるとおりでござい

ますので、できるだけスムーズにそういったものを運ぶように、市民に説明をきっちりしなが

ら進めていきたいと思っております。 
 住民投票につきましては、先ほど池田部長が答えたとおりでございます。いずれにいたしま

しても、合併特例期間中に市民の皆さまの将来を考えた上での基盤整備、これは非常に重要な

ことでございます。この機を逃しますと、非常に財政的にも負担がかかります。そういった意

味からは、できるだけスムーズに早く仕上げたい、おっしゃるとおり、頑張っていきたいと思っ

ております。よろしくお願いいたします。 
〇議長（小林始君） 

 北嶋恒男君。 
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〇４番議員（北嶋恒男君） 
 ぜひ、時間もないですから、とにかく反応を見ないことにはどうにもなりません。賛成なの

か、反対なのか、うやむやな形で進めるというわけにはいきませんので、あとで後遺症が出ま

すから。ぜひ、それをお願いします。 
 それと、もう１つ。総務部長に、来年度の特例債事業、いくつかあります。職員体制をどの

ように進めていくかということでございます。 
 まず、当面は先ほど、いろんな事業を聞きますと、用地交渉が各事業で始まります。それは

当然、用地担当の職員もおおぜい、必要になります。それから、また砂原橋については、来年

の秋から工事が始まりますと。工事がそこで始まらないことには、４年しかありませんので、

橋が架かりません。ということで、来年度はそういったことで、人事配置が必要になると思い

ますけども、そんなようなことで、とにかく国庫補助事業ですから、会計検査の対象になりま

すから、相当、シビアな日々の管理が必要になります。そんなこともありまして、非常に職員

の配置は重要でございます。そんなことで、総務部長、それぞれあれですけども、どのように

お考えであるか、構想をお伺いしたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 梶原総務部長。 
〇総務部長（梶原清君） 

 北嶋議員の関連質問にお答えしますが、大型施設整備構想の職員配置の件でありますが、当

初、２１年の９月でありましたが、当時は多目的施設、あるいはバイオマスセンター、それか

ら石和駅周辺整備事業の３事業に職員３人を２１年９月に配置しまして、２２年４月に建設部

のほうへ砂原橋、あるいは大坪の浸水対策、スマートインター等がありますので、建設部土木

課へ１人、余分に職員を配置したところでありますが、この大型施設整備構想については、い

くつもあるわけですが、財源が合併特例債ということでありますので、２６年度までには完成

をしなければならないということでありますので、最善の職員配置をしていくわけですが、２３年

の４月の体制につきましては、毎年６月、ならびに１１月から１２月にかけまして、各部局と

組織機構、あるいは人員配置等についてヒアリングを実施して、その結果、人員配置をすると

ころでありますが、２３年４月の人事異動については、まだ各部局とヒアリング中でありまし

て、具体的な方針がまだ出ておりませんが、先ほど言いました２６年度の完成を目指しまして、

職員配置については最大限の努力をしていきたいということであります。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 北嶋恒男君。 

〇４番議員（北嶋恒男君） 
 職員の健康管理も大事ですから、ぜひ十分の配慮をして、行っていただきたいと思います。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 関連質問を終わります。 
 ここで、暫時休憩をいたします。 
 再開は、午後１時３０分といたします。 
 



 ４３ 

休憩  午前１１時４４分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 １時２９分 
〇議長（小林始君） 

 再開いたします。 
 一般質問を続けます。 
 ８番、亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 通告に基づきまして、一般質問を行います。 
 まず、住宅リフォーム助成制度の創設を求める件について、伺います。 
 この制度は、市民が市内の建築業者にお願いして住宅のリフォームをする場合、工事代金の

一部を市が助成する制度であります。周知のように、今、地域経済の冷え込みは大変、深刻で

ありまして、仕事を求めている中小建築業者や個人の建築屋さんは、本当に仕事がほしいと大

変、切実な要求を強めているのではないでしょうか。 
 不景気が続く中で、新築住宅の着工件数が大幅に減少していますけども、しかし、その一方

で住宅投資金額１６兆円のうち、住宅リフォームは６兆円の規模に達しているといわれており

ます。現在、全国では１７５の自体体が、この制度を実施しております。例えば、岩手県宮古

市の例を見てみますと、使い勝手のよさがあったのが大変、好評でありまして、当初予算５００件、

５千万円だったのが、１０月末現在では申請が２，３０３件、３億５千万円の補助金になりま

して、宮古市のおよそ１割の世帯がこの制度を利用しているということであります。この補助

事業の岩手県経済への波及を県が試算したところ、２億３千万円の補助工事費が１０億４，

５００万円、経済効果は補助金額のおよそ７倍、１６億２千万円とされております。 
 このように、小さな助成で大きな経済効果を生む、このリフォーム助成制度であります。制

度創設によって、市民のリフォームへの意欲を促して、市の建築業者にも仕事がまわることで、

地域経済の活性化につながるものと考えております。そして、まちづくりにも大きな効果が上

げられると考えております。 
 そこで、伺います。 
 この制度創設による経済効果を、どのように考えていますでしょうか。そして、制度創設の

考えがあるか、伺います。 
〇議長（小林始君） 

 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、佐藤建設部長。 

〇建設部長（佐藤貞雄君） 
 亀山和子議員の一般質問にお答えいたします。 
 近年、一部自治体においては、住宅リフォーム助成制度を創設し、住宅投資による地域経済

の活性化を図るとともに、既存住宅の増改築・リフォームにより、住民が安全・安心で快適な

生活が営めるよう、居住環境の質の向上を支援する施策が展開されております。 
 全国での住宅リフォーム助成制度につきましては、地域の実情に応じ、耐震リフォーム、バ

リアフリーリフォーム、省エネリフォーム等があり、個々に減税、補助および融資の支援制度

があります。 
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 現在、住宅リフォームの中で、単なるリフォームに対する補助制度を有する国内での自治体

の数については把握しておりませんが、県および県内の市町村においては、耐震化を伴う助成

制度以外、実施している市町村はありません。 
 景気低迷で住宅新築の需要が減退する中、リフォームがブームとなっている昨今にあって、

また工事を地元事業者に限定することにより、地域経済の活性化につながるものと予測されま

すが、単なるリフォームに行政がどのように関わっていくか。さらに検討を重ねていきたいと

考えております。 
 本市におきましても、既存住宅のリフォームにつきましての経済効果は認識しておりますが、

それ以上に木造住宅の耐震化対策は市民の命と安全を守る上で、喫緊の課題であり重要な施策

であります。 
 東海地震などの大規模地地震は必ず起こるといわれており、笛吹市にあっては、藤の木愛川

断層・曽根丘陵断層を抱え、最大震度７が予想されております。笛吹市耐震改修促進計画にお

ける平成１９年度末の本市の推計では、主たる居住を目的とした住宅は約２万９，４００戸で、

そのうち耐震改修が必要とされる同住宅は、１万１，６００戸と推定されております。この状

況を踏まえ、住宅リフォーム等を行う際は、まず耐震改修を含む工事を実施し、より安全で、

より安心な住宅を増やすことが、喫緊の課題であると考えております。 
 今後も居住環境の形成と地域経済の活性化を図るため、まずは、こうした既存の制度の活用

を図る中で、木造住宅の耐震化について、積極的に取り組んでまいりたいと考えております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 １つ、最初にお伺いいたします。 
 今、部長の答弁では、この住宅リフォーム制度が地域経済に与える影響のことについては、

大体、予測ができるというふうに答弁しておりましたけども、もし、そういう予測がつくんで

したら、ぜひとも、全国の例をもう少し調べていただいて、この成功の事例をもっと研究して

いただいて、この制度の創設に向けて、もう少し前向きな検討、それから答弁をお願いしたい

と思います。 
〇議長（小林始君） 

 佐藤建設部長。 
〇建設部長（佐藤貞雄君） 

 亀山議員のほうから、全国の自治体で取り上げられている自治体の数もお聞きしたわけです

けども、笛吹市におきましては、先ほど言ったとおり、単なる一般的な住宅のリフォームとい

うことではなく、命と安全、そういった部分を重視した中で、そういった住宅政策に則った制

度の中で補助をしていきたいと考えております。したがいまして、一般的な住宅のリフォーム

につきましての助成というのは、当市としては考えておりませんけども、命と安全、そういっ

た面からしまして、先ほど答弁いたしましたとおり、木造住宅の耐震化に伴う支援事業、これ

について、今後とも、今まで継続してありますので、継続した形の中で、耐震化の事業につい

て、当市としては取り組んでいきたいと、このように考えております。 
 以上です。 
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〇議長（小林始君） 
 亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 この住宅リフォーム制度の創設については、二面的なことがあると思います。今、部長が答

弁したように、住民が安心して住める住宅づくりということと、あと、それから地域の経済の

活性化という、２つの面があるというふうに私は考えております。 
 そうすれば、全国の事例でも大変大きな経済の効果を生んでおります。その住宅のリフォー

ムということで、単なるリフォーム制度に市が関わることはいかがなものかというふうな答弁

でしたけども、それでは不況対策として、この制度を創設するということについては、どのよ

うに考えているんでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 佐藤建設部長。 
〇建設部長（佐藤貞雄君） 

 お答えがダブるところが出てきますけども、今、国のほうで緊急の経済対策という時点で取

り組んでおるところでありますけども、亀山議員もご存じのとおり、笛吹市におきましては、

そういった国の経済対策、こういったものを他市に負けないくらい、積極的に取り組んでいる

のが実際だと思っております。こういった面で、まず国の制度のもと、経済対策を本市が積極

的に取り組んでいるということがあります。 
 しかし、今の住宅リフォームに関しましては、先ほどの答弁とダブりますけども、やはり、

まず、その住宅政策の重点的な命と安全、そういった面の捉え方の中で、今後とも耐震化、木

造住宅の耐震化事業に一層、力を入れていきたいと、このように考えております。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 たしかに、国のほうでも、いろいろな経済対策、不況対策を取り組んでおります。しかし、

こういう時代ですから、市独自としての経済対策、不況対策に取り組むことが重要ではないで

しょうかと考えております。そういうふうに考えますと、市独自で何をやっているのか。それ

で、そのやったことがどのような経済効果を生んでいるのか、どういうふうに考えているのか、

その点も１件、伺いたいということと、あと、それからやっぱり住民の税金であるからこそ、

住民に喜ばれるような形で使うべきではないでしょうかというふうに考えております。そして、

地域経済が元気になるような形で、その税金が使われるべきではないでしょうかということを

考えておりますけども、どのように思っていますでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 佐藤建設部長。 
〇建設部長（佐藤貞雄君） 

 本当に繰り返しになりますけれども、たしかに経済対策というのは大事でありますので、本

市としましても、そういった国の経済対策に沿った中で取り組んでいくと、そういったことで

あります。そして、なお、市独自という、今のご質問ですけれども、先ほどの答弁にもありま

したとおり、山梨県、ならびに県内のすべての市町村において、この一般的な住宅リフォーム
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についての支援制度というものは、どこも、まだつくられておりませんけども、今後、そういっ

た県内の市町村等の動きが出てきた場合には、そのへんの動向を見極めていきたいと、このよ

うに考えております。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 大変、残念に思うことは、今、県内の市町村では、どこの市町村でもやっていないので、そ

の動向を見ながら考えていきたいという答弁でした。大変、行政というところは横並び的なと

ころがあって、そういう答弁しか返ってこないということは大変、残念に思うんですけども、

やっぱり私は、国の対策、県の対策だけではなくて、ぜひとも市独自の不況対策に取り組んで

いただきたいと思っております。やっぱり横並び的な考え方ではなくて、率先して、この政策

をやる、不況対策としてやるということを、もう１回、私はお伺いしたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 佐藤建設部長。 
〇建設部長（佐藤貞雄君） 

 再三になりますけども、やはり、命の安全、そういった形の中で、木造、本市が継続してやっ

ております木造の耐震支援事業、これについて、またＰＲ等も重ねながら、積極的に今後とも

取り組んでいきたいと、そういったことであります。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 先ほど部長の答弁では、経済効果も予測できるという答弁でしたので、ぜひとも全国の教訓

を研究し、学んでいただきたいということを再度、お願いしたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 池田経営政策部長。 
〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 市独自の不況対策ということでございますけども、国の経済対策に基づきます総事業費、予

算額でございますけども、これまで２カ年で２７億円、予算化をいたしました。実際の国から

の支援額につきましては、１５、１６億円でございますから、残りの部分は市のほうから、積

極的に予算づけをして、より多くの公共施設等を中心といたします事業を発注したというとこ

ろでございます。 
 今回、国の一次補正の中で、市の枠として示されました金額が、きめ細かな交付金１億９，

６００万円、住民生活に光を注ぐ交付金、これが４，４００万円ばかりでございます。合計２億

強でございますけども、この交付金額、枠に加算を若干、いたしながら、市としての不況対策、

国と県と足並みをそろえながらの、不況対策に取り組んで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（小林始君） 

 亀山和子君。 
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〇８番議員（亀山和子君） 
 それでは、次の質問に入らせていただきます。 
 臨時職員の雇用改善について、お伺いします。 
 私たち日本共産党は、これまでも臨時職員の雇用改善を求めて、いろんな質問をしてまいり

ました。特に臨時職員といいましても、臨時的な仕事をしているという状況ではなくて、あく

までも正規職員の置き換えに過ぎないのではないか。必要な人員は臨時ではなく、正規職にす

るよう、求めてまいりました。私たちの主張は、これまでも変わりないことを前提として、以

下のことについて、伺います。 
 まず、夏季・冬季の期末手当の増額を求める件について、伺います。 
 現在、臨時職員の期末手当、夏は日額の１０日分、冬は日額の２０日分、これは６月１５日

以前から勤務している場合ですけども、となっております。この金額といいますのは、正規職

員のおよそ８分の１から５分の１という、大変に少ない期末手当であります。臨時職員の方の

話を伺いますと、日常普段に正規職員との差別感は感じるけれども、同じ仕事を同じ空間の中

でして、同じ仕事の量をしていながら、この期末手当を受け取るときが自分の雇用条件を思い

知らされて、一番屈辱を感じるという話をしておりました。その思いは痛いほど、よく分かり

ます。今以上の増額を求めるものですが、見解をお願いします。 
 次に、この４月から育児介護休業法が改正されて、正規職については、子の看護休暇と親の

看護休暇が、これまで以上に保障されることになりました。半年ごとの更新を繰り返して行い

ながら、１年以上勤務している臨時職員についても、この休暇を取得できる権利を与えること

を求めたいと思います。 
 次に、さまざまな職種にわたる臨時職員がいらっしゃるわけですけども、特に学校給食調理

員に限っては、学校の夏休みとか冬休みの間、仕事がなくなって給料が入らないという、大変、

不安定な雇用を強いられて、生活ができないというような、大変、深刻な実態があるというふ

うに思われます。この休みの間の仕事の補償とか、賃金の補償をぜひとも求めたいと思います。 
 最後に臨時職員を多く採用しておりますけども、２３年度も職員採用を行って、一般行政職

７名、保育士１名、保健師１名、採用の予定ということであります。採用試験実施にあたって

は、すでに働いております臨時職員にも、広くその機会を与えて、さらに意欲を持って働ける

よう、正規職員登用への保証を求めたいと思います。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 当局の答弁を求めます。 
 梶原総務部長。 

〇総務部長（梶原清君） 
 亀山和子議員の一般質問にお答えします。 
 本市では、緊急雇用創出事業による臨時職員も含めると、現在４００名を超える臨時職員を

任用しています。職種や勤務形態もさまざまでありますが、その勤務条件等に関して必要な事

項は、笛吹市臨時職員取扱要綱に規定し、運用しているところであります。 
 まず、夏季・冬季の期末手当の増額をについてでありますが、本市では臨時職員の特別賃金

として、規定に該当する場合、６月に１０日分、１２月に２０日分の年間３０日分を支給して

おります。県内他市の特別賃金の支給状況と比較してみましても、支給割合は特に低い状況で
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はないと考えております。 
 なお、先の臨時会で議決いただきました、職員の勤務時間の短縮についての条例改正に伴い、

臨時職員の勤務時間についても、７時間４５分に短縮する予定であります。 
 本市としては、賃金水準を維持する観点から、勤務時間の短縮後も現在の賃金日額を維持す

る予定であり、実質的な時給等の待遇改善になるものと考えております。 
 次に子の看護休暇、親の看護休暇制度を臨時職員にも適用をについてですが、臨時職員等の

休暇の見直しを行う中、平成２３年４月より子の看護休暇および短期介護休暇について規定を

し、待遇の改善を図っていく予定であります。 
 次に、学校給食調理員の夏季・冬季休みの間の賃金の補償をについてですが、賃金は勤務す

る職員の生活を支える側面も併せ持つものでありますが、労働の対価であることは言うまでも

ありません。このため、臨時的に雇用している人に対しての賃金補償という考え方は馴染まな

いものであると考えます。現状、調理のない長期休暇中においては、普段できない調理場の大

掛かりな清掃などの衛生管理などをはじめとした作業が行われており、今後も安全で安心でき

る給食を提供することを念頭に置き、必要な場合には出勤していただく中で、対価としての賃

金をお支払いしてまいります。 
 次に正規職員登用への保証をについてでありますが、地方公務員法により臨時的任用は正式

任用に際して、いかなる優先権をも与えるものではないことが規定されております。その保証

をすることは適切でないと考えます。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 １つだけ、確認させていただきます。 
 子の看護休暇、親の看護休暇について、来年の４月から待遇の改善を図っていきたいという

ふうに答弁されておりましたけども、具体的には正規職員と同じようになるということでしょ

うか。そういうふうに考えているんでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 梶原総務部長。 
〇総務部長（梶原清君） 

 基本的にはそういう考えでありますが、今現在、現行の休暇につきましては、臨時職員につ

いては、年次休暇、忌引、傷病休暇、生理休暇、特別休暇の休暇が認められておりますが、見

直しによる追加につきましては、公民権行使の休暇、官公庁への出頭休暇、分娩休暇、育児休

暇、子の看護休暇、短期の看護休暇を４月から追加で考えております。 
〇議長（小林始君） 

 亀山和子君。 
〇８番議員（亀山和子君） 

 前向きな答弁を、どうもありがとうございました。 
 再度、お伺いします。期末手当のことについて、お伺いします。 
 臨時的な仕事をして、雇用期間も短くて、本当に単純な臨時職員なら、この期末手当の要綱

どおりで通用するかもしれないんですけども、しかし更新を繰り返しながら、長く働いている



 ４９ 

方がおおぜいいらっしゃいます。そして正規職員と同じように、これは時間もですけども、仕

事量のこともです。そういうふうに働いている臨時職員については、この期末手当では、さっ

き部長の答弁では、他市と比べても低いものではないという回答でしたけども、この金額の期

末手当は、私は大変、低すぎるのではないかなと思っております。やっぱり、臨時職員で働い

ている職員の皆さんの日常の頑張りにもう少し、行政は真摯に応えていくべきではないでしょ

うかというふうに考えておりますが、その増額を再度求めて、もう１回、回答をお願いします。 
〇議長（小林始君） 

 梶原総務部長。 
〇総務部長（梶原清君） 

 夏季の期末手当の支給でございますが、先ほど答弁したとおり、他市との比較もございます

ので、本市より高いところもあるわけですが、そんなことで、必ずしも一番低いというような

状況ではありませんので、今のところ現状維持という考えであります。 
〇議長（小林始君） 

 亀山和子君。 
〇８番議員（亀山和子君） 

 この臨時職員の取扱要綱の中で、特別賃金のところに６月１日に在職する臨時職員は、日額

の１０日分。これは４月１５日以前から勤務している場合というふうに規定してあります。１２月

１日の場合は、日額の２０日分なわけですけども、しかし、実質的には働いている人からして

みれば、６月１日に在職する臨時職員でも、それ以前から在職しているということになるわけ

ですよね。働いている側のほうからしてみれば。だから、ここのところでも、最低でも６月１日

の夏季の手当だけでも、２０日分にできるという可能性は、いくらでもあるんではないでしょ

うか。 
〇議長（小林始君） 

 梶原総務部長。 
〇総務部長（梶原清君） 

 規定のとおりの運用をしていきたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 亀山和子君。 
〇８番議員（亀山和子君） 

 先ほどの学校給食調理員ですけども、夏休み・冬休みの間、どのくらいの期間になるでしょ

うか。 
〇議長（小林始君） 

 梶原総務部長。 
〇総務部長（梶原清君） 

 今、実態については、手元に数字がありませんので、分かりません。また調べて、あとで報

告いたします。 
〇議長（小林始君） 

 以上で、亀山和子君の一般質問を終了いたします。 
 関連質問を許します。 
 ７番、渡辺正秀君。 
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〇７番議員（渡辺正秀君） 
 関連質問をいたします。 
 まず最初に耐震改修という話が出ましたけども、１万１，１００戸あるということなんです

けども、何戸分、予算化しているか教えてください。そして、どれだけ応募があったか教えて

ください。 
〇議長（小林始君） 

 佐藤建設部長。 
〇建設部長（佐藤貞雄君） 

 本市が執り行っております木造住宅の耐震化の支援策でありますけども、まず耐震の診断を

していただいて、それに基づいて、改修、あるいは建て替え、そういった場合の助成等に結び

付けていく制度となっております。 
 まず最初の第一段階の耐震診断の予算化の場合ですけれども、年間、予算的には診断の件数

に対しては３０戸を一応、目途に予算化しておりまして、例年、取り組んでおります。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 １万１，１００戸、それに対して３０戸という答弁でございました。質問の中身を変えます。 
 大久保議員のお話にもありましたけども、地域経済については暗い話、経済・暮らし、大変

暗い話が多いわけです。そういう中で亀山議員の住宅リフォーム助成制度、これはまさに地域

経済に一筋の光を当てるような中身ではなかったかと思います。この間、国も市もさまざまな

経済対策を行ってまいりましたけども、その中で、私、経済対策ということでは必ずしもござ

いませんが、別データで、学校情報通信技術環境整備事業費補助金にかかる発注状況について、

データを持っておるわけですけども、これは文部省の資料です。山梨県では、地元中小企業の

発注率は、わずか５．９％ということになっております。そういうことで、笛吹市はどうでしょ

うか。そして、経済対策交付金にかかる地元業者への発注率を伺いたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 望月副市長。 
〇副市長（望月健二君） 

 経済対策にかかる地元の発注率ということでございますが、最初の情報化につきましてでご

ざいますが、本市で入札に付す場合につきましては、原則、笛吹市に本社本店を第一義として

おります。ただ、要するに、そういった私どもが購入するものが求められないような状況につ

きましては、山梨県内に広げております。県の数値ということですので、その状況が、私ども

と比較しますと、手元に今、資料がございませんので分かりませんが、県内発注率ということ

になれば、その数字をはるかに上回ると思います。 
 それから、それ以外の経済対策の発注率でございますが、先ほど申しましたように、原則、

地元笛吹市に本社本店、それ以外のものについては、笛吹市内に支店営業所を基本にしており

ます。それでも、なおかつ求められないものですから、率にして、おそらく１割以下だと思い

ます。その分については、県内に広げております。正確な数字は、現在、持ち合わせておりま

せんが、傾向とすれば、そんな状況でございます。 
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〇議長（小林始君） 
 渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 正確な数字は、急ですから、当然、出せないと思いますが、非常に少ないということだけは、

明らかになりました。そして国のそういう制度に基づきまして、本当に大企業や中央の企業に

とっては、たしかにプラスになるけども、地域経済には貢献しないという実態も、そういう数

字からも明らかになると思います。住宅リフォーム支援は、地方にやれる突出した地域経済対

策になるのではないでしょうか。畳屋さん、屋根屋さん、工務店、石材屋さん、ガラス屋さん、

内装屋さん、水道屋さん、電気屋さん、すべてが関わってきます。先ほどの亀山議員の一般質

問のとおり、経済効果は抜群です。積極的に取り組む決意を改めて、経済対策という面からお

伺いしたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 佐藤建設部長。 
〇建設部長（佐藤貞雄君） 

 それでは、住宅リフォームについての助成制度の捉え方でありますけども、改めてお答えを

したいと思いますけども、やはり一般的な住宅のリフォームということに対しては、今の段階

では、助成ということはできない状況でありますけれども、まず、その命と安全を守ると、そ

ういった重点的な住宅施策であります耐震化事業、これについては、今現在、進めております

ので、こういった木造住宅の耐震化支援事業について、今後とも取り組んでまいりたいと、こ

のように考えております。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 宮古市の例で、補助額２億３千万円。そして、そこから生まれる事業額が１０億４，５００万

円。４．５４倍です。経済効果は１６億２千万円ということで、７．０４倍になっているとい

うことでございます。これほど経済効果の高い、市との補助制度というものは、ほかにあるも

のではないと思います。そして、こういうことで、本当に先ほど申しました、また、ここの議

員の皆さんでも、そういう仕事に関わっておられる方、いらっしゃいますけども、この地域経

済、笛吹市の経済にとって大きなプラスになるというふうに思うと同時に、この補助額２億３千

万円が、例えば２億３千万円を補助して、経済効果がこれだけ生まれるとするならば、今度は

税の増収という面も出てまいります。私、ざっと考えても、やはり、この補助額を取り戻すほ

どの税の、国保税等も含めますと、税の増収があるのではないかと思いますが、いかがでしょ

うか。 
〇議長（小林始君） 

 望月副市長。 
〇副市長（望月健二君） 

 ただいま、渡辺議員から住宅リフォームの例をとってお話をされましたが、国も行っており

ます経済対策等につきまして、例えば、先ほど申しましたきめ細かな臨時交付金、あるいは住

民に光を注ぐ交付金というのは、できるだけ地元の、普段、要するに大きな仕事がいかない業
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者さんにという配慮をしております。私ども、これまで、そういった形の中で、予算づけにつ

けても配慮してきまして、ほとんどの経費が地元にいっていると思います。 
 そういった中で経済効果でございますが、３・４年間モデルでいきますと、もちろん住宅リ

フォームもそうでしょうが、例えば河川の側溝改修、あるいは舗装整備等を含めまして、いろ

んなものにつきましても、３・４年間で経済効果は期待できるというふうに考えております。 
〇議長（小林始君） 

 渡辺正秀君。 
〇７番議員（渡辺正秀君） 

 この補助に対して７．０４倍というような、こういうものは、いわゆる公共事業においては

期待できない数字でございます。そのことは十分、承知しての答弁だと思います。 
 これだけ非常に有利なというか、経済刺激の大きいものについて、今の答弁では、なかなか

具体的に取り組むということはやられませんでしたけども、ぜひ、積極的に進めていただきた

いということをお願いしまして、次の質問に移りますが、臨時職員の問題でございますが、あ

まりにも賃金が安すぎるというのは、全般の底上げをしていかなければならないんですが、具

体的に１つ、司書さんについて考えてみますと、４年制の大学です。そして４年間、研鑽を積

んで、時給８５０円ということです。これはあまりにも低すぎるということをお感じにならな

いか。そして、それを改善する意思はないか、伺いたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、梶原総務部長。 
〇総務部長（梶原清君） 

 また、そういう人たちにつきましては、言われるとおり時給８５０円でありまして、２３年

度の臨時職員の登録申し込みがすでに、ここで広報するわけですが、来年度につきましても、

基本的には時間短縮の関係で、時間あたりが新しい、日給は６，８００円で変わらないわけで

すが、時間当たりで、来年度の登録につきましては８７８円ということで、日給換算では変わ

りませんので、時間短縮分だけの単価のアップでありますが、来年度も同額で臨時職員の公募

をしていく予定であります。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 関連質問を終わります。 
 一般質問を続けます。 
 ７番、渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 日本共産党の渡辺正秀でございます。議長の許可を得まして、一般質問をさせていただきま

す。 
 ２問ですが、第１番目に小中学校の夏の暑さ対策についてでございます。 
 このところの異常気象のもとで、この夏の暑さは、並みの暑さではありませんでした。小中

学校では４０度を超えた教室もあり、ある小学校では１日に最高１００人以上の児童が保健室

に駆け込んだということであります。教室では、子どもたちがぐったりしてしまって、授業を

集中してやれない状況であったと、先生方、おっしゃっています。 
 私は９月議会、教育厚生常任委員会で小中学校の暑さ対策を求めました。その後、教育委員
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会、学校教育課に赴き、今夏の猛暑の小中学校への影響調査と来夏に向けての対策を求めまし

た。今後とも、夏の暑さが心配です。そこで１つ、今夏の猛暑の小中学校への影響調査結果は

どうであったか、教えていただきたいと思います。 
 ２つ目に、来夏へ向けての対策をお伺いします。 

〇議長（小林始君） 
 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、仲澤教育部長。 

〇教育部長（仲澤和朗君） 
 渡辺正秀議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに、今夏の猛暑の小中学校への影響調査結果についてであります。 
 今年の夏は特に暑さが厳しく、９月半ばまで３５度を超える猛暑日が続きました。甲府地方

気象台の観測データでは、３５度を超えた猛暑日が７月に８日、８月に１６日、９月に１０日

と合計３４日ありました。 
 厳しい暑さが続く中、教育委員会では十分な水分摂取や学校給食での塩分を多めにするなど

の指導を徹底し、また学校においても児童生徒に水筒の持参や屋外での帽子着用の励行、運動

会の練習時には校庭にテントを張り、臨時の日除けを設けるなど、熱中症にかからないような、

さまざまな対策を行いました。 
 しかし、猛暑の影響を受けた学校も多く、特に９月には、運動会の練習のため屋外で授業を

行っていた関係で、１日に１０人を超える児童生徒が保健室で休養をした学校もありました。

７月から９月の間に、暑さのために保健室で休養をした児童生徒の延べ人数は６１５人、医療

機関の受診を勧めた延べ人数は７３人、その結果、熱中症と診断された延べ人数は３人であり

ました。 
 そのような厳しい状況の中ではありますが、保健室で休養をした児童生徒が１人もいなかっ

たという学校も３校あり、一定の取り組みの成果が得られたものと考えております。 
 続きまして、来夏に向けての対策についてであります。 
 来年以降、今年のような暑さが続くのかどうかを予測することは困難ですが、地球温暖化は

確実に進んでいると思われ、年間の平均気温も過去１０年間で平均２度上昇していることから、

今後についても大変、心配されるところであります。 
 暑さ対策については、各学校で工夫を凝らしていただき、緑のカーテンの設置やミストの散

布により室温の上昇を抑えております。また、特に温度が上昇する教室の授業を冷房の効いた

特別教室で行うなどの対策を行ってまいりましたので、今後、この取り組みの成果を検証し、

来夏の暑さ対策に生かしてまいりたいと考えております。 
 また、全国的に見ますと学校に冷房設備を設置する例も見られることから、今後、今年のよ

うな暑さが続くのであれば、本市においても冷房設備の設置について検討を進めていく必要が

あると考えております。しかしながら、市内小中学校には普通教室棟だけでも約２５０教室が

あります。相当の経費を必要とするため、国の暑さ対策などの動向を見ながら検討してまいり

たいと考えております。 
 以上で、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 渡辺正秀君。 
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〇７番議員（渡辺正秀君） 
 学校からの要請もございましたし、また私たちも調査を行い、要求をして学校図書室等への

エアコン設置は、この間、実現してまいりました。しかし、その前から市長室にも、教育長室

にも市役所の全職場に、そして、この私たちの議場にも冷暖房施設は完備しておりました。し

かし、子どもたちの教室には、まともな暑さ対策がされていなかった。このことについて、私

はあまりにも、私自身、無神経だった、中途半端だったと反省しております。市長は、どのよ

うにお感じになったか、市長の所感を伺いたいと思います。今年の状況を繰り返さない対策を、

来年の夏までには行ってほしい、重ねて要請したいと思います。所感を聞かせてください。 
〇議長（小林始君） 

 仲澤教育部長。 
〇教育部長（仲澤和朗君） 

 渡辺正秀議員の所感でございますけども、たしかに今年の暑さは特別であったのかもしれま

せんけども、われわれが子どものときに比べますと、温暖化が進んでおりまして、暑くなって

いるのはたしかでございます。今年の小中学校の状況を見ますと、３０度を超える教室もあり

ました。そんなことで、今年度につきましては、緑のカーテンなどの設置をお願いしたところ

でございますけども、まず学校自体のコンクリートを温めては駄目だということで、緑のカー

テンを今後、設置を推進していきたいと思っております。特に西日が当たる校舎につきまして

は、夜になっても、また朝まで温度が下がらないというような状況のようでございます。私ど

もも確認させていただきました。そんなことがございますから、緑のカーテンで、校舎全体の

温度の上昇を抑えるということとともに、先ほど申しましたように、これから国の動向もよく

注視しながら、積極的な補助事業の取り組みに取り組んでいきたいと思っております。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 私たち、大人の職場は冷暖房がすでに完備しております。何か、子どもは後回しというのは

さかさまではないかというような気もいたしますが、ぜひ、来年はこのような事態を繰り返さ

ないということをお願いいたしまして、次の質問に移りたいと思います。 
 事業のスケジュールが、さまざまな場面で遅れております。また国の補助、あるいは交付金

の見直しということも進んでおります。この財政への影響というものが懸念されておるわけで

すが、この問題について、中間処理施設建設や、それから八千蔵地区の事業、砂原橋の架け替

え、市道の改修等の財源にいかほどの影響を与えるのか、伺いたいと思います。 
 そして、そのような影響がある中で、多機能アリーナ構想、再考すべきではないかというふ

うに考えますが、いかがでしょうか。 
 そして、３つ目に八千蔵地区事業についてでございますが、この間、市は４市の共同事業と

する、そして境川中間処理施設事業と並行して進めるという方針を示しておりますが、これは

地権者および八千蔵地区住民に物心の負担を強いるばかりか、合併特例債期限切れによる市財

政圧迫になると思われます。八千蔵地区事業については、市の責任で事業を行う。そして、合

併特例債期限内に行うという方針に転換すべきだと思いますが、いかがでしょうか。 
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〇議長（小林始君） 
 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、池田経営政策部長。 

〇経営政策部長（池田聖仁君） 
 渡辺正秀議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに、大型事業に関して交付金等の見直しやスケジュールの遅延による財政への影響に

ついて、お答えいたします。 
 まず、甲府・峡東地域ごみ処理施設整備事業における中間処理施設の建設につきまして、お

答えします。 
 施設建設費につきましては、環境影響評価業務の遅延に伴うスケジュール変更により、供用

開始年度が平成２９年度となることから、ごみ処理対象人口の減少や構成４市のごみ排出量の

減量推計等により施設規模縮小の見直しが図られ、それと同時に施設規模の見積もり発注が実

施されているところであります。これを受けまして、建設工事費や用地買収費等の概算額が算

出され、総事業費が組合側から提示されることになっております。 
 この総事業費のうち、構成４市の一般財源の負担額につきましては、国の循環型社会推進形

成交付金と一般廃棄物処理事業債を充当した残りの額ということであり、その額に元利償還金

分の見込み額を合計したものであります。また、この４市合計の一般財源の負担額に、本市の

負担割合である２１．１３％を乗じた額が、本市の自主財源としての負担額となります。 
 この自主財源である負担額につきましては、合併特例債の活用を予定しておりましたが、ス

ケジュール変更により事業完了年度が平成２８年度となることから、合併特例債の活用期限で

ある平成２６年度を越えてしまうことになり、２カ年分の合併特例債の発行が困難となります。

この場合の財源につきましては、組合が起債する一般廃棄物処理事業債により、補填すること

になります。 
 一般廃棄物処理事業債にかかる地方交付税措置は５０％でありますが、今後の施設規模の縮

小等による建設事業費の軽減を踏まえ、財源への影響を極力、少なくしていきたいと考えてお

ります。 
 次に、砂原橋架け替え事業につきましては、現在、国土交通省、関東地方整備局、甲府河川

国道事務所のご指導をいただき、架設位置の協議申請に必要な資料を作成しております。 
 施工予定といたしましては、雨季の出水期には河川内における施工ができないことがあり、

下部工は平成２３年１１月から平成２５年５月まで、上部工製作は平成２５年９月までを予定

しており、上部工架設・床版工・舗装工につきましては、平成２５年１１月から平成２７年３月

までを計画しております。 
 なお、交付金等の見直しに伴います影響につきましては、道整備交付金事業が廃止になった

場合でありましても、代わるべき交付金事業等の動向を注視しながら、合併特例債も有効に活

用し、合併特例期限内の完成を目指し、取り組んでまいります。 
 次に、笛吹川左岸地区幹線道路の改良工事につきまして、お答えいたします。 
 この事業は、県営畑地帯総合整備事業で実施している幹線道路で、県が施工し、市の負担金

２５％で行っているものであります。 
 道路の概要は延長１，３００メ－トルで、車道幅員７メ－トル、歩道幅員３メ－トルであり、

今年度より施工を行っております。２２年度の施工延長５５０メ－トルはすでに発注済みであ
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り、追加工事として１２月に３００メ－トルが発注される予定です。残りの４５０メ－トルが

２３年度、２４年度に発注され、完成の予定となっており、特に影響はないと考えております。 
 なお、八千蔵・高家地域のごみ中間処理施設建設予定地の変更に伴う事業につきましては、

個別のご質問をいただいておりますので、そちらでお答えいたします。 
 続きまして、財政状況の変化の中で、多機能アリーナ構想は再考すべきではないかとのご質

問ですが、本市の財政状況につきましては、議員各位にも、るるご説明いたしているとおり、

健全であります。 
 また、９月に県から発表されました健全化判断比率等の速報値によりますと、本市の実質公

債費比率は、県下１３市の中で最も低い状況であります。しかしながら、財政状況は、経済の

状況や国の制度などにも影響される部分もあるため、本市では１０年間の長期財政推計を毎年

作成して確認してまいります。当然、この長期財政推計には、多機能アリーナ建設にかかる経

費を含む大型施設の費用も計上してあります。 
 今後も計画的な財政経営を行い、人づくり、健康づくり、交流づくりの拠点施設となる多機

能アリーナ建設事業につきましても、推進してまいりたいと考えております。 
 続きまして、ごみ中間処理施設建設予定地の変更に伴います八千蔵・高家地域の事業につい

てでありますが、ご承知のとおり、この地域は、本市と甲府市で、２市のごみ中間処理施設の

候補地として、一度は決定したものであります。本市と甲府市では、この経緯を重く受け止め、

行政としての責任を明確にするため、平成１８年１２月に、八千蔵・高家地域における整備事

業についての基本協定を締結いたしました。 
 協定の内容は、従前の建設予定地であった約５．５ヘクタールの用地を取得し、境川町のご

み中間処理施設建設事業と並行して事業を推進することと、山梨市および甲州市に対しても負

担を求めていくというものであります。 
 以後、この協定に基づきまして、４市の市長で組織いたします八千蔵地域等対策協議会で協

議を重ねた結果、平成２０年５月の第３回協議会において、用地買収については４市が協力し

て負担することが確認され、平成２１年１１月の第４回協議会においては、４市共通の施設と

して広域的な利活用を目指していくことが確認されたところであります。 
 このため、本市単独で事業を行い、合併特例債が活用できる期間での完成を目指すべきであ

るとのことでありますが、ご説明申し上げたような経過の中での事業でありますので、境川町

のごみ中間処理施設建設事業の状況を注視しながら、４市の合意に基づきまして、この地域の

活用を推進してまいりたいと考えております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 私は、１０年間の財政シミュレーションについて書かれていることは、平成３３年になると

基金が底をついて、しかも歳入を歳出が上回る、赤字団体に転落すると、こういう中身ではな

いかというふうに指摘してまいりました。この財政シミュレーションに関しまして、市の多機

能アリーナ建設との関係で、基金の積立額がオーバーして、財政的には大丈夫と。このシミュ

レーションをつくった昨年３月に比べ、財政状況は基金が余分に積み立てて、よくなっている

んだと、こういう説明がされてまいりました。 
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 ところが、今日の、先ほどの答えから見ますと、マイナス要因が非常に大きいということで

あります。事業の遅れに伴って、特例債も使えなくなって、自主財源でやらなければならない

部分、そして交付金のすべてとは言わなくても減っていく、こういうもの、数億、あるいは十

数億という金額になるのではないかと思います。 
 こういうマイナス要因を言わずに、有利なことだけ言っているということでは、議会をも市

民をもミスリードするばかりか、財政運営を誤ることになる、こういう説明の仕方は改めるべ

きではないかと思いますが、いかがでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 池田経営政策部長。 
〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 再質問のマイナス要因の面も含めて、しっかりしたものを説明しなさいというお話であろう

と考えておりますけども、先ほど答弁いたしましたとおり、国の経済状況等の変化の中で、本

市の財政推計も影響があるものと考えております。そのために、毎年度、推計を確認しながら、

どのくらいの行政改革が必要なのかということも踏まえまして、推計をしていきたいというふ

うに思っております。基本的に財政問題につきましては、歳入があって歳出があるんだという

ことが基本であります。限られた財源の中で、どれだけの行政サービスができるか、そのへん

も含めて、毎年度、推計を見直していきたいというふうに思っております。 
〇議長（小林始君） 

 渡辺正秀君。 
〇７番議員（渡辺正秀君） 

 八千蔵地区事業について、続けてお聞きしたいと思います。 
 ４市共同でといっておりますが、３市に対して、どれほどの財政負担を求める考えか。また、

どれほどの財政負担が期待されるのか。先ほども、若干ございましたけども、この点について、

金額的に言えば、跡地の買収というようなことを考えた場合、どの程度のことが期待できるの

か、まずお伺いしたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 池田経営政策部長。 
〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 八千蔵地域等にかかります４市の対応につきましては、先ほどご説明したとおりであります

けども、その中で土地の購入費、それから４市の共通な施設という部分の負担割合につきまし

ては、これからの協議でございます。したがいまして、ここでどのくらいというお話はできま

せん。 
 それから土地の買収関係でございますけども、それはどの程度の４市の共通利用ができるか

ということも踏まえまして、これからの協議になろうというふうに考えております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 大変、不透明でございますし、この前のごみ処理施設についても、バイオマス施設ですね、

これについてでも他市の了解を得られなかったと。大変、これは不透明な話ではないかと思う
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わけです。そうした中で、補助金を除く事業費を１００とすると、合併特例債適用事業では、

利子を除く自主財源は３３．５です。ところが、中間処理施設事業と並行してということでは、

平成２６年度を越え、合併特例債は使えなくなります。交付税算入の他の地方債がなければ、

丸々１００の自主財源が必要となります。その際、特例債適用事業との差額、６６．５を３市

が負担することは期待できるのだろうかという疑問が湧きます。期待できないのではないでしょ

うか。重ねて、八千蔵地区事業は笛吹市が責任を持って、２６年度までに行うべきであると考

えます。３市の八千蔵地区に対する責任は、別の形で果たしていただくよう働きかけるべきで

はないでしょうか、見解をお伺いしたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 池田経営政策部長。 
〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 当該地域につきましては、現在、進めております境川地域、中間ごみ処理施設と並行してい

くと。現在、境川中間処理施設につきましては、２４年度用地買収に入りたいというような方

向のスケジュールでございます。必然的に八千蔵・高家地域につきましても並行していくとい

うことでございますから、やっぱり、そのへんも意識しながら、早めにどのような施設が可能

なのかということの結論付けをしなければいけないんではないかと。その中で２６年度までの

施設になるのか、それ以降にかかる施設になるのか、そのへんの見極めをしていく必要がある

というふうに考えております。 
 なお、内部につきましては、いろいろなことを検討しております。当協議会には幹事会がご

ざいまして、その中でもいろんな事業、県の事業でありますとかという部分につきましても、

情報交換のやりとりをしております。具体的なお話につきましては、まだ公表できる段階になっ

ておりません。これからだろうと考えております。ご理解をいただきたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 渡辺正秀君。 
〇７番議員（渡辺正秀君） 

 この問題については、全員協議会の場で、１つは甲州市、山梨市、こういうところは、境川

がもし駄目なら、もう一度、八千蔵地区にという、保険をかけているんだという、そういう話

がありました。地元の方々に言わせれば、これほど馬鹿にした話はないと、そういうことでし

た。 
 こういう地元を馬鹿にした話を、平気で承ってくるということは、ぜひ止めていただきたい

ということは１点、指摘したいと思います。 
 それから、もう１つ。全員協議会の場で、笛吹市が責任を持って事業をやるということで、

それで議会で了承が得られるならば、それもいいだろうと。そうしても構わないということを

市長がお答えになっておりますので、ぜひ、笛吹市として責任を持って進めていく。そして２６年

度までにやるという方向で、検討を進めていただきたいことをお願いいたしたいと思います。 
 次に多機能アリーナに関して、質問いたします。 
 市長は昨年１１月の市民ミーティングで、皆さんがやれということならば、多目的ホールを

進めたいと答えております。これは一宮の市民ミーティングで、そのように答えています。ア

ンケート結果も６割が慎重反対、署名活動を通じて、私は圧倒的な市民の声は、多機能アリー

ナを見直せ、こういうものだと一層確信を深めました。市民ミーティングの市長の言明、約束
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を守れば、進めるのではなく進めないという結論になると思いますが、いかがでしょうか、お

伺いします。 
〇議長（小林始君） 

 池田経営政策部長。 
〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 今回の多機能アリーナ構想につきましては、昨年７月に議会にもお示しし、市民ミーティン

グの中で、市民の声も承りながら進めていくと。基本的には、これまでの公共事業と手法を変

えまして、市民との協働、いわゆる市民の意見、市民と一緒に、この事業に取り組むというス

タンスでございましたから、いわゆる検討委員会といわれる４４名、各団体、地域の代表者の

皆さまにご協議いただく機会をつくったというものでございます。その前提といたしまして、

やはり市民アンケートを実施したというものでございます。４４名の検討委員会というのは、

いわゆる検討課題につきましては、市民アンケートで抽出された課題につきまして、ご論議い

ただいた。その結果につきましては、その後も経緯も含めて、ご承知のとおりというふうに考

えております。いわゆる市民ミーティングでの意見は、賛成意見が多いところと反対意見が出

されたところとそれぞれありまして、そのへんの判断をどうするのかということでございます

けども、いわゆる、そこの部分は、いわゆる検討委員会で賛成・反対の両論併記という、これ

に集約されたのではないかというふうに、私どもは認識しております。 
 以上でございます。 

〇議長（小林始君） 
 渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 これは明確に記録にも残っておりますが、皆さんがやれということならばと、皆さんという

のは、これは市民ミーティングの場ですから、市民の皆さんと、市民全般の皆さんということ

であります。そういうことであるならば、アンケート結果でも、それからその後の署名活動で

も、これは市長の言明、約束を守るならば進めないという結論になると、私は思います。市長

は常々、市民が主役の市民第一と言っておりますが、ぜひ、そのように進めていただきたいと

思います。 
 以上で、質問を終わります。 

〇議長（小林始君） 
 以上で、渡辺正秀君の一般質問を終了いたします。 
 関連質問を許します。 
 ８番、亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 渡辺議員の質問のうち、多機能アリーナのことについて、関連質問させていただきます。 
 建設検討委員会がありまして、その建設検討委員会の中には、学識経験者３名がいらっしゃ

いました。その検討委員会や各種団体や、それから個人の意見を適切にまとめた上で、この３名

の方は進める場合にクリアしなければならないという問題を提起しておりました。簡単にまと

めると、７つほどになると思いますけども、１つは財政悪化を前提とした検討をするというこ

と。それから優先課題に関して、市民合意が得られること。それから建設コストとか、維持管

理コストの調達方法。４つ目として、既存の施設との関連をどうするのか。５つ目としては、



 ６０ 

施設内容の再検討が必要ではないか。６つ目では、具体的に共通認識が必要だ。７つ目として

は、諮問的意味も含めて、住民投票もやむを得ないのではないかというふうな、７つの提案を

していらっしゃったと思います。これらの学識経験者の皆さんが提案した、これらのうち、ど

のように検討されているのか、この７つの何がクリアされているのか、お伺いしたいと思いま

す。 
〇議長（小林始君） 

 池田経営政策部長。 
〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 学識経験者のご意見の中で、大まかに７つに分けられるというご意見ですね。財政の問題に

つきましては、先ほどの渡辺議員のご質問に答弁したとおり、財政推計をしっかりしながら、

しっかりした財政健全化を維持していこうという中で、これを実現していきたいと。 
 優先の問題でございますけども、これにつきましては、いわゆる本市にそれだけの施設、本

市の身の丈に合った施設がないということであります。そのために、これは本市のスケールメ

リットを生かした、これからの行政経営をしていくためにも、これは必要であろうというとこ

ろでございます。 
 それから既存施設をどうするのかと。実は既存施設につきましては、検討委員会の中でも資

料として提示いたしました。その中に、その当時の市の考え方を記載しまして、それを各団体

の構成員にもご検討いただいていると。その内容につきましては、いわゆる６つ、ないし７つ

の町村が１つになりまして、それぞれの施設に同様な施設があると。その施設の価値を、これ

から高めることをしていく必要があると。でなければ、その施設はいずれなくなってしまうの

かというところも踏まえて、向こう３年間くらいのうちに公共施設白書、これをつくりまして、

その後の施設利用の方向性を出していきたいと。その中に多機能アリーナを位置づけしながら、

いわゆるスポーツ関係、文化的な施設関係、ハブ的な機能を持たせながら、これが活用できた

らというお話でございます。 
 それから諮問的な部分で、住民投票という部分もありましたけども、それは野澤今朝幸議員

のご質問に答弁した内容でございます。 
 それから答弁漏れがありましたら、再度ご指摘いただきたいと思います。 

〇議長（小林始君） 
 亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 今、学識経験者の方が７つ提案していた中身について、部長に答えていただきましたけども、

具体的には、例えば優先課題に対する市民合意、本当にこれが、市民合意が得られているのか

ということについては、大変、疑問に思っているところでありますし、その後、反対の署名が

２万１千余も集まったことから察しますと、本当に市民合意が得られているということは、到

底、理解できないことであります。 
 それから諮問も含めて、住民投票も学識経験者の方が提案しているわけですけども、このこ

とについても、きちんと３氏の諮問には答えていないのではないかなというふうに考えており

ます。それはまた、答弁ください。 
 それから２つ目の関連に入りますけども、今、一部には多機能アリーナ建設は、先ほど、る

る答弁の中にもありましたけども、議会で承認されて決まったことだから、前に進めるしかな
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い、前に進むんだというふうな答弁が繰り返しありましたし、そういう声もあります。本当に

そうでしょうかと思っております。正しくは、１，６８５万円の多機能アリーナ事業調査費が

議会で承認されたということだというふうに思います。また、いったん決まったものでも修正

もあり得ますし、中止もあり得るわけです。例えば、御坂の体育館のトイレの改修工事は、お

よそ５千万円の事業費が可決された経緯がありますけども、議員の指摘で工事内容が変更され

て、最終的には５００数十万円で改修されたということもあります。また、ホタルの里の左岸

事業も調査費や工事費、請負費の可決後に諸般の事情で中止になったという経緯もあります。 
 そういうふうに、諸般の事情の中で市民に理解されないことは中止、あるいは見直し、その

最大の理由になるんではないかなというふうに考えております。一部の多機能アリーナ建設は、

議会で承認されて決まったことだから前に進めるしかないという声、そういう声がたくさんあ

るわけですけども、本当にそのとおりなのか、見解を伺いたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 池田経営政策部長。 
〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 答弁の前に、多機能アリーナ建設検討委員会の３人の学識経験者からのご意見を、報告書に

参考ということで掲げさせていただいております。そこの分でございますけども、それをもと

に、市、それから議会で判断をしてくださいという意味だろうというふうに考えております。

再々質問の市民合意につきまして、私どもは現在、すべての市民がこの事業の内容等について

理解し、それから判断しているとは考えておりません。そのために、１０月１日付けで多機能

アリーナ建設班を設けまして、推進体制をつくったところでございまして、１０月から積極的

な情報提供に努めながら、１人でも多くの市民のご理解、合意をいただくような方向を求めて

いきたいというふうに考えております。 
 それから住民投票につきましては、先ほど来からお話をさせていただいておるとおりでござ

います。 
 それから１，６８０万円の、これは補正であって、その後の予算という部分、見直しもあり

えるんだよというようなご質問でございますけど、１，６８０万円の補正予算の中身につきま

しては、基本設計業務も含めてという予算額でございまして、私どもは議決していただきまし

た１，６８０万円の予算額で、予算計上時にお話をいたしました基本設計、概略設計をつくる

ため、取り組んでおるという状況でありますので、ご理解をいただきたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 亀山和子君。 
〇８番議員（亀山和子君） 

 ２つ目の関連のことで、もう１回、所見をお伺いしたいと思います。 
 １，６８５万円の事業調査費が承認されたということであります。このことが前に進めるし

かないということになるのか、そのことについての見解を伺いたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 池田経営政策部長。 
〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 １，６８０万円の補正予算を議決していただいたということは、その事業について執行しな

ければならないという、私どもは義務を持っております。ですから１，６８０万円は基本設計
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業務でありますので、基本設計業務はなんのためにするのかと言えば、その建設に向けて進め

るというふうに認識しております。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 もう１点、小中学校の暑さ対策について、お伺いいたします。 
 なかなかクーラー設置というところまで、答弁がこぎつけませんでしたけども、例えば学校

の最上階のところであるとか、あと、それからこの間、石和の富士見小学校に行く機会があり

ましたけども、あそこは新校舎に西日が当たって大変だという話も聞きました。それで、西側

の窓によしずを張っておりました。一気に全教室クーラー設置というところは、なかなか大変

かと思いますけども、例えばそういうところ、最上階の暑いところ、順次にクーラーを設置す

るということにはならないでしょうか、お伺いします。 
〇議長（小林始君） 

 仲澤教育部長。 
〇教育部長（仲澤和朗君） 

 亀山議員のご質問にお答えします。 
 議員のおっしゃるとおり、最上階であります３階、あるいは４階につきましては、屋上を天

井に持っておりますから、非常に暑さが厳しいわけですが、私どもも先ほど答弁を申しました

ように、校舎自体の温度の上昇を抑えるということで、よしず、あるいは緑のカーテンという

ような設置でございますけども、今年度、屋上には太陽光発電のパネルも設置させていただき

ました。かなり、各学校の校舎のほぼ全面を覆うような形でパネルも設置されております。考

えようによりますけども、そういったパネルも屋上のコンクリの暑さを妨げる一部になるかと

思います。 
 そうは申しましても、全体的にコンクリ自体が温まっておりますから、学校の教室内もなか

なか温度が下がりません。そういったことで、先ほど答弁を申しましたように、国の動向も十

分踏まえながら、よく注視をしながら、もし実施するであれば、そういった最上階、暑さの大

変なところから実施していきたいと思っております。 
 なお、熱中症対策でございます。児童生徒の健康を守るためには、これからもよく、そういっ

た情報のほうを注視して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（小林始君） 
 よろしいですか。 
 （はい。の声） 
 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時といたします。 

休憩  午後 ２時４９分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ３時００分 
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〇議長（小林始君） 
 再開いたします。 
 一般質問を続けます。 
 ２１番、川村惠子君。 

〇２１番議員（川村惠子君） 
 公明党の川村惠子です。 
 通告に従い、一般質問をさせていただきます。 
 まずはじめに、住基カード普及への今後の取り組みについて、お伺いします。 
 総務省は、住民の利便性と向上と国および地方公共団体の行政の合理化のため、平成１５年

より住民基本台帳ネットワークという、全国共通の本人確認ができるシステムを構築し、これ

を利用して、パスポートの申請、市町村間の転入・転出の簡素化、郵便局・銀行窓口等への身

分証明などに利用できるということであります。本市においては、住基カード普及促進の取り

組みとして、１２月３日の本会議場で市長から行政報告がありましたように、住基カードの取

得への周知活動、また取得への環境の整備など、積極的に、また果敢に取り組まれた結果、１１月

３０日現在、１万５，１７９枚、２１．２７％という報告がありました。 
 また平成２３年３月からは、住民票等のコンビニ交付が開始されます。行政にとっても市民

サービスの向上や窓口業務の負担軽減といった導入効果が見込まれます。総務省によると、コ

ストの軽減にも結びつく効果が見込まれるとのことでもあります。 
 そこで、以下の点について伺います。 
 今後の交付率の目標と、また現在、住基カードの多目的を進め、利便性向上を図り、普及を

推進する自治体が増えております。多目的利用として、実際に行われている例としまして、住

民票の写し、印鑑登録証明書以外に税関係、戸籍等の証明書の交付をはじめ、図書カード、商

店街と連携したポイントカード、温泉巡りポイントサービス等、さまざまなサービスの提供が

行われておりますが、笛吹市として、今後どのようなサービスを拡充していくのかをお伺いい

たします。 
〇議長（小林始君） 

 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、加藤市民環境部長。 

〇市民環境部長（加藤寿一君） 
 川村恵子議員の一般質問にお答えいたします。 
 住基カードにつきましては、平成１５年８月から住民基本台帳ネットワークシステムのサー

ビスの１つとして交付を開始し、平成２１年度の自動交付機での印鑑証明書および住民票の写

しの取得割合は３割を超え、市民サービス向上に寄与しているところであります。また、写真

付き住基カードにつきましては、身分証明書としての活用もいただいております。 
 住基カードの取得促進については、１５分以内の即日交付を基本に、来庁者に対し窓口での

勧誘を行っております。また、日曜窓口の即日交付につきましては、１０月と３月の強化月間

では毎回、他の月では第１、第３の日曜日に実施しております。 
 この他、イベントでの啓発活動や市ホームページでの動画発信、また広報紙等を通して普及

活動を行い、１１月末日現在の交付率は２１％に達しております。また、平成２３年３月から

はさらなる利便性向上を目指し、コンビニでの住民票と印鑑証明書の交付を開始することとし、



 ６４ 

当面はセブンイレブンにおいて実施できるよう準備を進めております。 
 ご質問の今後の住基カード交付率の目標については、平成２４年度中には住基カード交付率

３０％達成を目標とし、これまでの取得促進に効果のあった窓口での来庁者への声かけによる

取得勧奨を中心に、交付率の拡大へ向け啓発活動を展開してまいります。 
 次に、住基カードを使用してのサービスの拡充につきましては、これまでサービス拡大項目

として検討してきました図書カード機能の追加について、図書館の図書利用者カードのシステ

ム入れ替えに合わせて、住基カード読み取り機能を備えたシステム導入を検討しているところ

です。また平成２４年、開館予定の県立図書館での住基カードの図書カードとしての利用も計

画されておりますので、便利なカードとして付加価値を高め、より多くの市民の皆さま方に住

基カードを取得していただけますよう努めてまいります。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 川村惠子君。 

〇２１番議員（川村惠子君） 
 部長のほうから、今、答弁をいただきました。図書カードということは、１９年度のマニフェ

ストのときから、ずっと改善していくということで、検討していくということで書かれており

まして、実際には２２年度になっておりますので、この早期の実現をお願いしたいと思います。 
 先ほど言いましたけれども、多目的に利用できる方法はないかということで、私も全国的な

ことをネットで調べてさせていただきましたけども、近くでありましたら、富士吉田市内では

住基カードの普及促進ということで、市内にある企業と連携をしながら、ホテルとか、そういっ

たところの募集をしながら、そういったところを利用する場合、住基カードを受け付けで提示

されますと多少の割引があったり、そういった宿泊、温泉の割引があったりということをやっ

ておりますし、また北海道のほうでは市内の温泉施設を利用する場合、その住基カードを提出

して、１０回行きますと、そのうち１回は無料で入浴ができるという、そういった形でサービ

スをされております。そのことに対して、また交付率が高いところほど、いろんなサービスを

市の方が考えていらっしゃるということもありますので、また図書カード以外に、そういった、

たくさんの多目的な利用がありますけども、その点については、どういうお考えでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 加藤市民環境部長。 
〇市民環境部長（加藤寿一君） 

 川村惠子議員の再質問にお答えをいたします。 
 今、富士吉田市の例、あるいは北海道の例と、いくつか多目的利用の例をご紹介いただいた

わけでございますが、基本的には今、申し上げましたように、まだまだ住基カードそのものの

多目的利用ができます。地方自治情報センターの情報では、その基本的な項目としての、いく

つかの例がございまして、その中の１つが図書カードの利用ということでございますので、平

成１９年以来、検討してきたところでありまして、これをまずは、やっていきたいというふう

に思っております。 
 それから、あと今、ご提案がありましたような、商店街とか、あるいは公共施設の割引サー

ビスについても、これも１つの利用促進の方法かなというふうには考えておりますので、これ

らの多目的利用の次のステップとして、それらを実際、行っているところの効果などを検証し
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ながら、次のステップの検討材料とさせていただきたいと思っております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 川村惠子君。 

〇２１番議員（川村惠子君） 
 ぜひ、普及から活用へということで、本当に皆さんが、市のほうでも本当に力を入れて、交

付率を上げておりますので、いかにその交付率を上げて、そこからまた活用していくかという

点を考えていただきたいなというふうに思います。 
 それと平成２０年度から平成２２年度の３年間に限り、住基カードの交付手数料を無料化に

する市町村に対して、国としての特別交付税が措置されておりました。その期限も、この２３年

の、あと３カ月ちょっととなりました。その中で、今回、条例改正の中で、笛吹市としては、

２４年度まで手数料を取らないということになりましたけれども、これは市独自でしてくださ

るということでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 加藤市民環境部長。 
〇市民環境部長（加藤寿一君） 

 川村惠子議員の再質問にお答えをいたします。 
 今回、条例でお願いしてあります改正でございますが、住基カードの無料交付は平成２４年

度までお願いしたいと。２年間の延長をしてございます。平成２２年度までは、国のほうでも

取得促進をするということで、特別交付税措置がされてきたわけでございますが、現在の時点

におきましては、それ以後の延長というものの約束がされておりません。したがいまして、現

時点では市が独自で行うということにはなるかと思いますけども、県への、あるいは国への要

望の中で、今回、コンビニ交付を導入します６つの市と町がございますけども、これらの市と

町とも併せまして、引き続き特別交付税措置が行えるようにという要望をしているところでご

ざいます。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 川村惠子君。 

〇２１番議員（川村惠子君） 
 分かりました。それと、皆さんの声を聞きますと、本所だけではなくて、支所でも交付の受

付をしてもらいたいたという声を聞いております。実際にマニフェストの中にも、そういった

ことが謳われておりますが、その点についてはいかがでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 加藤市民環境部長。 
〇市民環境部長（加藤寿一君） 

 現在、本所で２つの系統で、住基カードの発行ができるということでございます。 
 支所につきましては、即日交付はできませんので、申請をいただいて、あと郵送でお送りす

るというような方法をとっておりますし、また日曜窓口、通常でありますと第１と第３の日曜

日、それから３月と１０月は毎週の日曜日に、本庁以外の、石和地区以外の方につきましても、

そこで取得をしていただきたいという部分をお願いしてございます。 
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 今、ご質問にありますように、各支所にも同じ機能の発行する機械を設置すればいいんです

が、これが相当額、多額です。たしか、７００万円ぐらいかかるんではないかと思っておりま

して、非常に多額の費用がかかるものですので、なかなか、これを導入するのは難しいという

現実がございます。そういう意味で、今、あるこのサービスをＰＲしながら、ちょっと本庁ま

で来るのは大変かとは思いますけども、市民の皆さまにも大変、利用しやすくなりますので、

そのことも含めて、ご協力をいただきながら、住基カードの普及を進めてまいりたいと思って

おります。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 川村惠子君。 

〇２１番議員（川村惠子君） 
 それと多目的利用については、本当に現行、事務システムとか、リンクとか、大変、多くの

課題が含まれているということも承知しております。その中にあって、ｅ－Ｔａｘを利用して

確定申告をされている方も、ここ何年かで増えておりますし、通常の確定申告でしたら、還付

金が１カ月から１カ月半かかったり、また、このｅ－Ｔａｘでありますと、２週間程度で還付

されるといった利便性もありますので、そういったことの住基カードの発行と今後、そういっ

たｅ－Ｔａｘの申請の関連は、どのようにお考えでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 加藤市民環境部長。 
〇市民環境部長（加藤寿一君） 

 ｅ－Ｔａｘにつきましては、住民基本台帳を取得されて、なおかつ個人認証をされた方とい

うことでございます。昨年ですと、このｅ－Ｔａｘを利用される方もだいぶ増えてまいりまし

た。これらにつきましては、制度、ｅジャパン計画という国の計画に則っての制度でございま

すので、その個人認証の取得、それからインターネットを通じて、自宅において、全部、申請

ができるという、その利点につきましても、税務課、あるいは収税課等も連携をする中で、市

民の皆さまにＰＲして、その住基カードの取得促進と、なおかつ、このｅ－Ｔａｘの利用とい

う面でも進めていきたいと考えております。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 川村惠子君。 

〇２１番議員（川村惠子君） 
 ありがとうございました。 
 本当に交付率県下一の笛吹市でありますし、先ほども言いましたけども、いかに活用してい

くかは、今後の課題になっております。私自身も数多くの人に住基カードを取得していただく

ように声かけをさせていただきながら、２問目に移らせていただきます。 
 杖ホルダーの設置についてでありますが、今後、ますます高齢化が進み、杖を利用する高齢

者や障害者への配慮として、銀行等でも誰でも利用しやすいバリアフリー店舗づくり、またお

客さま満足の向上に向け、各種取り組みを行っております。その１つの例として、杖ホルダー

の設置があります。窓口カウンターで、手元に杖を立てかける場所がなく、すぐ倒れて、拾い

上げるのが大変という、苦労をされております。お客さまの声に対応したものであります。ま
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た、杖ホルダーはさまざまな太さ、長さの杖だけではなく、雨傘、日傘にも利用可能となって

おります。病院等でもカウンターの上に、ここに杖を置いてくださいと書かれた小さなマット

を見たことがあります。本市におきましても、市民サービスの１つとして、市役所や図書館の

窓口、トイレなどに杖ホルダーの設置を望むものですが、お考えをお聞きいたします。 
〇議長（小林始君） 

 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、中川保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（中川啓次君） 
 川村惠子議員の杖ホルダーの設置について、お答えいたします。 
 年々高齢化が進み、本市の高齢化率も２３％を超えており、まもなく４人に１人が６５歳以

上の高齢者となってまいります。 
 年齢が高くなるとともに、足腰の筋力の低下などが進む中、外出される際に杖などの補助具

を利用される高齢者が多く見受けられます。歩行補助や転倒防止のための杖につきましては、

Ｔ字杖、多点杖、ロフストランド杖などさまざまなものがあり、身体の状況や好みに合わせて

使用されております。 
 ご質問の杖ホルダーは、使用していないときに杖を立てておく器具で、テーブルなどに固定

しておき、そこに差し込んで固定するものと杖自体に取り付けておくものがあります。窓口な

どのカウンターに設置するものにつきましては、杖のフレームの太さや形状によって取り付け

ることができないものがあると聞いております。また、トイレなど場所によっても取りつける

ホルダーが異なってまいります。 
 そういった状況を踏まえまして、関係団体のご意見や先進事例などを参考にしながら、高齢

者や身体障害者の利用の多い施設から設置を検討してまいりたいと考えております。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 川村惠子君。 

〇２１番議員（川村惠子君） 
 前向きな答弁をいただいて、ありがとうございます。 
 設置に向けて検討していくということでありましたけれども、具体的にいつぐらいに設置を

していただけるのか、分かりましたら教えてください。 
〇議長（小林始君） 

 中川保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（中川啓次君） 

 杖ホルダー自体につきましては、基本的に数千円程度の安価なものでございますが、取り付

ける場所によりまして、特殊なものも必要となってまいりますので、私どもの手元で調べた状

況ですと、特殊なものにつきましては、１万円、２万円というような高額になってくるものも

ございますので、多少、安価とは申しましても、本年度の予算でというような状況にはなりま

せんので、新年度、ある一定の予算枠を計上する中で、新年度から順次、必要性の高い場所を

選びまして、まず、私どもの保健センターでありますとか、ご質問にありました図書館、窓口

カウンター等、順次、設置のほうを進めていきたいと考えております。 
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〇議長（小林始君） 
 川村惠子君。 

〇２１番議員（川村惠子君） 
 それと杖を受けるのに、弱視の方とか高齢者の方は黄色の色が見やすいというふうに調べま

したら、載っておりました。また足の不自由な方、高齢者などに配慮した杖ホルダーの設置は、

杖が倒れないように、どこに置こうかといった心の負担を軽減するためにも、一日も早く、設

置に向けていただきたいと思っておりますし、また先ほど部長からありましたけども、安いも

のから、１万円以上するものもありました。中央市においても、早速、付けていただいたとい

うこともありますし、本当にちょっとしたことですが、それが転倒防止にもなったり、先ほど

言いましたけども、心の負担の軽減にもなると思いますので、重ねて来年の、２３年度の早々

に、今から予算を組んでいただいて、各窓口に付けていただきたいことを要望しまして、質問

を終わります。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（小林始君） 

 以上で、川村惠子君の一般質問を終了いたします。 
 関連質問を許します。 
 （ な し ） 
 関連質問を終わります。 
 一般質問を続けます。 
 ２番、志村直毅君。 

〇２番議員（志村直毅君） 
 笛政クラブの志村直毅でございます。 
 小林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。 
 はじめに保幼小中高連携について、伺います。 
 本市では昨年、平成２１年度を笛吹教育元年と定め、笛吹市教育ビジョンの具現化への取り

組みが進められております。また保育所における保育のあり方について、基本的な方向性を示

す笛吹市保育所ビジョンも策定し、保育所を取り巻く現状等、目指すべき保育の将来像を示し、

保育行政も同ビジョンに基づいた取り組みに着手されているものと思われます。 
 昨年の１０月には、現場からの教育改革リレーフォーラムｉｎ笛吹を開催し、現状の把握と

課題の掘り起こしを行い、その中で保幼小中高の連携についても議論されました。保幼小連携

は、すでに十数来の課題でもあると思いますが、こうした状況を踏まえ、本市の保幼小中高連

携の具体的な取り組みについて、伺います。 
 まず笛吹市教育ビジョンには、各校種間の連携として、小中学校の連携および保幼小中高の

連携が掲げられていますが、本ビジョンは教育振興基本計画に先んじて策定されており、施策

体系として、総合計画とビジョンとの間に位置づけられる教育基本法第１７条第２項に基づく

本市の教育振興基本計画を策定する考えはあるでしょうか。 
 次に保幼小連携や保幼小中連携は現代的な課題として、特に９０年代から、その必要性が指

摘されてきておりますが、本市が地域に貢献できる人づくりを目指して、中高の連携も含めて

提唱していることの意義および、また実践の内容は具体的にどのようなものでしょうか。 
 また、保幼小中高連携会議を設置し、公私を超えて本音で語り合い、連携に向けての課題や

取り組みの議論を行っていると思われますが、そこから連携の取り組みは具体化されているの
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か、お尋ねします。 
 私は小１プログラムとか、中１ギャップというフレーズが、周囲が子どもたちに対して問題

視するように使うのを好みませんが、実際には小中学校への入学というのは大きな節目である

といえ、児童生徒にとっても未知な部分も多く、その意味ではギャップでもあり、ステップで

もあると考えます。 
 そこで、小学校から中学校への接続について、教育課程や環境の変化による学力低下や不登

校などの懸念も少なからず聞かれるわけですが、児童、生徒、保護者、教員それぞれの具体的

な連携は十分に取り組まれているのか、お聞かせください。 
 また保育所、幼稚園等から小学校への接続について、小学校１４校において就学等の地域性

もあるかと思われますが、具体的な連携の取り組みが同水準で行われているでしょうか。 
 そして、スタートカリキュラムやアプローチカリキュラムを編成することの意義や効果は、

文部科学省の幼児期の教育と小学校教育の円滑な接続のあり方に関する調査研究協力者会議に

おいても議論され、この１１月に報告が出されていますが、本市においても幼児期の教育と小

学校教育の円滑な接続を図るために、速やかにスタートカリキュラムの編成を全校で実施する

べきと考えますが、ご見解を伺います。 
〇議長（小林始君） 

 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、山田教育長。 

〇教育長（山田武人君） 
 志村直毅議員の一般質問、保幼小中高連携についてにお答えをいたします。 
 まず１番目の、教育振興基本計画を策定する考えはあるかについて、お答えいたします。 
 教育振興基本計画につきましては、先ほども志村議員のほうでお話がありましたように、教

育基本法第１７条第２項において、地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基

本的な計画を定めるように努めなければならないとされております。 
 本市においては、笛吹市総合計画に基づいた学校教育ビジョンが先行策定されております。

学校だけではなくて、さまざまな教育機関の事業をつなぐものとして、教育振興基本計画の策

定も視野に入れ、今後、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。 
 続きまして、保幼小中高連携の意義および実践の内容について、お答えをいたします。 
 保幼小中高連携の意義につきましては、笛吹市に生まれ成長していく子どもたちに対して、

校種を越えた共通理解のもとで、それぞれの目標に向かって、より質の高い保育や教育を行い、

さらに地域に対しては教育力の再生をも目指していこうとするものでございます。 
 行政区分や公・私立の違い等がありまして、さまざまな点から連携が困難な部分もあります

けども、本市が育てようとする子ども像を共通理解してもらいながら、お互いが膝を交え、そ

れぞれの接続における課題や願いを出し合うための話し合いを保育園や幼稚園、小学校、中学

校、高等学校の先生方が一堂に集まり、今、進めておるところでございます。このような連携

会議を進めることにより、異校種間の接続がよりスムーズに進められるものと考えております。 
 続きまして、保幼小中高連携会議で議論された課題や取り組みは、具現化されたかについて

お答えいたします。 
 昨年度より、本市の小中学校においては、子どもたちにきちんとした、あいさつ・聞き方・

言葉遣いを身につけさせようと取り組んでおり、今年度は保育園用に新たに平仮名のポスター
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を作成し、配布したところでございます。今、ここへ持ってきてございますけども、平仮名で、

こんなふうなポスターを作りまして、これを保育園のほうへ配布させていただきました。 
 保幼小中高連携会議においても、本年度はこの活動を市内にあるすべての保育園、幼稚園、

そして高等学校に広げ、校種を越えて共通した取り組みをしておる最中でございます。 
 続きまして、小学校から中学校への接続において、児童、生徒、保護者、教員の具体的な連

携について、お答えいたします。 
 小中学校においては、不登校や中１ギャップなどの教育課題解決に向けて、交流や情報交換

などが今、行われております。本市においては、小中の教職員が一堂に会して教育問題を話し

合い、研究し合う教育協議会という組織がございまして、その中でも小中の連携については、

大きなテーマとして取り上げられております。 
 具体的には、中学校区を中心に中学校の先生が小学校６年生の授業参観をしたり、小学校の

先生が卒業させた子どもたちの授業参観をしたり、中学校の先生が小学校６年生の保護者に学

校の様子を説明したりというような、さまざまな取り組みが今、行われております。本市にお

いては、古くから小中の連携の重要性が叫ばれており、先に述べたような取り組みが行われて

きました。 
 保護者の皆さまについても、これまでの取り組みについて理解を得ているものと思われます

が、より一層連携の必要性や家庭の協力を呼びかけていきたいと思っております。 
 続きまして、保育園・幼稚園から小学校への接続において、具体的な連携が同水準で行われ

ているか、またスタートカリキュラムやアプローチカリキュラムの実施についてどうかという

ことについて、お答えをいたします。 
 教育課程の編成につきましては、学校が主体となり、学習指導要領に基づき、児童生徒や地

域の実態を踏まえて、行うことになっております。 
 児童が義務教育の始まりに、スムーズに適応していくためのスタートカリキュラムや保育園

や幼稚園における学校に慣れるためのアプローチカリキュラムなどについても、それぞれの機

関において、目の前の地域や子どもたちの実態を考えて、取り組んでおります。特に小学校で

は平成２３年度より新しい学習指導要領が全面実施となり、取り組むべき課題が山積しており

ます。異校種との連携についてのことも含め、それらの課題に焦らず、一つひとつ丁寧に取り

組んでいこうというふうに、今、思っております。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 志村直毅君。 

〇２番議員（志村直毅君） 
 保育所向けのポスターをお示しいただきまして、ありがとうございました。私も保育所、い

くつか訪問させていただきましたが、ポスターがしっかりと張ってありました。教育振興基本

計画については、教育ビジョンもかなり踏み込んで策定されているものと理解しておりますの

で、引き続いて策定を視野に検討していただければと思います。 
 １つ、中高も含めて連携をしているという中で、保幼小中高連携会議というものについても、

ご答弁をいただいたわけですが、ここにやはり質の高い保育や教育を地域に対してもご理解を

していただく必要もあろうかと思います。そういう意味では、ここに地域住民の方が入るとい

うことも必要ではないかと思いますが、まず、この点についてお願いします。 
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〇議長（小林始君） 
 山田教育長。 

〇教育長（山田武人君） 
 今は保育園、幼稚園、そして小学校、中学校、高等学校の先生方がお集まりいただく中で、

定期的に会議をしているわけでございますけども、今、議員のご指摘のように、地域の人たち

も入っていただければ、あるいは保護者の方も入っていただければということは、これは大変、

重要ではないかというふうに考えております。また、検討させていただきます。 
 なお、実は土曜日の日に、義務教育振興会議というのが開かれまして、教育委員会で提起し

た、あいさつ・聞き方・言葉遣いという問題について、小中学校保護者の皆さん、そして保育

士さんたちも来る中で、同じ土俵の中で話し合われまして、本当に地域に浸透しているなとい

う、そんな感じを受けました。ご報告までに。 
〇議長（小林始君） 

 志村直毅君。 
〇２番議員（志村直毅君） 

 連携、これは本当に、これからずっと引き続いて、また理解を得ながらやっていっていただ

きたいと思うわけですが、この連携の内容、それから回数ということも非常に大切だと思って

おります。市内の中学校区で、たとえ実施率が１００％であったとしても、これをさらに小学

校と保幼の部分で、もっと深めて進めていただけたらと思っております。保育所ビジョンの基

本方針のほうでは、生きる力の基礎を身に付けた子どもの育成なども掲げて、保幼小中高の連

携も挙げられていますが、保健福祉部のほうでも、こちらのほうで取り組みがあるようであれ

ば、答弁をお願いしたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 福祉事務所長。 
〇福祉事務所長（河野修君） 

 ただいまの志村議員の質問でございますが、やはりご指摘のとおり、保育所ビジョンにも保

幼小中高連携の項目がございます。保育所の具体的な取り組みでございますが、先ほど教育長

がお持ちしましたポスター等、保育所に掲げてございまして、それらをはじめといたしまして、

保育士が実際に学校に出向きまして、授業参観に参加をいたしまして、子どもの成長を見守っ

ているというようなことも取り組んでおります。 
 それから小学校の入学にあたりまして、年長、担当保育士でございますが、就学時一人ひと

りの子どもの性格行動面を記録しましたものをお持ちしまして、小学校の低学年の担任と話し

合いの機会をつくっているということもしております。そのほかの小学校の校長先生、あるい

は教頭先生が、今度は逆に保育所のほうに来ていただきまして、保護者に、あるいは今後、上

がる子どもを対象に、小学校での生活の様子等も就学前に話をしておきたいというような取り

組みをしております。 
 そのほか、もう１つでございますが、中学生がグループで保育の現場に来まして、保育の職

場体験と申しますか、職業体験ですか、それらを行っているというような状況でございます。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 志村直毅君。 
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〇２番議員（志村直毅君） 
 保育所のほうでも、また私も訪問した際にご紹介をいただきましたのは、小学校の入学にあ

たって、先生方とカルタを作って、そして就学する年長の園児たちが小学校に行って、一緒に

カルタ遊びをするというような、非常に前向きな取り組みもお聞きしました。このスタートカ

リキュラムを、これからさらに実践していくにあたっては、先ほどは学校側のほうで、教育課

程は編成していくということでしたけども、そのカリキュラム自体が学校側で、これが必要だ、

こういう子育ての状況が必要だというようなことをリストアップするというような、一方的な

ものになってももったいないと、こういうこともありますから、ぜひ保幼と小学校との連携を

円滑にしていただいて、幼稚園でも指針要領の改定に伴って取り組んでおりますし、全国の保

育士会でも調査をして、いかに接続していくかということを取り組んでおりますので、引き続

いて密度の濃い連携を図っていただきたいと思います。よろしくお願いします。もし、ご答弁

があれば、お願いします。 
〇議長（小林始君） 

 山田教育長。 
〇教育長（山田武人君） 

 学校側の、小学校の立場にいたしますと、小学生たちが入学したときにスムーズに学校に慣

れるということで、特に生活科を中心に、いっぺんに教科の授業を教えるんではなくて、やは

り学校体験とかというふうなものを通しながら学校へ慣れていくというような、そんなような

カリキュラムを組むというふうな形の中で、どの学校も同じような形にしております。そのカ

リキュラムをつくるに際しましては、小学校、保育園のほうへそれぞれ聞きながら、保育園の

子どもたちの実態等を鑑みながらつくっていくということで、つくるについても、なお一層、

親密な関係を持っていかなければできないものですから、やはり、そういう方向で、これから

進んでいくんではないかと思いますし、また、そうしていきたいなと思っております。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 志村直毅君。 

〇２番議員（志村直毅君） 
 なぜ、そんなことを申し上げたかといいますと、やはり保育所をまわってみますと、保育の

指導、保育の内容、これもバラバラですし、それはいい意味で、レベルが高いところもかなり

あるということですから、そのへんを十分に、また汲み取っていただいて、さらに加えて、地

域家庭のほうのサポート体制ということもありますから、子ども、若者に対する、国でも県で

も指針なども出しています。こういったものも合わせて、複合的に取り組みに加えていただく

中で進めていただけたらということを申し添えまして、２問目に移りたいと思います。 
 今後の消防団の考え方について、お伺いします。 
 本市行政は合併から７年目に入り、行政サービスや組織機構、ならびに各種団体等のあり方

が検討されつつ、必要に応じて段階的な縮小や形態の移行に着手していく段階と思われます。

こうした中で、本市消防団についても部の統合や必要な車両、施設、装備・資器材等の配備が

進められていると伺っております。 
 現在、現員数１，７７３名の本市消防団は、団員の４分の３が会社員、勤め人であり、自営

業者は１割にも満たない状況です。近年は団員確保に困難な面も出てきており、消防団活動を
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取り巻く環境は、かなり変容してきているといえます。こうしたことを踏まえて、本市消防団

の今後について、考え方や取り組みをお聞きします。 
 まず、消防力の現状として、現在の１団７分団の消防団員数および部数は、適正な配備状況

であると考えているか、伺います。 
 また今後、さらに消防団員、分団、部、ならびに事業等の見直しを行う考えがあるのか。ま

た、その場合の方針および基準はどのように考えているのか、お聞かせください。 
 郷土愛護の精神を基調とした社会に奉仕する集団ともいわれる消防団は、地域に根ざした存

在であり、市民に理解を得続けながら活動をしていくためにも、今後の本市消防団のあり方・

将来像を示す中で、市民・地域住民にも合意が得られる組織構成、団員、装備等の配備を行う

べきと考えますが、本市の見解を伺います。 
〇議長（小林始君） 

 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、梶原総務部長。 

〇総務部長（梶原清君） 
 志村直毅議員の一般質問にお答えします。 
 はじめに、消防団の現状は適正な配備状況であるかについて、お答えいたします。 
 今年４月に境川分団第８部と第９部の統合と一宮分団第２１部、２２部、２３部の統合が行

われ、現在７分団、９３部、団員数１，７７３名により構成されております。また、来年４月

には一宮分団第１３部、１４部、１５部の統合を予定しております。 
 消防団においては、合併後も旧町村からの形態がそのまま移行されてきており、分団におい

ての部の数、団員数、消防車輌、詰所施設など地域間に偏りがあることから、部の統合を進め

ております。統合した部から消防車輌、詰所施設の整備等を行うことにより、市内全体の平準

化、消防力の適正化が図られるよう進めております。 
 次に今後、組織等の見直しの考えがあるか、その場合の方針および基準について、お答えい

たします。 
 消防力の充実を図るためには、適正規模の消防団組織にしていく必要があります。そのため

部の数については、当面の目標として６５部前後を目指しております。 
 なお、１つの基準として、１つの部が管轄します人口は約１千人、世帯数は約３００世帯を

基準と考えておりますが、石和分団と芦川分団においては他の分団と比較し、地域の人口規模

に開きがございますので、この基準には当てはめておりません。団員につきましては、各組織

に応じた効率的かつ適正な団員数の見直しを図り、団員の確保にも努めてまいります。また、

これまで分団や地域ごとに行われてきた事業についても、統一を進めてまいります。例えば新

入団員の訓練は、県消防学校の移動学校を利用し、休日に統一して実施するなど、事業の見直

しも行ってまいります。 
 次に今後の本市消防団のあり方、将来像を示す中での組織構成、団員、装備等の配備につい

て、お答えいたします。 
 消防団は、火災発生時や風水害時の出動など、市民の生命・財産を守るための幅広い活動を

行うという使命がありますが、最近は入団適齢者の減少や就労状況の多様化などにより、団員

の確保や実動人員の確保に苦慮しているのも事実であります。また消防団活動は、火災や水害

などの災害時ばかりでなく、日常的な行事などについても、行政区との深い関わりがあります。 
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 部の統合については、消防団と行政区を中心に、十分に協議を重ねていただき、進めていき

たいと考えております。 統合が進んだ部については、これまでどおり、車両や詰所の整備を

優先的に配慮していく中で、市民の生命・財産を守るための消防団活動がさらに充実できます

よう取り組んでまいります。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 志村直毅君。 

〇２番議員（志村直毅君） 
 ただいまの答弁にありました方向性、方針、６５部を目指していくというのがありましたけ

ども、これは今、７分団の形態をとっていますが、分団はそのままでいくのか。あるいは、こ

の６５部、削減していくところの内訳等、分かる範囲でお答えください。 
〇議長（小林始君） 

 芦澤総務課長。 
〇総務課長（芦澤栄君） 

 ただいま、志村議員の再質問の中身でございますが、今、１団７分団ということで、この７分

団というのは、合併前の旧町村単位、これが基準になって、７分団が形成されております。当

然のことながら、合併後、７年を迎えますが、基本的には一番、地域の事情を、その地域のも

のである分団員が承知をしているということで、活動の中身としては、一番、いわゆる充実し

ているというか、やりやすい形態かとも思います。しかしながら、いわゆる、今、団員の不足

の問題等々もありますから、基本的には近い将来に、その分団自身も一つ考慮の中に入れなが

ら、一番消防力の合理的な、かつ効率的な方法を団とも相談させていただきながら、方向づけ

をしていく必要があると考えております。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 志村直毅君。 

〇２番議員（志村直毅君） 
 大変、歴史と伝統ある消防団ですから、そのへんは難しい点も多々あろうかと思いますが、

１点、消防庁で告示しております消防力の整備指針、これに基づいて算出すると、また違った

数字もあるのかと思いますけども、整備費についてはどのように考えているか、見解をお願い

します。 
〇議長（小林始君） 

 芦澤総務課長。 
〇総務課長（芦澤栄君） 

 再々質問の消防力の整備指針、総務省の発表は基本的に常備消防も含めた整備指針という理

解をしてございます。消防組織法には、地域の消防力については、その自治体の責務のもとで、

これは常備、非常備、関わらず、その自治体の責務として設置をしなければならない。その一

定の基準を定めたものが整備指針と解釈しておりますが、基本的にこの率は非常に高こうござ

いまして、今、山梨県下、常備消防、非常備消防を含めて、この基準に適合した地域は１つも

ないというのが現状でございます。しかしながら、これは１つの目標として、それに近いもの

を求めていくという姿勢で進んでいきたいと考えております。 
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 以上、答弁といたします。 
〇議長（小林始君） 

 志村直毅君。 
〇２番議員（志村直毅君） 

 整備指針については、常備消防も含めたということで、３８条の２項と３項で消防団の人員

についても定めていますから、これに基づいて算定しますと、多めに見積もると、今の現有を

上回るような数字になってしまうと、こういうことも、私も理解はしております。そういう中

で、以前にも八代分団の団員数と、現在の部数がおおむね適正規模ではないかというようなこ

とも聞いたことはありますが、この点についてはいかがですか。 
〇議長（小林始君） 

 芦澤総務課長。 
〇総務課長（芦澤栄君） 

 適正な数というのが、非常に難しい点かと思います。しかし、今、総務部長が答弁しました、

いわゆる合理化を進めていく中で、今、６５部という部数がありました。消防団員も１，７００人

余ございますが、その数字もおのずと、数値的なものは確定をしていくのかと。その合理化の

進めということの結果ということで、ご理解をいただきたいと思います。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 志村直毅君。 

〇２番議員（志村直毅君） 
 石和分団の管轄する地域は、市街地ということで指定されている地域と思いますが、この意

味するもの、それからそれに対する対応等はどのようになりますか。 
〇議長（小林始君） 

 芦澤総務課長。 
〇総務課長（芦澤栄君） 

 市街地、いわゆる農村部、いろいろ規定はあろうかと思います。しかしながら、笛吹市は１つ

の消防団の中で、そこの消防力をどう考えていくかということでございます。今、石和分団の

実態でいきますと、相当、１４部の部構成の中で、１つの部に３５名という多くの団員を抱え、

また消防装備等も部によっては、２台の装備をしているというような場所もあります。それが

基本的には、石和の消防力の一番、合理的な姿であったという考え方を持っております。しか

しながら、全部の消防にかかる財源を考えますと、やはり、そこらも必然の理論で、その地域

の特性も加味しながら、市全体という考え方になって、方向づけになっていくかと思います。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 志村直毅君。 

〇２番議員（志村直毅君） 
 一方では市全体の中で、また一方ではやりすいということも考慮して分担ということで、非

常に難しい部分はたしかにあろうかと思います。そういう中で、組織、団員、施設、装備等の

見直しを行っていくにあたりましても、当然、予算、あるいは交付金といったものも含まれ、

また前提となると思いますので、団全体の規模やバランス、市街地指定、適正団員数、部数と
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いったことを十分配慮し、そもそも規模の異なる団員分団構成をベースにしていくのであれば、

一律基準といったようなことは、抑制的に検討を行っていただきたい、そういう側面もあると

思いますが、予算編成に反映していただきたいと思います。ご見解をお願いします。 
〇議長（小林始君） 

 芦澤総務課長。 
〇総務課長（芦澤栄君） 

 その部分につきましても、団とよく相談を重ねる中で検討していきたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 志村直毅君。 
〇２番議員（志村直毅君） 

 案を提示するのは市ですので、よろしくお願いします。 
〇議長（小林始君） 

 以上で、志村直毅君の一般質問を終了いたします。 
 関連質問を許します。 
 １６番、大久保俊雄君。 

〇１６番議員（大久保俊雄君） 
 それでは関連質問ということで、消防団、今後の方向性について、ちょっと２点ほど、質問

させていただきますけども、今、志村議員も、執行部のほうも話がありましたように、やはり

消防団というのは、ともすると、われわれの権利、義務の意識も変遷と。家の前に落ちている

落ち葉なんかも、行政が拾うべきだという議論も最近される中で、やはり地域コミュニティの

維持、自分たちの地域は自分たちで守ろうというのは、これはまさに消防団の考え方の真髄で

はないかなという中で、われわれも消防を経験する中で、本当に経営者、地元の個人商店とか

経営者よりも、会社の勤め人ですね。こういう方が非常に増えていると。今のところ、やはり

火事があって、出火報がなされ、サイレンが鳴っても、車さえ出せないという事態が続いてお

ります。 
 そんな中で、やはり消防団員、例えば今、企業なんかでも会社の育児休暇とか、そういった

ものは、やはり騒がれますけども、企業も非常に経営が逼迫した中で、コスト意識の徹底とい

う観点から、非常に出づらい、入団しづらい、こういうことが顕著になっておりまして、企業

がフォローアップしてくれるための、市の働きかけというものは、具体的に、ここ２、３年、

関わっている中で、積極的になされているのか、１点、お伺いするとともに、もう１つは、総

務省の指針、さっきも話がありましたけども、常備消防、こういったものも、３０万人を１つ

の単位としたエリアでつくるべきだという指針の中で、山梨県も全県、１つの消防本部という

ことも一昨年、打ち出されております。これはなんでもかんでも効率よく、組織を見直すとい

うのも１つのあれかもしれませんけども、やはり地域を守るという都市部と、また違う、われ

われの住んでいる地域の中で、そういった議論が山梨県をはじめ、１つの消防でも進んでいる

のかどうかということと、市のスタンスも、市長もどちらかというと否定的な、一昨年前には、

そういった市長の見解もあったんですが、そこらへんの議論がなされているのか、市のスタン

スは変わらないのか、２点、お伺いしたいと思いますけども、よろしくお願いします。 
〇議長（小林始君） 

 芦澤総務課長。 
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〇総務課長（芦澤栄君） 
 それでは、大久保議員の関連質問の第１点目でございます。 
 消防団員が、お勤め人が多くなったと。それでいろいろなイベントごとだとか、いわゆる訓

練、特に毎年、行っております消防の操法訓練、これはかなりの日数を、その訓練のために費

やしています。業務、当然、夜等の練習になりますが、お勤め人については、その会社、企業

のご理解をいただかなければ、出て来られないような状況もあります。そういうようなことで、

われわれのほうも市長、団長名で、その企業のほうへご依頼の文書をお願いしたり、派遣のお

願いをしたりというようなことの作業はしてございますが、そういう現状であります。ぜひ、

理解を求められるような社会になればいいなと、一つは考えております。 
 それと、もう１つは勤め人が多くなったということで、実は日中の火災、これは非常に心配

になります。そこらの対応として、各分団によりましては、その地域で消防の部の応援隊とい

うような組織をつくって、応援組織、いわゆる正規の団員がいないときには、最低でも４人い

ないと出動できない、いわゆるポンプ台につきましては、昨年、たまたま、消防の現役を引退

されたという方が、そういう方に指名されているんですが、その方のご協力をいただいている

というような現状の地域もあります。そのような知恵をまわしながら、基本的には、その維持

に努めていきたいと考えております。 
 １件目につきましては、そんなことで答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 ２点目の答弁を、金井消防長。 

〇消防長（金井一貴君） 
 大久保議員の２点目の常備消防の統一化ということにつきまして、お答えいたします。 
 現在、常備消防の統一化につきましては、着々と協議が開催されております。協議会が今年、

３回、開催されました。内容につきましては、統一化を一本化で図っていくということを検討

していますが、２７市町村の意見がありますので、なかなか回答はまだ得られていないんです

が、方向性は一本化を示していくということで、話し合いは進めております。ただ、方向性に

つきましては、来年の３月に完全に方向性が決まるということを聞いております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 大久保俊雄君。 

〇１６番議員（大久保俊雄君） 
 あと１点、消防団のＯＢを活用した消防活動、今、話がありましたけども、八代とか、地域

ごとにあるところ、ないところがあります。また、ぜひ、そういった部分、ＯＢを活用する、

有効な、活用すれば、例えばケガをしたときの補償とか、そういうこともありますので、早急

に、やはり地域コミュニティの基本は自分たちの地域は自分たちで守ろうと。住んでいる住民

も強い思いがありますので、そこらへん、また早期実現していただくような見解をお伺いした

いと思います。いかがでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 芦澤総務課長。 
〇総務課長（芦澤栄君） 

 想定される問題等に取り組む体制として、今、大久保議員のご提案のようなことも併せなが
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ら、検討を進めていきたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 大久保俊雄君、よろしいですか。 
 （はい。の声） 
 関連質問を終わります。 
 一般質問を続けます。 
 ５番、中村正彦君。 

〇５番議員（中村正彦君） 
 正鵠会の中村でございます。 
 議長の許可をいただきましたので、質問に入らせていただきます。 
 最初に、ジェネリック医薬品（後発医薬品）の普及促進について、お伺いいたします。 
 ご存じのように、本市の国民健康保険を含め、全国の保険組合は昨今の医療費の増加により、

崩壊寸前の状況にあります。ここ数年、収入も伸び悩む中、国民健康保険については、年々、

税が上がっている状況であり、国民健康保険の加入世帯にとっては、負担増が続くという厳し

い状況が続いております。国民健康保険の加入者を見ましても、会社等を退職された方、長寿

医療制度に加入されるまでの方、最近では非正規雇用者等の加入も多く、昔の自営業者が大半

を占めていた時代とは、様相を異にしている状況でもあります。 
 医療費の増加も仕方がない一面もあるかと思われますが、今のような医療制度が根本から見

直されない限り、今後も高齢者の増加や医療技術の進歩による高額医療の増加により、医療費

を抑えることは難しいのが現状であると思われます。そこで、私たちができることとして、ま

ずジェネリック製品の普及促進を推し進めるべきだと考えます。 
 ジェネリック医薬品とは新薬、先発医薬品の特許、おおむね２０年から２５年といわれてお

りますが、特許が切れたあとに製造販売される薬のことであり、価格が新薬に比べて低価格で

ありながら、新薬と同様な効果が得られ、当然、医療費の削減にもつながるというものであり

ます。 
 慢性的な病気でもある糖尿病や高血圧症等、長く飲まなければならない場合、長期的には大

きな金額の差となるものと思われます。平成２５年には、長寿医療制度の見直しも行われる予

定であり、超高齢化社会を目前にさらなる医療費の増大が予想されます。 
 先日、報道番組で福岡県では２００７年から取り組んできた主要促進策の成果として、

２００７年度に２０％弱だった県下の数量シェアが、２００９年度には３０％近くまで上がっ

たという報道番組を拝見しました。厚生労働省でも２０１２年までに、ジェネリック医薬品の

数量シェアを３０％以上にする目標を掲げているようであります。 
 私たちがまず、できることとしまして、ジェネリック医薬品について、より一層理解し、普

及促進を推し進めていくべきと考える次第であります。市の広報等により、周知も行っている

ものと理解しておりますが、市民が十分理解するには至っておらず、引き続き啓発を進める必

要があるものと思われます。 
 普及対策として、例えば、ある保険証については臓器提供意思表示と同じく、裏面にジェネ

リックを希望する、しないといった文書があり、容易に薬剤士や医師に伝わるよう記載された

保険証もあると聞いております。 
 ただ医師や薬剤士の中には、ジェネリック医薬品については、同じ成分でも製造過程の違い
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により、新薬と比べ効き方に差があったり、ある患者によってはアレルギーを引き起こす物質

が含まれている場合もあると聞きます。実際のところは定かではありませんが、世界的にみる

と、ＷＨＯでもジェネリックを推奨しております。海外でも日本の２２年３月現在、２０％前

後の普及率に比べ、アメリカ６８％、イギリス・ドイツ６０％弱と広く普及しております。 
 また広島県の呉市では、ジェネリック医薬品を利用した場合の自己負担額の軽減について周

知しているため、私たちがいただいている医療費通知にジェネリックに切り替えた場合、あな

たの医療費は、これくらい下がりますといった新薬との差額を付して通知する仕組みをとるこ

とにより、通知を見れば自分の医療費が節約できるのが一目瞭然と分かります。 
 笛吹市医師会、薬剤士会と連携をとりながら、切り替え促進に対する協力が得られるように

努力すべきだと考えますが、今後の普及促進の取り組みについて、お尋ねをいたします。 
〇議長（小林始君） 

 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、加藤市民環境部長。 

〇市民環境部長（加藤寿一君） 
 中村正彦議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに、ジェネリック医薬品（後発医薬品）の普及状況について、お答えいたします。 
 後発医薬品、通称ジェネリック医薬品とは、長い研究期間と莫大な費用により開発された新

薬と同じ主成分、同じ効き目、安全性も承認された医薬品で、新薬の特許期間満了後に発売さ

れた医薬品の総称であります。その価格は、新薬に比べると５割から７割程度安価で提供され

ております。 
 厚生労働省では、こうした後発医薬品の普及促進が、年額３５兆円を突破するまでに膨らん

だ国民医療費を下げる効果的な方法であるとし、平成２４年までに普及率を３０％まで向上さ

せるため、各医療保険者への努力義務としたところであります。最新の統計情報がまとまって

いないため、平成２１年９月の数値となりますが、普及率は２０．２％であり、欧米に比べ、

まだ普及が進んでいない状況であります。 
 続きまして、普及のための啓発はどのように取り組むのかについて、お答えいたします。 
 平成２０年度より、従来の老人保健制度が廃止となり、新たに後期高齢者医療制度が高齢者

の医療の確保に関する法律の施行により発足されました。この法律では、高齢化が進行する中

で、国民の高齢期における適正な医療の確保を図るため、医療費の適正化の推進や健康診査の

実施が求められております。 
 これを受けた、国の経済財政改革の基本方針２００７により、ジェネリック医薬品の普及啓

発による医療費の適正化事業の推進が謳われ、本市においても国民健康保険課において、適正

化に向けた各種事業を行っております。 
 毎年上昇する医療費や、その財源を確保するため、税率改正を余儀なくされている国民健康

保険事業の状況を踏まえ、本年度、国民健康保険健全化計画を策定し、国保事業の健全化に向

けた各種の取り組みを重点施策とし、推進しているところであります。 
 現在、毎月、広報ふえふきに医療費の削減や収納率の向上に対する記事を掲載していますが、

ジェネリック医薬品の普及・啓発につきましては、この中で折に触れ、普及のお願いをしてお

ります。また、国民健康保険課単独で、本年より年２回、国保だよりを発行し、医療費適正化

へのお知らせと同時に、ジェネリック医薬品希望カードを挿入し、全戸配布しているところで
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あります。今後も継続して、ジェネリック医薬品のＰＲに努め、医療費の削減につなげてまい

ります。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 中村正彦君。 

〇５番議員（中村正彦君） 
 ありがとうございました。 
 国民の医療費の増加が問題となっていますが、その３割を薬剤費が占めるともいわれており

ます。本市においては、医療の薬剤費の占める割合はどれほどか。また、現状、ジェネリック

に切り替えた場合は、どのくらいの医療費の節約ができるか、そのへんのことが分かりました

ら、試算はあるのか、お聞かせください。 
〇議長（小林始君） 

 加藤市民環境部長。 
〇市民環境部長（加藤寿一君） 

 中村正彦議員の再質問にお答えいたします。 
 最初の本市における医療費の薬剤費の占める割合についてのご質問でございますけども、国

保会計における薬剤費の占める割合で、お答えをいたします。 
 平成２１年度の笛吹市における国民健康保険加入者の医療費総額が、６１億８，２３２万７千

円でありますが、このうち薬剤費に要した額が１３億４，４９４万８千円であり、約２１．７５％

となっております。 
 続きまして、２問目でございますジェネリックに切り替えた場合の医薬費の節約の試算があ

るのかというご質問でございますけども、現在、市の国保会計での普及率に対応しました医療

費総額としての削減額は試算を行っておりませんが、個人負担金を個別の２例で申し上げます。 
 長期服用者がジェネリック薬品に切り替えた場合、個人負担金、あるいは医療費が削減の効

果が大きいわけでありますけども、例えばリウマチで通院している方が通常、用いられます新

薬と後発医薬品を利用した場合、１錠当たりの金額が新薬でありますと７８．６円。後発医薬

品が３５．６円で１錠当たりの薬価差は４３円で、５４％の削減であります。また、これを１日

２回服用いたしますと、一部負担金が３割負担の方で１年間で９，４２０円の節約となります。 
 また高血圧で通院している方が、通常、服用している錠剤でございますが、これを１日１回

服用した場合の例でございますが、新薬でありますと１１１．５円。これに対しまして、後発

医薬品は８．３円で、１錠当たりの薬価差は１０３．２円。９２％の削減となります。１年間

で見た薬価差につきましては、３万７，７００円。３割負担の方でありますと、１万１，３００円

の節約となります。 
 以上、このようにジェネリック薬品を使用することによりまして、個人負担金、ならびに医

療費全体の相当額が削減できるという結果になります。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 中村正彦君。 

〇５番議員（中村正彦君） 
 ありがとうございました。本当に分かりやすい例をとっていただき、よく理解ができました。
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ぜひ、市民の皆さまにジェネリックを理解してもらい、また市のほうでも普及促進に尽力をい

ただき、少しでも医療費削減に努めていただきたいと思います。 
 続きまして、２問目に移らせていただきます。 
 芦川農産物直売所の現況と今後の問題点、取り組みについて、お尋ねをいたします。 
 本年３月２７日に、若彦トンネルが開通しました。これと同時に４月３日に芦川農産物直売

所がオープンしました。芦川の住民の皆さまの待ちに待った施設であり、芦川の町民の拠点の

場所となり、大いに活性化の源になると期待しておりました。オープンして、８カ月余りが経

ちましたが、現在の客の状況と売り上げはどうなのか、お聞かせください。 
 またオープン時の計画では、寒くなる１月、２月は車の流れ、人の流れも減少するのではな

いかということで、冬季は土日の営業というようなことだったと思いますが、今後の予定はど

うなのか、お尋ねをいたします。 
 また、芦川にはいくつかの特産物があるわけですが、その中でもお客さまに好評なものはな

んなのか、売り上げの多いものをお聞かせください。 
〇議長（小林始君） 

 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、豊角産業観光部長。 

〇産業観光部長（豊角英人君） 
 中村正彦議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに、芦川農産物直売所の現在の状況について、お答えいたします。 
 本年４月３日、若彦トンネルの開通に併せてオープンし、指定管理者であります芦川農産物

直売所運営委員会の皆さまの努力もあり、お客さまの評判もよく順調に運営いたしております。 
 先月、１１月末日現在になりますが、総客数は約５万８千人、売り上げ総金額は５，４００万

円となっております。 
 続きまして、１月、２月の冬期の営業予定について、お答えいたします。 
 当初の計画では１月、２月は休業の予定でありましたが、指定管理者より通年営業したいと

の申し出がありました。今後、運営体制等を協議・検討し、通年営業できる方向で進めてまい

ります。 
 続きまして、売り上げの上位３品目について、お答えいたします。 
 月により多少の変化はございますが、平均して、第１位がコンニャク、次がホウレン草を主

とした野菜類、３番目にコロッケ、草もちなどを主とする加工品の順となっております。 
 今後は新商品開発にも取り組みながら、地域の活性化を促進し、皆さまに愛される直売所運

営を目指してまいります。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 中村正彦君。 

〇５番議員（中村正彦君） 
 ただいまの答弁の中で、オープン以来、順調な様子が分かりました。その中で、客層は市内、

市外、県外の割合が分かったら、お聞かせください。また、その中で車の流れ、直売所に寄っ

たあと、どちらのほうへ行くか。河口湖方面へ行くのか、また精進湖のほうに下るのか、また

この笛吹のほうに来てくれるのか、そのへんが分かったら、お聞かせを願いたいと思います。 
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〇議長（小林始君） 
 豊角産業観光部長。 

〇産業観光部長（豊角英人君） 
 中村議員の再質問にお答えをいたします。 
 まず利用客の内訳になりますが、正確な調査というのは実施しておりませんが、車のナンバー

ですとか、接客の中での概算数値になります。やはり市内が約半分、５０％を数えます。県内

が３０％、県外からは２０％というお客さまの利用状況でございます。また、トンネルを通っ

ての車の流れになりますが、直売所内にも各観光のパンフレット、あるいは情報誌、それから

必要に応じて接客の中でのご案内をしていることもあり、笛吹市内に向かう車が約８０％、精

進湖方面、甲府方面については残りの２０％という車の流れ状況になっております。 
 今後についても、来店者の個別の聞き取り等を行う中で、今後の運営に活用してまいりたい

と考えております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 中村正彦君。 

〇５番議員（中村正彦君） 
 ただいまの答弁の中で、人の流れ、車の流れも分かりましたけども、ぜひ直売所へ寄ってく

れたお客さま、この笛吹市のほうに１台でも多く、多くの人に訪れてくれるような対策をお願

いしたいと思います。 
 もう１問、お聞きいたしたいと思いますけども、先ほどの答弁の中で、野菜の売り上げが高

いわけですが、山菜、キノコのようなもの、またコンニャクのような加工のものはその時期に

集中してもしょうがないとは思うわけでありますけども、野菜は直売所で品薄とか、集中して

売れ残るというようなことがないように、地域の人たちと話し合いをしながら、作付けを順調

に調整するという取り組みも必要ではないかと思いますが、そのへんはどのようになっている

か、お聞かせください。 
〇議長（小林始君） 

 豊角産業観光部長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 芦川の直売所では、出荷者会議というものを設けてございます。この中で、収穫時期がいっ

ぺんに集中しないように、作付け時期の調整等も行っております。また、県の普及センターに

よります高冷地栽培に適した作付け指導、また新作物導入に向けた検討会なども実施しており

ます。 
 今後については、運営委員会において、生産部会を設置する中で作付け計画や新作物の導入

に向けても活動を始めたいと考えております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 中村正彦君。 

〇５番議員（中村正彦君） 
 ありがとうございました。 
 今後、笛吹市の奥座敷として、芦川の素晴らしさ、またＰＲをしながら、地域住民と一体と
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なって、直売所の発展を祈念しながら質問を終わらせていただきます。 
〇議長（小林始君） 

 以上で、中村正彦君の一般質問を終了します。 
 関連質問を許します。 
 ９番、降矢好文君。 

〇９番議員（降矢好文君） 
 ただいま、中村議員より芦川の農産物直売所の現況の説明があり、オープン以来、順調に推

移しているようですが、答弁を聞きまして、本当に安心いたしました。それでは、市内にはそ

のほかに境川、八代、春日居の直売所があるわけでございますが、その３直売所の現況は、現

在どうなっているのか、質問いたしたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 豊角産業観光部長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 関連質問にお答えいたします。 
 笛吹には、先ほど議員が申されたとおり、境川農産物直売所、それから八代、春日居にそれ

ぞれ農産物直売所がございます。昨年度の利用人数と売上高になりますが、ちょっと説明させ

ていただきます。 
 境川農産物直売所については、昨年度、約８万人のご利用客がありました。販売金額につい

ては、８，８００万円余の金額になっています。八代については、１０万３千人を超す来客数

がございました。売り上げについても１億３，５００万円となっております。春日居について

は３万人の来客数、また総売り上げについては６千万円という金額になっております。それぞ

れが安全・安心な地元の特産品の商品を取り扱っているということで、こういった地産地消の

広がりにより、販売額については、増加傾向にそれぞれがなっているところであります。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 関連質問を終わります。 
 一般質問を続けます。 
 １５番、新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 
 通告に従いまして、一般質問をいたします。正正会の新田治江です。 
 多機能アリーナ建設用地について、１２月の広報に第２回多機能アリーナ建設委員会におい

て、建設予定地が市の原案どおり了承された。建設予定地は博物館に隣接する場所で、人づく

り、健康づくり、交流づくり、連携活用の期待と載っていました。この有効活用が期待できる

建設用地について、質問いたします。 
 はじめに１点目、建設用地の隣接にあるホテルの実質的運用形態について、お聞かせくださ

い。 
 ２点目としまして、成田区、下成田区、国衙区、３区合同の候補地要望書の経緯について、

お聞きしたいと思います。３区合同の要望書が出されたにもかかわらず、反対の声が多いのに

疑問を抱きました。お聞かせください。 
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〇議長（小林始君） 
 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、池田経営政策部長。 

〇経営政策部長（池田聖仁君） 
 新田治江議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに、建設予定地の隣接にあるホテルの実質的運営形態についてというご質問でござい

ますが、建設予定地の隣接に２つのホテルがございます。１つは、東京にある会社が経営して

いるホテルであり、もう１つは市内にある会社が経営しているホテルであります。公表されて

おります会社概要によりますと、２つのホテルとも時間による利用や宿泊などができる施設で

あります。 
 続きまして、成田区、下成田区、国衙区、３区合同の候補地要望書の経緯について、お答え

いたします。 
 ３区の要望につきましては、平成１７年６月３日に、市長および市議会議長宛に、ふれあい

文化都市建設に向けた仮称、文化ホール・新庁舎建設の実現についてという要望書が提出され

ております。 
 文化ホールについての要望内容といたしましては、市民の皆さんの多くが集うことができ、

イベントや式典が開催できる施設の候補地を、３区内としていただきたい旨のものであります。

その後、本年９月９日にいただきました要望書につきましては、交通条件や利便性などの条件

に恵まれた３区地域を多目的施設の建設地として、改めて３区民総意のもと、要望する旨のも

のであります。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 
 １点目の質問のほうから入りたいと思います。 
 隣接しているホテルですが、私たちの会派で一緒に見に行きました。明らかに風俗施設と思

われました。公共施設の場所から２００メートル以内に風俗関係の施設を造ってはいけないと、

風俗営業法に関する法律で定められています。風俗施設の横に青少年や子どもが多く集まる多

機能アリーナを造ることに、市長はどのようにお考えでしょうか、お聞かせください。 
〇議長（小林始君） 

 教育長。 
〇教育長（山田武人君） 

 教育施設ということですので、教育委員会のほうでお話をさせていただきます。 
 あのホテルがどういうホテルかということは、先ほど説明がありましたけども、私もそこを

通ってみますと、議員のおっしゃるような、そういうホテルのような感じがいたします。今、

議員がおっしゃっているような、ああいうホテルが、やはり教育施設の近くにないのがよいと。

これは当たり前のことだと私も思っております。でも、この場所を選定した理由の中に、県立

博物館と総合教育センターという、２つの教育施設がありまして、そこと連携しながら、県市

が一体となっての教育文化スポーツの複合施設として活用していきたいという、そのことを考

えますと、やはりそのメリットも非常に大きいんではないかなと思っております。 
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 もう１つは、やはりアクセスがよかったり、市内の居住地域のほぼ中央に位置しているとい

う、そういう総合的な判断をしてみれば、あそこが一番よいというふうな、よりベターなとこ

ろではないかなというふうに、私どもは考えております。 
 また、かつて私も教員をしておりましたけども、私が勤めていた地域、富士河口湖のほうで

ございますけども、学校の近くに、いわゆる今、議論されているようなホテルが建つというよ

うなことが新聞等に載りまして、いろいろな反対の中で、それが断念されたというような経過

が、かなり前ですが、ありました。やはり学校のように、常時、子どもが、同じ子どもたちが

生活する場所というものが、そして使用する対象が子どもというふうな、子どもたちがそこに

常時、同じところにいるということではなくて、多機能アリーナですから、使用する対象が子

どもから大人までの不特定多数の人たちが使用するということを考えますと、やはり、そうい

う形のホテルがあるというデメリットというのも、かなり少ないものになるんではないかなと

いうふうに考えております。 
 また、すでに先ほど言いましたように、総合教育センターとか、県立博物館等が、そこに建

てられておりまして、長年にわたって機能を果たしておりますので、そういう中で、特にその

ホテルがあったということで、特別、問題視されたということも聞いておりません。ただ、こ

れから建設をする過程の中で、やはり今のようなご意見等をきちんと頭に入れながら、建物の

設計とか、植栽などの工夫は必要というふうに考えております。 
 以上でございます。 

〇議長（小林始君） 
 新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 
 今、教育長のほうから総合してベターだという意見を聞きましたが、執行の代表としまして、

市長もそのように思っているのか、お聞かせください。 
〇議長（小林始君） 

 荻野市長。 
〇市長（荻野正直君） 

 今、教育長が申し上げましたとおり、あの場所につきましては、県立博物館があり、教育セ

ンターがあり、そして私どもが今、考えている多機能アリーナ、こういった３つの施設が連携

することによって、さらにあの地域の中で、より教育力を高めていくというようなことを、そ

ういう方向で考えております。たしかにおっしゃるとおり、あの施設については、好ましい施

設ではないことは確かであります。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 
 では類似ラブホテルの規制強化を目的にした、改正風俗営業法が来年１月に施行されます。

新聞で見たところ、山梨県警によりますと、ビジネスホテルと称して、実質的な運営はラブホ

テルと同じ、類似ラブホテルは児童買春の現場となり、犯罪の温床になっているそうです。改

正風俗営業法では、休憩料金の表示および従業員と会わないで、個室に入れるなどの構造を持っ

たホテルは、類似ラブホテルとして認められるとのことです。 
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 私たちが２つのホテルを確認したところ、入り口付近に休憩時間の表示、従業員と会わずに

会計ができるような仕組みになっていて、類似ラブホテルと呼ばれる一定の条件を満たしてい

ると思われます。笛吹市におきましては、２つのホテルについて、類似ラブホテルと認識して

いるのか、見解をいただきたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 池田経営政策部長。 
〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 市としての認識というご質問でございますが、実は２つのホテルとも旅館業法に基づきまし

て、現在、運営されておるようでございます。新田議員のご指摘にもありました、いわゆる風

俗営業法、風営法が来年１月に改正法が施行されます。その中で、１月１日から１月３１日ま

での間、類似ラブホテルといわれるような施設については、いわゆる風営法に基づきまして、

届け出をしなければならないという内容のものであります。 
 したがいまして、２つのホテルが届け出をするのかどうかということについては、私どもは

分かりませんけども、基本的にホテルの内容等を調査する権限は市にはございません。やはり、

許可庁は県でございますから、県につきまして、そのような運営形態はともかく、内容等につ

きましては、調査できるんではないかということでございますから、現時点において、市とい

たしまして、認識しているのかどうかということの新たな調査に基づいて、お答えしなければ

ならないということを前提とすれば、現時点におきましてはどうなのかなと、認識していると

も言いがたいということで、ご理解をいただきたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 新田治江君。 
〇１５番議員（新田治江君） 

 私は質問の中で、運営形態について尋ねていますが、市ではホテルの運営形態について調査

をされなかったんですか。 
〇議長（小林始君） 

 池田経営政策部長。 
〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 今、答弁をいたしたとおりでありまして、実際の運営形態等につきましては、調査権がござ

いません。したがいまして、市としての調査はしてございません。 
〇議長（小林始君） 

 新田治江君。 
〇１５番議員（新田治江君） 

 なんか、とても、この先、心配な気がしますが。では、公表されている会社概要と、先ほど

おっしゃいましたが、どこの公表であったのか。また時間による利用と休憩、会議等に用いる

ことが社会通念と考えられている既存の２つのホテルについて、時間による利用とは何を指し

ているのか、お答えください。 
〇議長（小林始君） 

 池田経営政策部長。 
〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 担当からの報告でございますけども、ホームページで公開している情報だろうというもので
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ございます。 
〇議長（小林始君） 

 新田治江君。 
〇１５番議員（新田治江君） 

 私たちの認識から言いますと、ビジネスホテルというのは宿泊できる施設、そして時間で貸

すのがラブホテルと思っていますが、それについてはどのように思いますか。 
〇議長（小林始君） 

 池田経営政策部長。 
〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 大変、勉強不足で申し訳ございません。私自身は、そのような認識は持っておりません。 
〇議長（小林始君） 

 新田治江君。 
〇１５番議員（新田治江君） 

 この青少年の問題については、特にＰＴＡの人たちも、とても、この問題については心配し

ております。ぜひ、そこのところをもう少し調査して、これからの事業を進めていってほしい

と思います。 
 では、２点目に入りたいと思います。 
 成田区、下成田区の方たちの要望書が出されたということで、そして人の話から聞きますと、

９月９日の出された日には、国衙区の区長さんは中国出張中と知人から聞きましたが、署名は

本当に区長さんがしたんでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 池田経営政策部長。 
〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 ご質問の、９月９日の要望書でございます。同日、成田区区長、それから成田区区長代理、

下成田区区長、下成田区区長代理、国衙区につきましては、区長出張中とのことで、区長代理

がお見えになりまして、要望書を提出されたというものであります。 
〇議長（小林始君） 

 新田治江君。 
〇１５番議員（新田治江君） 

 提出のときには、では、みんながそろって出したんでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 池田経営政策部長。 
〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 ただいま、申し上げました３区長のうち２区長、それから国衙区につきましては、区長代理

ということで、３人の区長代理さん、５人でお見えになりまして、提出していただきました。 
〇議長（小林始君） 

 新田治江君。 
〇１５番議員（新田治江君） 

 あと１点、聞きたいと思います。 
 ３区の要望ということですが、私たちから見ると反対が多いということに、とても不安を感
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じています。３区の自発的な要望であったのか、市からの要請があったことはないんでしょう

か。 
〇議長（小林始君） 

 池田経営政策部長。 
〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 平成１７年の６月３日の要望書、それから本年の９月９日の要望書につきまして、自主的に

出されたものであるというふうに、私どもは認識しております。 
〇議長（小林始君） 

 新田治江君。 
〇１５番議員（新田治江君） 

 そして、これからの進め方についても、やはり区長さんが知らなくて、ほかの役員さんが知っ

ているような、いろんな情報があるようですが、やはりいろんな情報は区長さんを通して進め

ていってほしいと思います。 
 はじめに野澤議員さんも言っていたように、将来にわたり市民が負担を担う問題ですので、

十分、市民の合意を大事に進めていってほしいと思います。 
 以上で終わります。 

〇議長（小林始君） 
 以上で、新田治江君の一般質問を終了します。 
 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） 
 新田治江議員の関連質問をさせていただきます。 
 荻野市長は１２月３日、定例会が開会した行政報告の際に、多機能アリーナ建設事業につい

て、多機能アリーナ施設規模や内容、運営の方法などを協議いただく多機能アリーナ建設委員

会と併せ、成田区等、関係行政区での説明会を開催した。建設予定地については、県立博物館

の周辺エリアから絞り込みを行い、地元関係者および委員会にもおおむね了解をいただいてい

るといわれました。以下、関連質問をさせていただきます。 
 荻野市長は、関係行政区での説明会を開催したと言っておりますが、市に対して要望書を提

出した国衙区区役員に対する説明は、翌日の１２月４日でした。行政報告の内容と大きく違っ

ている、なぜこのような報告になったのか、説明を求めます。また、議会に対しても誤解を与

え、地元の国衙区に対しては軽視しているともとれる発言ではなかろうかと思っております。

内容に誤りがあると市長が認めるようならば、発言の訂正をすべきではないでしょうか。見解

をお伺いいたします。 
〇議長（小林始君） 

 池田経営政策部長。 
〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 市長の行政報告で、ただいま風間議員が朗読していただきました内容の報告をさせていただ

きます。 
 行政報告というのは、各事業等、施策等、概要につきまして、お話をさせていただいており

ますので、詳細についてのお話をすれば、ご理解をいただけたのかなというふうに、私は反省
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しております。 
 詳細につきまして、お話を申し上げます。 
 １０月１４日に成田３区長代理が来庁されまして、９月議会の前、８月２３日の全員協議会

におきまして、博物館周辺エリアを予定地とさせていただきたいというお話を、その１０月１４日

にさせていただきました。 
 １０月２５日、建設委員会を開催し、その内容につきましては、全員協議会で、お話をさせ

ていただいておるとおりであります。その後でございます。１０月２８日に成田３区長代理の

皆さんと打ち合わせをさせていただきました。次回の建設委員会におきまして、博物館周辺エ

リアの中で、私ども市が考えている用地につきまして、地権者の皆さんの、まず、ご了承をい

ただかないと、建設委員会に諮れませんから、その対応について、ご協力をお願いしますとい

うお話でございました。 
 １１月４日、市の主催によります地権者の説明会を開催し、それに成田区長、区長代理、国

衙区長、それから下成田区長、区長代理にご出席も併せてお願いし、説明会をしたところでご

ざいます。その時点におきまして、関係３区の区長さん、それから地権者の皆さまのご了承を

いただいたというものであります。 
 その結果を１１月８日の建設委員会に改めて、博物館西側の４．６ヘクタールの用地を予定

地として考えているというお話をさせていただきましたところ、おおむね、よろしいのではな

いかという、ご了承をいただいたというものであります。 
 続きまして、１１月１２日でありますけども、成田区公民館におきまして、４．６ヘクター

ルの用地周辺の地権者、隣接地の耕作者の皆さん、それから成田区の区の役員さんにお集まり

いただきまして、建設予定地、それから今までの経過につきまして、ご報告をさせていただき

ました。その時点において、そこまでの件につきまして、成田区等の関係に対する説明会を開

催したというようにご理解をいただきたいと思います。 
 その後でございますけども、１１月２２日の臨時議会の中で、市長のほうから博物館西側の

４．６ヘクタールの用地を予定地とさせていただきたいという表現をさせていただきました。 
 実は１１月４日の地権者説明会、成田区区長、国衙区、それから下成田区の区長さん方もお

いでいただきましたけども、成田区の説明会は市が主催で１１月１２日に行いますけども、下

成田区と国衙区につきましては、市が主催で行ってもいいと思いますが、いかがでしょうかと

お話をさせていただいたところ、下成田区、国衙とも区主催の役員会に来ていただいて、経緯、

予定地、これからのスケジュール等の報告をお願いしたいということをいただいておりました

ので、１１月２５日に下成田区の役員会へ出向きまして説明、今、風間議員がおっしゃいまし

た１２月４日でございますけども、国衙区の役員会で説明させていただいたという内容でござ

います。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 ということは、当初、私が言いましたように、これは誤りがなかったという解釈でよろしい

でしょうか。 
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〇議長（小林始君） 
 池田経営政策部長。 

〇経営政策部長（池田聖仁君） 
 先ほど、お話をいたしましたように、概要を一括りにして、ご報告を申し上げるものですか

ら、誤解のあるところもきっと、あったのかなというふうに私は思っております。詳細につき

ましてのお話になりますと、今のようなお話になりますので、よろしくご理解をいただきたい

というふうに思います。 
〇議長（小林始君） 

 風間好美君。 
〇６番議員（風間好美君） 

 今、部長がそういうふうに認めたというようなお話もあります。私はそんなに、突っ込んで

いるわけではないです。今、部長が言いましたけど、改めて市長、自分がこういうことを言っ

たということで、誤りがないんだったら誤りがないという明快な言葉をひとつ、お願いします。 
〇議長（小林始君） 

 荻野市長。 
〇市長（荻野正直君） 

 関係３区、いわゆる多機能アリーナ建設委員会と併せて、成田区、関係行政区の説明会を開

催いたしました。こういうことでありますけども、今、議員がおっしゃるように、具体的に各

区を訪れたというのは、たしかに４日の国衙についてはそうですけども、それ以前において、

役員さん等とはきっちり、コミュニケーションをとらせていただいておりましたから、こうい

う表現になったというふうにご理解いただきたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 風間好美君。 
〇６番議員（風間好美君） 

 了解しました。 
 次に、先ほど新田議員のほうからもホテル側ということで、ホテルの話も出ましたわけです

けども、逆にホテルの経営者と、今度、こういう公共的なものを造るんだよということに対し

て経営者、要するに社長というか、そういう人たちとの同意に至るまでの話し合いとか、そう

いうものを行ったでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 池田経営政策部長。 
〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 担当が出向きまして、ご理解いただくということで、いわゆる地権者とともに隣接者につき

ましては、個別に対応させていただいております。ただ、ホテル関係者の皆さんの結論的な、

まだ報告はいただいておりませんけども、できる限り何回も通いながら、そのへんをホテル関

係者の皆さんの理解をいただく旨、努めてまいりたいというふうに、私は考えております。 
〇議長（小林始君） 

 風間好美君。 
〇６番議員（風間好美君） 

 今、部長のほうから、また今から相談、いろいろ打ち合わせをしていかなければならないと
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いうことなんですけど、われわれから見ますと、ああいう経営形態の中で、先ほど答弁もあり

ましたけど、あそこへ林とか、そういう何かをつくるか、それは私は分かりません。しかし、

実態として不特定多数の人たち、また青少年育成ということの名をうっているわけですから、

そういう経営者も何かひとつ、苦情が、提言もあるだろうなと思っておりますけども、まだ本

当に話し合いはしていないですね。 
〇議長（小林始君） 

 池田経営政策部長。 
〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 具体的に話し合いをして、ご理解をいただいたという報告を受けておりませんけども、今現

在、個別に対応させていただいているという状況であります。また、そのへんも報告がありま

したら、直近の全員協議会の中で、ご報告をさせていただきたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 風間好美君。 
〇６番議員（風間好美君） 

 ありがとうございます。 
 先ほど新田議員の質問の中で、時間とか、そういうルールとか、そういうものもまだ勉強不

足だったということなんですけども、しっかり、これは大事なことですから認識して、職員の

皆さん、プロジェクトチームの一員ですから、皆さんはやっぱり、知る権利があるではないか

なと思っておりますので、ぜひ、そこらへんも、会社経営のルールをしっかり、皆さんに植え

付ける責任もあるではないかと思っております。そこらへんもぜひしっかりと、また個人的に

私も勉強させていただきます。ぜひ、またよろしくお願いしたいと思います。 
 また市民ミーティングもしっかり行い、本当に市民として必要なアリーナであれば、合併特

例債費に頼らず、有利な交付金および市民の税金でしっかりと検討を行い、造ればよいと思い

ますが、市のお考えはいかがでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 池田経営政策部長。 
〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 これからの市民ミーティングの取り組みにつきましては、基本設計を今、進めておりますけ

ども、具体的な概要等が出た段階で、市民の皆さまにご説明をし、意見を求めていきたいとい

うふうに考えておりますので、基本設計がある程度、進んでいかないと、まだ早いのかなとい

う状況であります。 
〇議長（小林始君） 

 風間好美君。 
〇６番議員（風間好美君） 

 ぜひ、いろいろな角度から調査、またいろいろの市民の声を聞きながら、走ってもらいたい

なと思っております。 
 以上、私、多機能アリーナの見直しを強く求め、この関連質問を終わらせていただきます。

ありがとうございました。 
〇議長（小林始君） 

 そのほか、関連質問はありますか。 
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 １１番、中村善次君。 
〇１１番議員（中村善次君） 

 先ほどの新田議員の質問の中で、池田部長が非常に心のこもっていない発言に、私、見受け

られた。と申すのは、青少年健全育成の場に利用する多目的アリーナ建設について、先ほどか

ら言われていますとおり・・・。 
〇議長（小林始君） 

 質問時間が経過しております。 
〇１１番議員（中村善次君） 

 ラブホテルの類似という話も出ている。それにもかかわらず、市には調査する権利がない。

ないであれば、調査会社を使って調査しますとか・・・。 
〇議長（小林始君） 

 中村議員、質問時間が終了しております。 
〇１１番議員（中村善次君） 

 もう少し、一歩踏み込んだ理由も必要かと思うんだけども、答弁を。 
 議長、答弁を。 

〇議長（小林始君） 
 池田経営政策部長。 

〇経営政策部長（池田聖仁君） 
 具体的に調査会社を使おうが、市が調査する行為ということになりますので、ただ、調査権

は認められておりませんから、市ではできませんと。あとは私が直接行って、自分でそのホテ

ルへ宿泊するなり、休憩をとって体験して確認する以外はないという状況なんです。そういう

ことが、私が私的にやったことを、こういう立場で公の場で発言するということがよろしいか

ということを考えますと、大変難しいのかなというように考えております。 
〇議長（小林始君） 

 関連質問を終わります。 
 以上で、一般質問を終わります。 
 本日の議事は、すべて終了いたしました。 
 お諮りします。 
 明日７日から１３日まで、議案調査のため休会といたしたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、明日７日から１３日は、休会とすることに決定いたしました。 
 次の本会議は１４日、午後２時３０分から開会いたします。 
 本日は、これにて散会いたします。 
 ご苦労さまでございました。 

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

散会  午後 ４時５４分 
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平成２２年笛吹市議会第４回定例会 
 

１．議 事 日 程（第３号） 
平成２２年１２月１４日 
午前１１時００分開議 
於 議 場 

 
 

日程第 １ 議案第１３０号 笛吹市職員の自己啓発等休業に関する条例の制定について 
日程第 ２ 議案第１３１号 笛吹市定住促進住宅条例の制定について 
日程第 ３ 議案第１３２号 笛吹市乳幼児医療費助成金支給条例等の一部改正について 
日程第 ４ 議案第１３３号 笛吹市簡易水道事業の設置等に関する条例及び笛吹市簡易

水道事業給水条例の一部改正について 
日程第 ５ 議案第１３４号 笛吹市農業集落排水施設条例の一部改正について 
日程第 ６ 議案第１３５号 笛吹市住民基本台帳カード利用条例等の一部改正について 

日程第 ７ 議案第１３６号 笛吹市消防手数料条例の一部改正について 

日程第 ８ 議案第１３７号 笛吹市父子家庭児童育成手当支給条例の廃止について 

日程第 ９ 議案第１３８号 平成２２年度笛吹市一般会計補正予算（第５号）について 

日程第１０ 議案第１３９号 平成２２年度笛吹市国民健康保険特別会計補正予算（第

４号）について 

日程第１１ 議案第１４０号 平成２２年度笛吹市介護保険特別会計補正予算（第３号）

について 

日程第１２ 議案第１４１号 平成２２年度笛吹市介護サービス特別会計補正予算（第

３号）について 

日程第１３ 議案第１４２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１４ 議案第１４３号 平成２２年度笛吹市公共下水道特別会計補正予算（第３号）

について 

日程第１５ 議案第１４４号 平成２２年度笛吹市簡易水道特別会計補正予算（第３号）

について 

日程第１６ 議案第１４５号 平成２２年度笛吹市水道事業会計補正予算（第３号）につ

いて 
日程第１７ 議案第１４６号 平成２２年度笛吹市営春日居地区温泉給湯事業会計補正予

算（第２号）について 
日程第１８ 議案第１４７号 市道廃止について 
日程第１９ 議案第１４８号 市道認定について 
日程第２０ 議案第１４９号 不動産の取得について（八代雇用促進住宅） 
日程第２１ 議案第１５０号 公の施設に係る指定管理者の指定について（クリーンセン

ター） 
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日程第２２ 議案第１５１号 公の施設に係る指定管理者の指定について（境川児童館） 
日程第２３ 議案第１５２号 公の施設に係る指定管理者の指定について（八代御所保育

所） 
日程第２４ 議案第１５３号 公の施設に係る指定管理者の指定について（大坪ふれあい

プラザ） 
日程第２５ 議案第１５４号 公の施設に係る指定管理者の指定について（春日居しずめ

ふれあいの家） 
日程第２６ 議案第１５５号 公の施設に係る指定管理者の指定について（境川地域振興

交流センター） 
日程第２７ 議案第１５６号 公の施設に係る指定管理者の指定について（春日居産地形

成促進施設） 
日程第２８ 議案第１５７号 公の施設に係る指定管理者の指定について（一宮有線テレ

ビ） 
日程第２９ 議案第１５８号 公の施設に係る指定管理者の指定について（境川農産物加

工センター） 
日程第３０ 議案第１５９号 公の施設に係る指定管理者の指定について（芦川活性化交

流施設） 
日程第３１ 議案第１６０号 公の施設に係る指定管理者の指定について（石和小林公園・

石和温泉駅前公園） 
日程第３２ 議案第１６１号 公の施設に係る指定管理者の指定について（御坂花鳥の里

スポーツ広場ほか関連３施設） 
日程第３３ 議案第１６２号 契約の変更について（防災行政無線） 
日程第３４ 請 願 第 ３ 号 教育予算を拡充し、教育の機会均等及び水準の維持向上を

図るための請願書について 
日程第３５ 議案第１６３号 平成２２年度笛吹市一般会計補正予算（第６号）について 
日程第３６ 同 意 第 ６ 号 公平委員会委員の選任について 
日程第３７ 同 意 第 ７ 号 名所山恩賜県有財産保護財産区管理会委員の選任について 
日程第３８ 発 議 第 ６ 号 教育予算を拡充し、教育の機会均等及び水準の維持向上を

求める意見書の提出について 
日程第３９ 閉会中の継続審査について 

 
 



 ９６ 

 
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 
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再開  午前１１時１５分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小林始君） 

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

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

め申し添えます。 
 直ちに、日程に入ります。 
 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりです。 
 報告事項を申し上げます。 
 本日、農業委員会会長 荻野勇夫君より欠席届が、代表監査委員 飯田三郎君より遅刻届が

出されておりますので、報告をいたします。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小林始君） 
   日程第１ 議案第１３０号から日程第３３ 議案第１６２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１２月３日および１２月６日に上程され、各常任委員会に審

査を付託してありますので、それぞれの常任委員長から審査の結果について、報告を求めます。 
 はじめに総務常任委員会委員長、前島敏彦君。 

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

ただきます。 
 去る１２月３日、ならびに６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日、

１０日委員会を開会し、委員出席のもと関係当局の出席を求め審査いたしました。 
 審査の過程において出ました主な質疑等について、報告いたします。 
 まず、総務部所管では、コンビニ収納の成果が出ているとの報告がなされましたが、件数は

どのくらいあるのかとの質問に対し、昨年度は４万２，１１４件の収納があり、今年度の１０月

現在までの状況から見込みを出すと、昨年度より約１万件多い収納が見込まれるとの説明がな

されました。 
 また、過誤納還付金の主な内容は何かとの質問に対し、過年度の税額修正や過去の算定の中

で、見直しがあった場合による還付があるとの説明がなされました。 
 なお、防災無線の契約変更については、現地に赴き視察を行い、担当者から法面工法等の変

更についての説明を受けました。 
 経営政策部所管では、国勢調査の指導員・調査員の役割と人数、手当、割当はどのくらいな

のかとの質問に対し、調査員は３４０名ほど、指導員は５０名ほどで、業務内容について調査

員は、各世帯への調査票の配布・回収を行い、指導員は回収した調査票の内容確認を行ってお
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り、報酬については調査員は調査区割・世帯割を含め、平均７０から８０件を受け持つ人で、

おおよそ６万円くらいになるとの説明がありました。 
 市民環境部所管では、住民票等のコンビニ交付については、市内すべてのコンビニで利用で

きるのかとの質問に対し、今回のコンビニ交付については、全国のセブンイレブン１万２，７００店

舗、山梨県内では１６３店舗、市内では１３店舗のセブンイレンブンのみの利用になり、土日

祭日も午前６時３０分から午後１１時まで利用ができ、手数料については、通常窓口では３００円、

自動交付機では１００円であるが、コンビニ交付では２００円になるとの説明がありました。 
 以上、本委員会に付託をされました案件に関わる主な質疑等の報告を終わります。 
 それでは、審査結果については次のとおりであります。 
 議案第１３０号 「笛吹市職員の自己啓発等休業に関する条例の制定について」、賛成全員で

原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第１３５号 「笛吹市住民基本台帳カード利用条例等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１３６号 「笛吹市消防手数料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１３８号 「平成２２年度笛吹市一般会計補正予算（第５号）」のうち総務常任委員会

担当項目について、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第１６２号 「契約の変更について（防災行政無線）」、賛成全員で原案のとおり可決す

べきものと決定。 
 以上をもちまして、委員長報告とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 以上で、総務常任委員長の報告は終わりました。 

 これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 （ な し ） 

 質疑を終結します。 

 この際、申し上げます。 

 総務常任委員会に付託されております議案第１３８号 「平成２２年度笛吹市一般会計補正

予算（第５号）」につきましては、各常任委員会に分割付託してありますので、３常任委員長

の報告終了後に討論および採決を行います。 
 それでは、議案第１３０号および議案第１３５号、ならびに議案第１３６号を一括議題とし

ます。 
 お諮りします。 
 本案件については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本３案件に対する委員長報告は、可決です。 
 本３案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 
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 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第１３０号および議案第１３５号、ならびに議案第１３６号は、原案のとおり

可決されました。 
 次に、議案第１６２号を議題とします。 
 お諮りします。 
 本案については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本案に対する委員長報告は、可決です。 
 本案は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第１６２号は原案のとおり可決されました。 
 次に教育厚生常任委員会に付託しております案件について、教育厚生常任委員長から審査の

結果について、報告を求めます。 
 教育厚生常任委員会委員長、中川秀哉君。 

〇教育厚生常任委員長（中川秀哉君） 
 それでは、議長より報告を求められましたので、教育厚生常任委員会委員長報告をさせてい

ただきます。 
 去る１２月３日の本会議におきまして、本委員会に付託されました議案審査を９日および

１０日の２日間にわたりまして、委員全員ならびに関係当局の出席を求め開会し、審査いたし

ました。 
 審査の過程において出ました主な質疑・意見等について、報告いたします。 
 まず、市民環境部所管では、指定管理協定書について全般的に言えることだが、修繕費の市

負担額の基準など、協定書内容で適切に運営されているかとの質問があり、修繕の見積りが基

準額を超え、管理者のリスク分担に属さないものについては市へ報告し、市の判断を仰ぐこと

になっているとの説明がありました。 
 また、指定管理者の利益率はどのくらい見込んでいるのかとの質問があり、利益率について

の基準はなく、提示した指定管理料で運営できる委託先を選定している。毎年度、実績報告を

提出してもらっているが、赤字ぎりぎりのところもあるようだとの説明がありました。 
 なお、後期高齢者医療特別会計補正予算については、反対討論がありました。 
 教育委員会所管では、学習指導要領整備に伴う追加補正だが、国庫補助はないのかとの質問

があり、武道場整備などハード面についてはあるが、指導要領の部分については一般財源での

対応となるとの説明がありました。 
 また、飯田龍太を語る会開催に伴い、今後は飯田家の協力を得て、観光との部局横断的な検

討・対応はとの質問があり、俳句会への投句数も増えており、水芭蕉などと併せ、観光にもつ

ながるよう検討したいとの説明がありました。 
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 保健福祉部所管では、介護保険事業計画策定事業の委託料について、委託金額の積算内容は

どのようなものかとの質問があり、今回は全国統一実施の調査であり、調査対象者数・回収率

などを見込んで見積もりを依頼し、金額設定などはしていない。提示された見積額を基準に積

算しているとの説明がありました。 
 また、業者選定はこれからということだが、ノウハウを持っていても、どれだけ調査から地

域の実情を汲んでくれるのか疑問もある。他の報告書の中には、実態と乖離したものも見受け

られるとの指摘があり、職員・関係機関も含め、トータル的な集計・分析をしていくとの回答

がありました。 
 なお、八代御所保育所の指定管理者の指定、一般会計補正予算については、反対討論があり

ました。 
 以上、教育厚生常任委員会で審査された、主な内容についての報告を終わります。 
 それでは、審査結果については次のとおりでございます。 
 議案第１３２号 「笛吹市乳幼児医療費助成金支給条例等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１３７号 「笛吹市父子家庭児童育成手当支給条例の廃止について」、賛成全員で原

案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第１３８号 「平成２２年度笛吹市一般会計補正予算（第５号）」のうち教育厚生常任

委員会担当項目について、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第１３９号 「平成２２年度笛吹市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）」につい

て、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第１４０号 「平成２２年度笛吹市介護保険特別会計補正予算（第３号）」について、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第１４１号 「平成２２年度笛吹市介護サービス特別会計補正予算（第３号）」につい

て、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第１４２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、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第１５０号 「公の施設に係る指定管理者の指定について（クリーンセンター）」、賛成

全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第１５１号 「公の施設に係る指定管理者の指定について（境川児童館）」、賛成全員で

原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第１５２号 「公の施設に係る指定管理者の指定について（八代御所保育所）」、賛成多

数で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第１５３号 「公の施設に係る指定管理者の指定について（大坪ふれあいプラザ）」、賛

成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第１５４号 「公の施設に係る指定管理者の指定について（春日居しずめふれあいの家）」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第１６１号 「公の施設に係る指定管理者の指定について（御坂花鳥の里スポーツ広場

ほか関連３施設）」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 以上をもちまして、委員長報告といたします。 
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〇議長（小林始君） 
 以上で、教育厚生常任委員長の報告が終わりました。 

 これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 （ な し ） 

 質疑を終結いたします。 

 これより討論および採決を行いますが、議案第１３８号につきましては、先ほど申し上げた

とおり、各常任委員会に分割付託してありますので、３常任委員長の報告終了後に討論および

採決を行います。 
 それでは、議案第１３２号および議案第１３７号を一括議題とします。 
 お諮りします。 
 本２案件については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本２案件に対する委員長報告は、可決です。 
 本２案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第１３２号および議案第１３７号は原案のとおり可決されました。 
 次に、議案第１３９号から議案第１４１号までを一括議題とします。 
 お諮りします。 
 本３案件については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本３案件に対する委員長報告は、可決です。 
 本３案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第１３９号から議案第１４１号は原案のとおり可決されました。 
 次に議案第１４２号を議題とし、討論を許します。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結します。 
 これより、議案第１４２号の採決を行います。 
 本案に対する委員長報告は、可決です。 
 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 
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 （ 起 立 多 数 ） 
 起立多数です。 
 よって、議案第１４２号は原案のとおり可決されました。 
 次に、議案第１５０号および議案第１５１号を一括議題といたします。 
 お諮りします。 
 本２案件については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本２案件に対する委員長報告は、可決です。 
 本２案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第１５０号および議案第１５１号は原案のとおり可決されました。 
 次に議案第１５２号を議題とし、討論を許します。 
 ８番、亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 議案第１５２号 公の施設に係る指定管理の指定について、この議案に反対する立場から討

論を行います。 
 この議案は、笛吹市立八代御所保育所を指定管理という名のもとに、運営を民間に委託する

ものであります。市内の公立保育所の指定管理は石和第三保育所、かすがい東保育所に続いて、

これで３つ目となる予定であります。 
 委員会での説明にありましたが、指定管理にする主な理由といいますのは、１つは財政的な

メリットが得られること。２つ目は、多様化する保護者の保育ニーズに公立保育所では対応し

きれないという２つの理由を挙げておりました。 
 さて、財政的なメリットということでありますけども、現在の保育所の運営費のうち、およ

そ８０％から８５％が、保育士などの人件費であります。とすると、メリットあるように運営

するということになれば、人件費が安くて済む若い保育士を配置するか、ベテランの保育士の

人件費を低く抑えるか、どちらかということになりやしないでしょうか。保育所も１つの小さ

な社会でありますけども、そこには若い保育士もいれば中堅もいる。そして、ベテランもいる

ということが、子どもにとっても保護者にとっても、また高い保育の質を保つためにも大変、

大事なことだと考えております。 
 財政的なメリットということを目的にして、子育てや人間育てや人づくりにお金を出し惜し

むということが許されていいはずがありませんし、財政的なメリットということほど、保育の

現場に似つかわしくないものはないというふうに考えております。 
 次に、多様化する保護者の保育ニーズに公立保育所が対応しきれないという問題であります。 
 委員会での説明では、今、公立の保育所の保育士は正職員、臨時職員の比率が５０％５０％

になっている保育所もあったり、限りなくそれに近づいている保育所もあり、これ以上の保育

サービスの上乗せは、正規の職員にますます負担がかかることになるという委員会の説明であ
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りました。 
 定員管理の名のもとで、必要な人員でさえも臨時職員で賄い、正規職員を減らし続けてきた

責任は、ひとえに行政側にあります。また、保護者の保育ニーズに応えきれないほどの正規職

員の減らし方をしてきたのも行政であります。正規職員が少ないことを理由にした指定管理の

導入は、とても容認できるものではありません。 
 昨年１０月に、笛吹市保育ビジョンをつくりました。その公立保育所のビジョンというとこ

ろによりますと、以下のように宣言しております。保護者や地域のニーズの把握という項目に

ついてでありますけども、保護者や地域の方々から幅広く声を聞き、保育所づくりに反映し、

地域に寄り添った保育サービスに努めますとありまして、利用者の立場に立ったサービスの提

供、特別保育事業の充実、保護者や地域の声を聞く機会の設定と、その対応というふうに、高

らかにビジョンに書かれているところであります。このビジョンを遂行する立場に立つなら、

公立保育所が多様なニーズに対応しきれないということにはなりません。 
 公立保育所だからこそ公の使命を担って、保育の質の向上とともに、保護者のニーズにしっ

かりと対応することをやらなければいけないし、また、できるのではないでしょうか。 
 保育所の運営については公立・私立の区別なく、保育士の配置であるとか、保育室の広さな

ど最低基準で決められておりますし、また運営費についても国の定めた基準によって、使い道

が大変厳しく制限されているものでありますし、そして特別保育事業の実施についても公立や

私立の区別、何もありません。公立にできて私立にできないとか、私立にできて公立にできな

いとか、そのようなものはないと考えております。 
 公立では対応できながら、指定管理を導入するということになりますと、公立保育で働く保

育士にとっては、保護者や地域のニーズにしっかりと応えていきたいという高い志を削いでし

まうことにはならないでしょうか。また行政側も指定管理を導入したら、子どもにも保護者に

も地域にも大変評判がよくなって人気が高くなって、そして入園の希望者がとても増えている

ということを、よく情報発信しておりますけども、そのことを手放しで喜んでいる場合でしょ

うか。裏返せば、保育サービス向上について、公立が努力を怠ってきたということに、私はな

ると考えております。今こそ、私立の運営にしっかりと学んで、公立保育所への評判も人気も

高めていく、そういうことに心血を注ぐべきだと思っております。 
 このことを申し上げて反対討論としますけども、なお、議案第１３８号 一般会計補正予算

には、この１５２号と関わって委託料１７０万円が計上されていることから、補正予算案にも

反対するものです。 
〇議長（小林始君） 

 次に、原案に賛成者の発言を許します。 
 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、議案第１５２号 公の施設に関わる指定管理者の指定に

ついての議案に対しまして、私は賛成する立場から意見を述べ、討論を行います。 
 本案は、笛吹市立八代御所保育所に平成２３年４月から指定管理者制度を導入し、社会福祉

法人 博愛保育園を指定管理者として指定するものであります。 
 八代御所保育所への指定管理者導入につきましては、保護者の十分な理解のもとで円滑な導
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入を図るために、平成２０年６月より保護者説明会を重ねてまいりました。その結果、保護者

の皆さんの大多数の合意のもとに導入するものでございます。 
 長年にわたり、優れた保育所運営の実績を持つ民間保育園の知識・発想を取り入れることに

より、多様化する保護者の要望に応えられる保育サービスの向上、運営内容の充実を図り、ま

た公立保育所全体のレベルアップにもつながるものと期待するところでございます。 
 保育所の管理運営にあたっては、市と指定管理者が良好な信頼関係を保ちながらも、市が責

任を持ち、しっかりチェックをしながら、保護者の声が反映されるような体制づくりを望むも

のでございます。 
 保育内容の一層の充実と保育サービスの向上を図り、保護者や地域の期待に応えられるよう

な運営がされることを期待し、八代御所保育所の指定管理者の指定議案に対する賛成討論とい

たします。 
〇議長（小林始君） 

 ほかに討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結します。 
 これより、議案第１５２号の採決を行います。 
 本案に対する委員長報告は、可決です。 
 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 多 数 ） 
 起立多数です。 
 よって、議案第１５２号は原案のとおり可決されました。 
 次に、議案第１５３号および議案第１５４号、ならびに議案第１６１号を一括議題とします。 
 お諮りします。 
 本３案件については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本３案件に対する委員長報告は、可決です。 
 本３案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第１５３号および議案第１５４号、ならびに議案第１６１号は原案のとおり可

決されました。 
 次に、建設経済常任委員会に付託しております案件につきまして、建設経済常任委員長から

審査結果についての報告を求めます。 

 建設経済常任委員会委員長、内藤武寛君。 

〇建設経済常任委員長（内藤武寛君） 

 それでは、ただいま議長より報告を求められましたので、委員長報告をさせていただきます。 
 去る１２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日、１０日に全
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委員出席のもと、関係当局の出席を求め開会し審査いたしました。 
 審査にあたり、主な質疑・意見等について報告いたします。 
 産業観光部所管では、農林土木課にかかる県営中山間地域総合整備事業の、１９節負担金補

助及び交付金の増額補正について内容説明を求めましたところ、八代町奈良原地区の農道改良

工事および竹居地区の水路改修工事についての説明がありました。また、観光商工課の観光イ

ベント事業について質問したところ、中国研修生受け入れ事業における研修生の数が確定した

ことによる補助金の減額の説明がなされました。 
 建設部所管では、八代定住促進住宅について、入居者と地区との関わり、また駐車場が少な

すぎるのではとの質問がされ、入居者と地区との関わりが深まるよう自治会と話し合いを持つ

よう考える、同時に市内他の住宅も確認していきたいとの説明を受けました。また、駐車場に

ついては、今後確保できるよう検討するとの説明がありました。 
 スマートインターチェンジ整備効果検討委託料に関連して、進捗状況について説明を求めた

ところ、現在３回の勉強会が済み、今年度中には勉強会が終了し、地元地区との協議に入ると

の説明がなされました。 
 公営企業部所管では、水道事業会計の過年度損益修正損について質疑を行ったところ、廃業

した旅館を企業が新たに取得したが、その件で生じた過年度回収不能額についての説明があり

ました。 
 下水道事業については、加入率及び受益者負担金等について説明を求めたところ、水洗化率

７９．７%、普及率５８．２%であり、受益者負担金については、平成２２年度に市内統一で

平米当たり３３０円としたこと、また、今後も加入促進に努めるなどの説明がありました。 
 以上、本委員会に付託を受けました案件に関わる主な質疑・意見等の報告を終わります。 
 それでは、審査結果については次のとおりです。 
 議案第１３１号 「笛吹市定住促進住宅条例の制定について」、賛成全員で原案のとおり可

決すべきものと決定。 
 議案第１３３号 「笛吹市簡易水道事業の設置等に関する条例及び笛吹市簡易水道事業給水

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１３４号 「笛吹市農業集落排水施設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１３８号 「平成２２年度笛吹市一般会計補正予算（第５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１４３号 「平成２２年度笛吹市公共下水道特別会計補正予算（第３号）について」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第１４４号 「平成２２年度笛吹市簡易水道特別会計補正予算（第３号）について」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第１４５号 「平成２２年度笛吹市水道事業会計補正予算（第３号）について」、賛成

全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第１４６号 「平成２２年度笛吹市営春日居地区温泉給湯事業会計補正予算（第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１４７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１４８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。 
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 議案第１４９号 「不動産の取得について（八代雇用促進住宅）」、賛成全員で原案のとおり

可決すべきものと決定。 
 議案第１５５号 「公の施設に係る指定管理者の指定について（境川地域振興交流センター）」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第１５６号 「公の施設に係る指定管理者の指定について（春日居産地形成促進施設）」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第１５７号 「公の施設に係る指定管理者の指定について（一宮有線テレビ）」、賛成全

員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第１５８号 「公の施設に係る指定管理者の指定について（境川農産物加工センター）」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第１５９号 「公の施設に係る指定管理者の指定について（芦川活性化交流施設）」、賛

成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第１６０号 「公の施設に係る指定管理者の指定について（石和小林公園・石和温泉駅

前公園）」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 以上をもちまして、委員長報告といたします。 

〇議長（小林始君） 
 以上で、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１３８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１３１号および議案第１３３号、ならびに議案第１３４号を一括議題とい

たします。 
 お諮りします。 
 本案件については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本３案件に対する委員長報告は、可決です。 
 本３案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第１３１号および議案第１３３号、ならびに議案第１３４号は原案のとおり可

決されました。 
 次に、議案第１４３号から議案第１４６号を一括議題といたします。 
 お諮りします。 
 本案件については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
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 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本４案件に対する委員長報告は、可決です。 
 本４案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第１４３号から議案第１４６号は原案のとおり可決されました。 
 次に、議案第１４７号から議案第１４９号および議案第１５５号から議案第１６０号を一括

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案件に対する委員長報告は、可決です。 
 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。 
 よって、議案第１４７号から議案第１４９号および議案第１５５号から議案第１６０号は原

案のとおり可決されました。 
 以上で、各常任委員会に付託いたしました議案の採決が終了いたしました。 
 これより各常任委員会に分割付託いたしました議案第１３８号を議題とし、討論を許します。 
 （ な し ） 
 討論を終結します。 
 これより、議案第１３８号の採決を行います。 
 本案に対する各委員長報告は、可決です。 
 本案は、各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１３８号は原案のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小林始君） 
   日程第３４ 請願第３号を議題とします。 

 本件は、定例会初日に教育厚生常任委員会に付託いたしました審査の結果について、教育厚

生常任委員長から報告を求めます。 
 教育厚生常任委員会委員長、中川秀哉君。 

 



 １０８ 

〇教育厚生常任委員長（中川秀哉君） 
 ただいま、議長より報告を求められましたので、教育厚生常任委員会に付託されました請願

について、１２月１０日に審査をいたしましたので、その結果について報告いたします。 
 請願第３号 教育予算を拡充し、教育の機会均等及び水準の維持向上を図るための請願書に

ついては、賛成全員で採択すべきものと決定いたしました。 
 以上をもちまして、請願審査の報告といたします。 

〇議長（小林始君） 
 これより、委員長報告に対する質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑を終結します。 
 続いて、討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結します。 
 請願第３号の採決を行います。 
 この請願に対する委員長の報告は、採択です。 
 本件は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 全 員 ） 
 起立全員です。 
 よって、請願第３号は委員長報告のとおり採択することに決しました。 
 のちほど日程を追加し、意見書の提出について議題とします。 
 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０５分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 １時２５分 
〇議長（小林始君） 

 再開いたします。 
 ただいま、市長より予算案件１件および人事案件２件が、また教育厚生常任委員長から所定

の賛同者とともに発議１件が提出されました。 
 お諮りします。 
 これを日程に追加し、直ちに議題にしたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、お手元に配布の議事日程のとおり、日程を追加いたします。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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〇議長（小林始君） 
   日程第３５ 議案第１６３号から日程第３７ 同意第７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、概略のご説明を申し

上げます。 
 議案第１６３号 平成２２年度笛吹市一般会計補正予算（第６号）についてであります。 
 今議会におきまして、追加提案させていただきます平成２２年度笛吹市一般会計補正予算（第

６号）の概略を説明させていただきます。 
 既定の予算額に歳入歳出それぞれ３億１００万円を追加し、総額を３２０億６，１００万円

とさせていただくものであります。また、事業執行が翌年度にわたるため、繰越明許費の追加

も併せてお願いするものであります。 
 今回の補正予算につきましては、地域活性化交付金を盛り込んだ国の２２年度第１次補正予

算が１１月２６日に成立することを受け、本交付金に該当する事業経費を予算計上させていた

だくものであります。 
 まず歳入でありますが、新たに地域活性化交付金として、国庫支出金２億４千万円および普

通交付税６，１００万円を追加するものであります。 
 また歳出につきましては、地域活性化交付金対応事業費として、３億１００万円を追加する

ものであります。 
 総務費にあっては、支所庁舎改修等に関わる事業費に３千万円を。民生費では、ふれあいの

家改修工事事業および保育所改修事業に６００万円を。土木費では、安心・安全なまちづくり

事業に３千万円を。教育費では、市内小中学校施設改修費および社会教育施設の改修工事など

１５事業に２億３，４００万円をそれぞれ追加するものであります。 
 今回の補正予算は、国の円高、デフレ対応のための緊急総合経済対策を実施するため、国が

行った第１次補正予算として創設された地域活性化交付金による、市に配分された交付金２億

４，０４２万９千円とし、市単独で６，１００万円の一般財源を上乗せし、市単独の経済対策

の事業として執行するものであります。 
 次に同意第６号 公平委員会委員の選任についてであります。 
 任期満了に伴う公平委員会委員の選任でありますが、現職の宮澤黎夫氏を再任することにつ

いて、地方公務員法第９条の２第２項の規定により議会の同意をお願いするものであります。 
 住所は笛吹市境川町寺尾３８８６番地の１。生年月日は昭和１３年１１月５日、満７２歳。

任期は平成２６年１２月２０日までの４年間であります。 
 次に同意第７号 名所山恩賜県有財産保護財産区管理会委員の選任についてでありますが、

管理会委員を改選することについて、地方自治法第２９６条の４第１項および名所山恩賜県有

財産保護財産区管理会条例第３条の規定により、齊藤智雄氏、沼田侊勇氏、相田裕二氏、深澤

史生氏、北野富一氏、中澤重徳氏、中村繁身氏の７人について、同意をお願いするものであり

ます。 
 任期は、平成２６年１２月３１日までの４年間であります。 
 以上、よろしくご審議の上、ご議決いただきますことをお願い申し上げ、提案理由の説明と
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させていただきます。 
〇議長（小林始君） 

 説明が終わりました。 
 これより、議案第１６３号の質疑を行います。 
 この際、申し上げます。 
 本案については、所管の常任委員会に付託することになっておりますので、大綱的な質疑に

留めたいと思います。 
 それでは、ただいまから大綱質疑の発言を許します。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑を終結いたします。 
 ただいま、議題となっております議案第１６３号は、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。 
 休憩中に常任委員会を開催し、審査をお願いいたします。 
 暫時休憩いたします。 

休憩  午後 １時３５分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ３時１３分 
〇議長（小林始君） 

 再開します。 
 議案第１６３号を議題とします。 
 本案については、休憩前に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。 
 なお、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。 
 はじめに総務常任委員会委員長、前島敏彦君。 

〇総務常任委員長（前島敏彦君） 
 それでは、議長より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。 
 総務常任委員会に付託されました議案審査を、本日、午後１時４５分から関係当局の出席を

求め開会し、全委員出席のもと審査いたしました。 
 審査の過程において出ました主な質疑等について、報告いたします。 
 御坂の庁舎の外壁の防水工事については、まだそんなに古くはないが、もう防水工事をしな

ければならないのかとの質問に対し、一般的に５、６年の間隔で塗り替えをするのが良好な施

設管理をしていく上で望ましいという施工者の意見があり、今回この庁舎も７年目を迎えるた

め、将来的にメンテナンスを適切にすることによって、できるだけ小規模の改修に納めていき

たいため、今回ここで改修を行うとの説明がありました。 
 また、業者は入札で決めるのかとの質問に対し、地域活性化でありますので、機械類等につ

いては専門的な部分もあり、入札になるかもしれないが、建物の塗装等もありますので、地元

業者をできる限り、入札または随契で実施したいとの説明がありました。 
 議案第１６３号 「平成２２年度笛吹市一般会計補正予算（第６号）」のうち総務常任委員

会担当項目については、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
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 以上をもちまして、委員長報告とさせていただきます。 
〇議長（小林始君） 

 以上で、総務常任委員長の報告は終わりました。 
 これより、委員長報告に対する質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑を終結します。 
 次に、教育厚生常任委員長から審査の結果について、報告を求めます。 
 教育厚生常任委員会委員長、中川秀哉君。 

〇教育厚生常任委員長（中川秀哉君） 
 それでは、議長より報告を求められましたので、委員長報告をさせていただきます。 
 本日、午後１時４５分から教育厚生常任委員会を開会し、本委員会に付託されました議案に

ついて、全委員出席のもと審査をいたしました。 
 審査にあたり、主な質疑等について報告いたします。 
 まず、保健福祉部所管につきましては、ふれあいの家改修工事に伴い、すでに工事が行われ

ているようだが、今回の防水工事とは別の部分なのかとの質問があり、平成２０年度耐震診断

を行い、平成２１年度の繰越事業で耐震補強工事を行っているものである。防水工事について

も、繰り越して対応する予定であるとの説明がありました。 
 教育委員会所管では、１５事業についての説明を受け、事業選定個所の考え方についての質

問があり、大きく改修工事が必要な施設を重点的に選定させていただいた。また、図書館シス

テムについては更新時期がきており、学校図書との連携や住基カードが図書館カードとして使

用できるメリットもあり、補正対応させていただいたとの説明がありました。 
 以上、主な質疑等の報告を終わります。 
 それでは審査結果について、ご報告いたします。 
 議案第１６３号 「平成２２年度笛吹市一般会計補正予算（第６号）」のうち教育厚生常任

委員会担当項目については、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
 以上をもちまして、委員長報告といたします。 

〇議長（小林始君） 
 以上で、教育厚生常任委員長の報告は終わりました。 
 これより、委員長報告に対する質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑を終結します。 
 次に、建設経済常任委員長から審査結果についての報告を求めます。 
 建設経済常任委員会委員長、内藤武寛君。 

〇建設経済常任委員長（内藤武寛君） 

 ただいま、議長より報告を求められましたので、建設経済常任委員会委員長報告をさせてい

ただきます。 
 本日、付託されました議案について、午後１時４５分から建設経済常任委員会を開会し、全

委員出席のもと、関係当局の出席を求め審査いたしました。 
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 審査にあたり、主な質疑・意見等について報告いたします。 
 建設部所管につきましては、防犯カメラ設置個所等についての質問をし、石和温泉駅につい

ては南口周辺、春日居町駅については駅南北を考えているが、今後、笛吹警察署等と検討を重

ね、治安などを考慮し、選定していきたい。設置する土地建物については、すべて公共用地お

よび公共建物を考えているとの回答がありました。また、地域活性化交付金事業であるため、

地元業者を活用すべきではとの質問には、前向きに検討するとの回答がありました。 
 以上、本委員会に付託を受けました案件に関わる、主な質疑・意見等の報告を終わります。 
 それでは、審査結果については次のとおりです。 
 議案第１６３号 「平成２２年度笛吹市一般会計補正予算（第６号）」のうち建設経済常任

委員会担当項目については、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
 以上をもちまして、委員長報告といたします。 

〇議長（小林始君） 
 以上で、建設経済常任委員長の報告は終わりました。 
 これより、委員長報告に対する質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑を終結します。 
 それでは、議案第１６３号の討論を許します。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結します。 
 これより、議案第１６３号の採決を行います。 
 本件に対する各委員長報告は、可決です。 
 本案は、各委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 全 員 ） 
 起立全員です。 
 よって、議案第１６３号は原案のとおり可決されました。 
 続いて、同意第６号の質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑を終結します。 
 お諮りします。 
 ただいま、議題となっております同意第６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６号は委員会への付託を省略することに決定いたしました。 
 同意第６号の討論を行います。 
 討論はありませんか。 
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 （ な し ） 
 討論を終結します。 
 同意第６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６号は原案のとおり同意することに決しました。 
 続いて、同意第７号の質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑を終結します。 
 お諮りします。 
 ただいま、議題となっております同意第７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７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７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７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７号は原案のとおり同意することに決しました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小林始君） 
   日程第３８ 発議第６号を議題とします。 

 提出者より、提案理由の説明を求めます。 
 中川秀哉君。 

〇１９番議員（中川秀哉君） 
 発議第６号 
 平成２２年１２月１４日 提出 
 笛吹市議会議長 小林始殿 

提出者 
笛吹市議会議員 中川秀哉 
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賛同者 
笛吹市議会議員 前島敏彦 
   〃    内藤武寛 

 教育予算を拡充し、教育の機会均等及び水準の維持向上を求める意見書の提出について 
 上記意見書を笛吹市議会会議規則第１３条第１項の規定により、別紙のとおり提出させてい

ただきます。 
 提案理由 
 義務教育費国庫負担金の国負担割合の縮小や地方交付税の削減等により、自治体において教

育予算を確保することが困難となっている。 
 このような状況の中、教育の機会均等や水準確保、無償制維持に不可欠な義務教育費国庫負

担制度を堅持し、国による教育予算の拡充と教職員定数の改善が図られる必要があるため、本

意見書を提出するものである。 
 なお、意見書（案）につきましては、お手元にお配りしましたとおりでございます。 
 以上でございます。 

〇議長（小林始君） 
 お諮りします。 
 本案については、質疑・討論および会議規則第３６条第３項の規定により、委員会付託を省

略したいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、発議第６号は質疑・討論、委員会付託を省略することに決定しました。 
 これより、発議第６号の採決を行います。 
 本案は、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 全 員 ） 
 起立全員です。 
 よって、発議第６号は原案のとおり可決されました。 
 追って、意見書を関係機関に送付いたします。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小林始君） 
   日程第３９ 「閉会中の継続審査について」を議題とします。 

 各常任委員長、議会運営委員長、リニア対策特別委員長より閉会中の継続審査の件が提出さ

れております。 
 お諮りします。 
 本件についてはお手元に配布のとおり、閉会中の継続審査とすることにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 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。 
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 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。 
 本定例会は１２月３日から本日まで、１２日間に及ぶ日程で開催されました。正副議長をは

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、本議会に上程した案件のすべてにつき

まして、ご議決・ご同意を賜りましたことに対しまして、心より厚く御礼を申し上げます。 
 特に追加提案させていただきました、地域活性化交付金事業に関わる補正予算につきまして

は、今後、各事業の推進により地域を支える中小企業の支援とともに、市民生活の向上につな

がるよう取り組んでまいります。 
 さて１２月６日、民主党の政策調査会は平成２３年度予算に関わる民主党提言を政府に提出

いたしました。提言では、平成２３年度予算の最大の目標は、国民生活が第一の視点を持ち、

デフレを脱却し、経済と雇用の拡大を実現することとしております。また、予算の基本方針の

中では、省庁別の予算枠に捉われない大胆な予算配分と国民生活の向上等に向け、効果的な政

策へ重点的に配分することなど、政府に対し、強く要請しております。 
 本市におきましても、市民第一主義の行政経営方針のもと、第１次笛吹市総合計画に掲げる

２８施策を着実に推進していくため、平成２３年度より行政評価のシステムをベースに従来の

部局別枠配分から施策別枠配分方式を導入し、施策の優先度や重点施策を示す中で、効果的・

効率的な予算編成に取り組んでおります。 
 今後も地方の自由度を生かし、みずからの責任においてまちづくりを行う自治体経営の必要

性を再認識し、自己決定と自己責任の原則のもと、自主・自立の行政経営に努めてまいります。 
 新年に入りますと、各種行事が予定されております。まず１月４日には、連合区長会長さん

をはじめとする発起人の皆さまの呼びかけにより、平成２３年新春交歓会、ならびに受賞者祝

賀会がホテル慶山で開催されます。市議会議員をはじめ各種行政委員、連合区長会長、区長、

消防団、幹部役員のほか、各種委員会委員および各種団体各位のご出席を賜り、叙勲および大

臣表彰の受賞者、ならびに県政功績者の祝賀会を行うとともに、平成２３年の新春を皆さまと

ともにお祝いをしたいと思います。 
 次に１月９日には、いちのみや桃の里スポーツ公園グラウンドにおいて、岡三郎団長以下

９００名の団員が参加して、笛吹市消防団出初め式が挙行されます。市内７分団による盛大か

つ厳粛な式典が行われ、併せて春日居分団による放水披露も行われます。 
 また、同じく１月９日に市内７つの会場で成人式が開催されて、約７００名の若者が大人の

仲間入りをいたします。新成人の皆さまには、社会の一員であることを自覚され、みずからが

社会をよりよい方向へ導いていくという志を持って、行動していただくことを希望いたします。 
 さて、来年は十二支の中で４番目の干支となる卯年です。やさしく、穏やかなウサギの姿は

家内安泰の象徴、その躍動感は大いなる飛躍を意味いたします。また、ことわざにウサギの上

り坂とあるように、ウサギは坂を飛び上がるのが早いことから何事もよい方向に、速やかに進

むとされております。現在、本市で進めております多機能アリーナ建設事業につきましては、

市民の皆さまからさまざまなご意見をいただいております。今後もこれらのご意見を真摯に受

け止めながら、あらゆる機会を通じ、情報発信を行い、市民の皆さんにご理解をいただく中で、

着実に事業が推進できるように努めてまいります。 



 １１６ 

 師走も半ばを迎え、寒気いよいよ厳しく、また何かと慌ただしい時期を迎えることになりま

す。議員各位におかれましては、くれぐれもご自愛いただき、ご家族とともに平成２３年の新

春をご健勝のうちに迎えられますようご祈念申し上げ、閉会のあいさつといたします。ありが

とうございました。 
〇議長（小林始君） 

 以上をもちまして、平成２２年笛吹市議会第４回定例会を閉会いたします。 
 大変ご苦労さまでございました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
閉会  午後 ３時３８分 

 



 １１７ 

 
 

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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