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１．議 事 日 程（第１号） 
平成２１年９月３日 
午後１時３０分開議 
於 議 場 

 
 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 
日程第 ２ 会期の決定 
日程第 ３ 議会関係諸般の報告 
日程第 ４ 市長行政報告ならびに提出議案要旨説明 
日程第 ５ 代表監査委員決算審査報告 
日程第 ６ 報 告 第 ４ 号 平成２０年度笛吹市財政健全化判断比率及び公営企業の資

金不足比率の報告について 

日程第 ７ 議案第６９号 笛吹市国民健康保険条例の一部改正について 

日程第 ８ 議案第７０号 笛吹市公共下水道使用料等徴収条例の一部改正について 

日程第 ９ 議案第７１号 笛吹市社会体育施設条例の一部改正について 

日程第１０ 議案第７２号 笛吹市議会政務調査費の交付に関する条例の一部改正に

ついて 

日程第１１ 議案第７３号 笛吹市老人医療費助成金支給条例の一部改正について 

日程第１２ 議案第７４号 平成２１年度笛吹市一般会計補正予算（第３号）について 

日程第１３ 議案第７５号 平成２１年度笛吹市国民健康保険特別会計補正予算（第

３号）について 

日程第１４ 議案第７６号 平成２１年度笛吹市老人保健特別会計補正予算（第１号）

について 

日程第１５ 議案第７７号 平成２１年度笛吹市介護保険特別会計補正予算（第２号）

について 

日程第１６ 議案第７８号 平成２１年度笛吹市介護サービス特別会計補正予算（第

２号）について 
日程第１７ 議案第７９号 平成２１年度笛吹市公共下水道特別会計補正予算（第

２号）について 
日程第１８ 議案第８０号 平成２１年度笛吹市農業集落排水特別会計補正予算（第

１号）について 
日程第１９ 議案第８１号 平成２１年度笛吹市簡易水道特別会計補正予算（第２号）

について 
日程第２０ 議案第８２号 平成２１年度笛吹市黒駒山恩賜県有財産保護財産区管理

会特別会計補正予算（第１号）について 
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日程第２１ 議案第８３号 平成２１年度笛吹市大積寺山恩賜県有財産保護財産区管

理会特別会計補正予算（第１号）について 
日程第２２ 議案第８４号 平成２１年度笛吹市稲山恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計補正予算（第１号）について 
日程第２３ 議案第８５号 平成２１年度笛吹市牛ヶ額恩賜県有財産保護財産区管理

会特別会計補正予算（第１号）について 
日程第２４ 議案第８６号 平成２１年度笛吹市大口山恩賜県有財産保護財産区管理

会特別会計補正予算（第１号）について 
日程第２５ 議案第８７号 平成２１年度笛吹市崩山恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計補正予算（第１号）について 
日程第２６ 議案第８８号 平成２１年度笛吹市名所山恩賜県有財産保護財産区管理

会特別会計補正予算（第１号）について 
日程第２７ 議案第８９号 平成２１年度笛吹市春日山恩賜県有財産保護財産区管理

会特別会計補正予算（第１号）について 
日程第２８ 議案第９０号 平成２１年度笛吹市兜山外五山恩賜県有財産保護財産区

管理会特別会計補正予算（第１号）について 
日程第２９ 議案第９１号 平成２１年度笛吹市水道事業会計補正予算（第２号）につ

いて 
日程第３０ 議案第９２号 平成２１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３１ 議案第９３号 平成２０年度笛吹市一般会計歳入歳出決算認定について 
日程第３２ 議案第９４号 平成２０年度笛吹市国民健康保険特別会計歳入歳出決算

認定について 
日程第３３ 議案第９５号 平成２０年度笛吹市老人保健特別会計歳入歳出決算認定

について 
日程第３４ 議案第９６号 平成２０年度笛吹市介護保険特別会計歳入歳出決算認定

について 
日程第３５ 議案第９７号 平成２０年度笛吹市介護サービス特別会計歳入歳出決算

認定について 
日程第３６ 議案第９８号 平成２０年度笛吹市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算認定について 
日程第３７ 議案第９９号 平成２０年度笛吹市公共下水道特別会計歳入歳出決算認

定について 
日程第３８ 議案第１００号 平成２０年度笛吹市農業集落排水特別会計歳入歳出決算

認定について 
日程第３９ 議案第１０１号 平成２０年度笛吹市簡易水道特別会計歳入歳出決算認定

について 
日程第４０ 議案第１０２号 平成２０年度笛吹市温泉事業特別会計歳入歳出決算認定

について 
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日程第４１ 議案第１０３号 平成２０年度笛吹市黒駒山恩賜県有財産保護財産区管理

会特別会計歳入歳出決算認定について 
日程第４２ 議案第１０４号 平成２０年度笛吹市大積寺山恩賜県有財産保護財産区管

理会特別会計歳入歳出決算認定について 
日程第４３ 議案第１０５号 平成２０年度笛吹市稲山恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計歳入歳出決算認定について 
日程第４４ 議案第１０６号 平成２０年度笛吹市牛ヶ額恩賜県有財産保護財産区管理

会特別会計歳入歳出決算認定について 
日程第４５ 議案第１０７号 平成２０年度笛吹市大口山恩賜県有財産保護財産区管理

会特別会計歳入歳出決算認定について 
日程第４６ 議案第１０８号 平成２０年度笛吹市崩山恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計歳入歳出決算認定について 
日程第４７ 議案第１０９号 平成２０年度笛吹市名所山恩賜県有財産保護財産区管理

会特別会計歳入歳出決算認定について 
日程第４８ 議案第１１０号 平成２０年度笛吹市春日山恩賜県有財産保護財産区管理

会特別会計歳入歳出決算認定について 
日程第４９ 議案第１１１号 平成２０年度笛吹市兜山外五山恩賜県有財産保護財産区

管理会特別会計歳入歳出決算認定について 
日程第５０ 議案第１１２号 平成２０年度笛吹市水道事業会計決算認定について 
日程第５１ 議案第１１３号 訴えの提起について 
日程第５２ 議案第１１４号 訴えの提起について 
日程第５３ 議案第１１５号 契約の締結について 

 
 

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

 ７ 



 
３．欠席議員 

 
 （ な し ） 

 
 

４．会議録署名議員 
 
 １７番 小 林   始 １８番 内 藤 武 寛 
 
 

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

 
 
 ６．職務のため議場に出席した者の職氏名（３名） 
 
 議会事務局長   古 屋 正 史 
 議 会 書 記   飯 島 重 人 
 議 会 書 記   金 井  久 
 
 

 ８ 



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

 ただいまの出席議員は２４名であります。 
 定足数に達しておりますので、ただいまから平成２１年笛吹市議会第３回定例会を開会いた

します。 
 開会にあたり、一言ごあいさつを申し上げます。 
 朝夕めっきり涼しくなりました。今年の夏は短く、梅雨が明けたかどうか分からないような

異常気象でした。昨日の新聞では、日照時間が戦後一番短かったと報道されていました。 
 さて、日本のこれからの進路を決める総選挙も終わり、民主党の時代になります。マニフェ

ストを見ますと、いいこと尽くめでありますが、財源はどうなるんだろうと少し不安な部分も

あります。そのしわ寄せが地方に来なければと、心配いたします。ともあれ、われわれは笛吹

市民の幸せのために与えられた職務を一生懸命務めなければと、心新たにしていかなければな

らないと考えております。 
 今定例会も笛吹市の発展のため、議員各位の活発な議論・審査を期待しておりますので、よ

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

構です。 
 本日、傍聴の申請があり、これを許可しましたので報告いたします。 
 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、騒ぎ立てることは禁止されておりますので、静

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

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

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

 会議規則第７９条の規定により 
 議席第１７番 小林 始君 
 議席第１８番 内藤武寛君 
の両名を会議録署名議員に指名いたします。 

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

 お諮りします。 
 今定例会の会期は、本日から９月２５日までの２３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） 

 ９ 



 異議なしと認めます。 
 したがって、本定例会の会期は、本日から９月２５日までの２３日間と決定いたしました。 

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

 監査委員から、平成２１年５月分から平成２１年７月分の例月出納検査の結果について、報

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

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

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（上野稔君） 
   日程第４ 市長より行政報告、ならびに日程第６ 報告第４号から日程第５３ 議案第１１５号

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

〇市長（荻野正直君） 
 本日ここに、平成２１年９月定例市議会の開会にあたり、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、私の行政経営の一端を申し述べ、議員各位ならび

に市民の皆さまのご理解を賜りたいと存じます。 
 はじめに第４５回衆議院議員総選挙は、民主党が３０８議席を獲得し、１８８９年に明治憲

法が発布されて以来、現憲法下では初めて野党第一党が単独過半数を得ての政権交代を果たす

という、歴史的な結果になりました。 
 ４年前の総選挙で、郵政民営化を掲げ、圧勝した自公連立政権に対し、国民が下した評価が

今回の結果であり、日本の政治は国民主権であるという原点を、改めて認識させられた選挙で

あったと感じております。 
 今月中旬には、新政権が発足する見込みであり、年度の折り返し地点での政権交代に伴う政

策転換による自治体経営への影響が懸念されているところあります。私の信条であります、時

流適応を念頭に状況を見極めながら、柔軟に対応してまいりたいと思います。 
 なお、本市は選挙の効率化と迅速化を住民サービスの向上と位置付け、今回の総選挙につき

ましても目標を明確にして、選挙事務に取り組んでまいりました。市内に２つの選挙区を持ち、

複雑な選挙事務を強いられる困難な状況ではありましたが、小選挙区は２２時１９分に、比例

代表は２２時４０分に確定させることができ、開票作業の効率化は県下でトップという結果で

ありました。また、投票所の数も地域のご理解をいただく中で、前回総選挙時の４３カ所から

２９カ所へ統廃合し、経費の節減も一段と進めることができております。 
 今後も選挙事務の確実な執行と併せ、迅速化と経費の節減に取り組んでまいります。 
 次に新型インフルエンザ対策について、ご報告を申し上げます。 
 本年５月３１日に、本市において県内初の感染者が発生して以来、市といたしましても感染

の拡大防止に取り組んでまいりましたが、７月後半から全国的に患者が増えはじめ、厚生労働

省では８月２１日に、山梨県では８月２６日に新型インフルエンザが流行シーズンに入ったと
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正式に発表いたしました。本市においても夏休み中の学童保育クラブに集団感染があり、直ち

に休業の措置を取りました。 
 また、昨日は笛吹市新型インフルエンザ対策行動計画に基づき、新型インフルエンザ対策本

部庁内連絡会議を開催し、各部署で策定した対応マニュアルや国等の運用指針の確認を行った

ところであります。 
 今後、さらに本格的流行が予想され、予断を許さない状況でありますが、感染の拡大抑制に

向けた取り組みとして、手洗い・うがい等の励行など、感染防止策の周知・徹底を図るととも

に、状況を見極めながら迅速・的確な対応を行ってまいります。 
 続きまして、行政経営の状況につきまして、ご説明させていただきます。 
 平成１９年６月に公布されました地方公共団体の財政の健全化に関する法律、いわゆる地方

公共団体財政健全化法の規定により、平成２０年度決算に基づく健全化判断比率、ならびに資

金不足比率を算出いたしました。その結果につきましては実質赤字比率、連結実質赤字比率、

実質公債費比率、将来負担比率、ならびに資金不足比率のいずれも早期健全化基準を下回って

おり、本市の財政状況につきましては、一応の健全化が保たれているものと考えております。 
 以下、第１次笛吹市総合計画における施策体系に沿って、主な事業のご説明をさせていただ

きます。 
 はじめに、笛吹市景観計画の策定についてであります。 
 本市は景観施策を積極的に展開するため、知事の同意を得て、この６月１日に景観法に基づ

く景観行政団体になりました。景観行政団体は、市内の各地域性を考慮した笛吹市景観計画を

策定することにより、建物の建築等に対して届出・勧告を基本とした誘導を行うことができ、

さらに条例に定めることで、形態意匠に関する変更命令を行うことが可能になりました。 
 本市といたしましては、芦川町地域審議会からの答申を受け、来春予定されております若彦

トンネルの開通による乱開発を抑制し、芦川地区の良好な景観が阻害されないための、芦川地

区のみの景観に関する自主条例の策定を本年度中に予定しております。また、笛吹市全域での

笛吹市景観計画として、３年から５年をかけて長期計画を策定する予定であります。 
 次に、リニア中央新幹線の早期建設と停車駅設置についてであります。 
 峡東圏域リニア中央新幹線駅誘致推進協議会の活動として、上野議長および山梨市、甲州市

の市長、議長とともに、７月２２日に横内知事に陳情を行いました。 
 境川町原地内が地理的条件や交通アクセス条件に恵まれていることに加え、中間駅を利用す

るお客さまが目にする、秀逸なロケーションをアピールしてまいりました。 
 ＪＲ東海が公式の場で、中間駅を１県１駅設置する考えを示したことから、県内の駅設置場

所についても、今後、ますます議論が活発化すると思われますので、関係機関や各種団体との

連携を密にし、官民一体となって、関係方面へ要望活動を行ってまいります。 
 議員各位にも、早期建設と停車駅設置について絶大なるご協力をお願い申し上げます。 
 次に、石和駅前土地区画整理事業についてであります。 
 平成４年度から事業を進めてまいりましたが、平成２４年度の事業完成を目指し、 終段階

に入っております。これまで懸案となっておりました旅館の移転につきましては、土地区画整

理法の規定に基づき、施行者である市が一方的に移転工事を行う直接施行を８月２５日に実施

することが決定しておりましたが、８月２４日に旅館側との間で合意がなされ、協議型の直接

施行に移行することといたしました。今後はこの合意に基づき、当初の予定に沿って、旅館の
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移転工事を進めてまいります。 
 次に富士の国やまなし、観光物産フェアｉｎ香港についてであります。 
 ７月３０日から８月２日までの間、山梨県、県果実輸出促進協議会、食品関連会社などと共

同で、香港において観光や特産品のトップセールスを行いました。 
 富士の国やまなし魅力説明会、意見交換会では、日本一の生産量を誇る桃・ブドウと県下

大級の温泉地を持つ笛吹市の魅力を紹介してまいりました。また、総合スーパーであるジャス

コ・コンヒル店では、桃やブドウの試食・販売、ワイン試飲などによるＰＲを行い、さらに香

港・中国市場での販路拡大に向け、香港日本領事館や現地法人などと情報交換会を行いました。

今後も積極的にトップセールスを行い、笛吹ブランドの確立を図ってまいります。 
 次に、笛吹市夏まつりについてであります。 
 笛吹市夏まつりも今年で５回目を数え、７月２０日より笛吹川石和鵜飼と夏の夜空を彩る石

和温泉連夜花火で開幕いたしました。 
 ８月１６日には甲斐いちのみや大文字焼きが開催され、多くの市民で賑わい、２１日には夏

祭りのメインイベントであります第４５回石和温泉花火大会が行われ、市内外からのおおぜい

のお客さまに約１万発の花火をお楽しみいただきました。 
 また期間中、各地区で行われました納涼祭りは、地域に密着した身近なイベントとして、地

域の交流の場となり、それぞれ賑わいを見せておりました。祭りを企画・運営していただいた

各実行委員会の皆さまに感謝を申し上げます。 
 次に、防災訓練についてであります。 
 ９月５日の土曜日に、全行政区と全市役所職員を対象に防災訓練を実施いたします。折りし

も、先月１１日には駿河湾沖を震源とする 大震度６弱を観測した地震が発生し、本市でも震

度４が観測されところであります。また、東海地震の観測情報も初めて出され、一時は緊張が

走りましたが、結果的には東海地震につながるものではないことが判明し、ひと安心したとこ

ろであります。 
 今年度の防災訓練は、行政区では災害時要援護者の避難訓練や、集合地から指定避難所まで

の安全な経路確認をするなど、統一したメニューの中で、すべての行政区が同じ訓練を実施し

たいと思います。市職員は災害対策本部、または現場指揮本部に全員が参集し、実践的な訓練

を実施し、訓練を通じて発災初期の職員の動きを検証いたします。 
 次に、境川町大坪地区の浸水対策についてであります。 
 優良企業の誘致を進め、農業従事者の就業の促進等を目指して、平成２０年度に農村地域工

業等導入実施計画を変更し、境川町石橋工業団地の拡大を図りました。 
 境川町大坪地区においては、合併以前の旧境川村時代から度重なる集中豪雨による浸水被害

が発生していることから、国や県に対し、河川改修やポンプ設置等の陳情要望活動等を行って

おりますが、実現に至っていないのが実情であります。 
 現在、浸水対策として、市においては大坪尻川の浚渫、県においては鎌田川の浚渫などを実

施し、また、国土交通省甲府河川国道事務所、県、市による浸水対策検討会を開催し、改善策

について協議を行っております。 
 積極的に浸水対策に取り組むことは、地区内の住民および地権者への安全・安心の確保およ

び優良企業の誘致を進めるためにも必要不可欠と考え、今定例会に対策に伴う補正予算を計上

させていただいたところであります。 
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 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、様々な事業取り組みを行う中で、現時点におけるごみ減量率

については、基準年対比２９％強の減量が達成できております。さらなる推進策として、ホー

ムページの活用によるごみ増減状況の公表、排出物実態調査の実施、また各地区に出向しての

説明会も７月末現在において、３０回実施しております。 
 またミックスペーパー、その他プラの分別排出の推進といたしましては、石和町唐柏地区を

モデル地区として実施しておりますが、排出個所の増設により分別排出の推進が図られたこと

から、今後、他の地区においても適切な排出個所を見極め、増設について検討してまいります。 
 市民一人ひとりがごみを減らす行動に結びつくよう、減量施策について、さらに積極的な取

り組みを推進いたします。 
 次に、敬老祝金支給事業についてであります。 
 今年も９月１５日から２１日までの老人週間に合わせ、敬老祝金に市内の小学校児童の手紙

を添えて、７７歳・８８歳、そして１００歳以上の皆さまにお届けいたします。今年度中に

１００歳になられる方は１２名で、この方々を含めまして市内の１００歳以上の方は４５名で

あります。なお、本市の 高齢者は１０７歳の女性であります。 
 次に、保育所関連事業についてであります。 
 かすがい東保育所建設につきましては、７月１７日に関係者の皆さまのご臨席を賜り、起工

式を執り行いました。来年３月の完成を目指し、着々と工事を進めているところであります。 
 なお、完成後の運営方法につきましては、保護者をはじめ地域関係者のご理解をいただく中

で、指定管理者制度を導入することとし、現在、応募者の選定を行っているところであります。 
 また、待機児童解消のための民間保育所による保育所の設置や老朽化による施設整備に対し、

その費用の一部を補助するなど、子どもを安心して育てることができる保育体制の整備を図っ

てまいりたいと考えております。 
 次に、国民健康保険についてであります。 
 昨年秋からの世界的経済不況は、本市国保財政にも大きな影響を及ぼしており、税率を上げ

ても税収は上がらないという状況であります。懸念される収納率低下への対策として、収納率

の向上を図るため、本年１月から緊急雇用への対応と合わせ、徴収員２名を雇用し、国保税の

徴収強化にあたりましたが、現年度分収納率は 終的に前年度比０．９４ポイントマイナスの

８８．０４％という結果でありました。 
 昨年度の医療保険制度の大幅改正や年々増加する医療費に加え、県単独事業に伴う窓口無料

化制度が実施されたこともあり、医療費の増加は著しく、国保財政をさらに圧迫しているのが

現状であります。 
 この結果、本年度予定されている医療給付費等の歳出に見合った財源の確保が困難な状況に

陥ったため、２１年度の本算定は通常の医療費の自然増分の税率改正のみを実施し、不足する

財源、約３億円については一般会計から繰り出すことといたしました。 
 現在の経済状況下での急激な負担増を避けるため、一般会計からの繰り出しを行うことへの

ご理解をお願いいたします。 
 なお、今後の運営につきましては、国に対して制度の適正運営への要望を継続的に行うとと

もに、加入者への啓発も含め諸問題の解決に向けた取り組みを、さらに積極的に進めてまいり

ます。 
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 次に、特定健診および特定保健指導についてであります。 
 国民健康保険課に保健師２名と栄養士１名を設置し、事業の推進に取り組んでおります。昨

年の健診受診率は３２．３％でありましたが、４年後の平成２４年度までには受診率を６５％

まで向上させることが国の事業計画で決められており、これを達成することが医療費の削減に

つながるものと期待しながら、積極的に事業に取り組んでまいります。啓発活動などについて

議員各位のご協力をお願いいたします。 
 次に、現場からの教育改革リレーフォーラム事業についてであります。 
 市制施行５周年記念特別事業として、１０月１０日に笛吹市スコレーセンターにおいて、笛

吹教育元年、笛吹市学校教育ビジョンの具現化を目指して、現場からの教育改革リレーフォー

ラムｉｎ笛吹を開催いたします。 
 笛吹市ＰＴＡ連合会、笛吹市教育協議会、地域交流センターにご協力をいただき、県内外の

市町村長をはじめ、県内の教育委員会、市内の学校関係者およびＰＴＡ関係者、ならびに市民

の方々に参加を呼びかけ、現場発信型の議論を行いたいと考えておりますので、おおぜいの皆

さまのご参加をお願いいたします。 
 次に、学校教育についてであります。 
 本年４月の経済危機対策において盛り込まれましたスクールニューディール構想により、懸

案でありました校務用１人１台パソコンの整備を行い、教育環境のＩＣＴ化のさらなる充実を

目指した取り組みを行っているところであります。 
 具体的には、小中学校の教職員に約５００台の校務用パソコンを整備し、情報漏洩の防止と

ウイルス等に対するセキュリティー対策を強化した上で、校務の効率化を図ります。また、教

職員が自宅においても、安心して仕事ができるようなシステムも導入いたします。さらに、更

新が必要とされる教育用パソコン１００台の整備およびマルチメディアを活用した、分かりや

すい授業の実現を目指し、電子黒板の整備を図っていくものであります。 
 次に、芦川中学校の統合準備状況についてであります。 
 本年６月の市議会定例会において、笛吹市立学校設置条例の一部改正が行われ、芦川中学校

の存続については、平成２２年３月３１日までとし、同年４月１日から統合再編することが決

定されました。また、７月２４日の臨時教育委員会において、平成２２年４月１日より芦川町

から生徒が通学する中学校については、笛吹市立浅川中学校を通学区域とすることが決定され

ました。 
 現在、芦川中学校統合準備委員会の保護者の皆さまからの要望事項に対する検討や学校見学

会の開催、芦川地区の生徒一人ひとりの心配や不安を払拭できるように、学校同士の交流会を

行うなど、統合への準備を進めております。 
 次に「甲斐国千年の都 笛吹市」刊行の記念講演会についてであります。 
 冊子「甲斐国千年の都 笛吹市」の刊行を記念して、９月１２日に記念講演会を開催いたし

ます。講演のあとには、山梨県指定の無形文化財である美和神社の太々神楽の舞と笛吹市太鼓

連合による演奏も行われますので、ぜひご鑑賞いただきたいと思います。 
 冊子では、古代より山梨県の中心的存在であった笛吹市の多くの重要な文化財を紹介してお

り、笛吹市の歴史は山梨の歴史でもあると考えられます。この記念講演会が、冊子「甲斐国千

年の都 笛吹市」と併せ、笛吹市の豊かな歴史を市民の方々に知っていただく機会になること

を期待するものであります。 
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 次に、市民協働の取り組みについてであります。 
 地域振興基金運用益を活用した地域振興促進助成事業、市民ボランティア・ＮＰＯ法人助成

事業について、本年度は、より利用しやすいように随時募集方式といたしました。すでに第１次、

第２次、第３次審査を行い、地域振興促進事業２１団体を認定し、助成金の交付を行ったとこ

ろであります。 
 また８月７日には、平成２０年度事業の実績報告会をスコレーセンターにおいて開催し、助

成金交付団体２５団体のうち１０団体が発表を行い、１５団体が資料掲示を行いました。今後、

応募をお考えの団体の参考になったものと考えております。 
 さらに、４月より準備を進めておりました市民活動・地域づくり支援ポータルサイトの正式

名称を、公募により「よっちゃばるネット笛吹」に決定し、８月より本稼動を開始いたしまし

た。市民の皆さまに広く親しまれ、活用されることを目指して、活発な運用に取り組んでまい

ります。 
 次に、男女共同参画についてであります。 
 本年５月に笛吹市男女共同参画推進委員会から、笛吹市男女共同参画推進条例（案）のご提

案をいただいたところでありますが、この条例案をもとに、庁内条例検討プロジェクトを立ち

上げ、条例制定に向けた取り組みを始めました。今後、ご提案いただいた条例案を尊重する中

で、笛吹市としての条例案を作成したいと考えております。 
 なお、条例制定にあたっては、市議会のご議決をいただくことになりますので、よろしくお

願い申し上げます。 
 次に、住基カードの普及促進への取り組みについてであります。 
 ８月３１日現在の総交付枚数は８，３７２枚で交付率は１１．７％になり、県下の総交付枚

数の３６％を笛吹市が交付している状況であります。また、証明書自動交付機の利用につきま

しては、住基カードの交付枚数に比例し、除々にではありますが増加し、住民票、印鑑証明書

の交付枚数の約２７％に達しております。 
 多くの市民の皆さまに住基カードをお取りいただくため、毎月第１日曜日の日曜窓口業務に

おいて即日交付を行っているところですが、この９月からは第３日曜日にも交付を行い、毎月

２回、日曜窓口業務の中で住基カードの即日交付を行うことといたしました。今後もあらゆる

機会を利用して住基カードの利便性をお知らせし、普及促進に努めてまいります。 
 次に、市税収納対策についてであります。 
 健全な市政経営のためには、市税の収納率向上は欠かすことのできないものであります。そ

の取り組みの１つとして、差し押さえ物件の公売も行っております。昨年からは動産のイン

ターネット公売を実施しておりますが、今年度は、さらに８月に山梨県内３市と埼玉県の合同

不動産公売に参加し、マンション一室の売却を行い、滞納市税へ充当したところであります。

今後も市税の収納率向上に向け、滞納処分等の強化に努めてまいります。 
 次に、平成２２年４月採用の職員採用試験につきまして、ご報告をいたします。 
 試験職種につきましては、一般行政職と消防職および福祉職である保育士とし、そのうち一

般行政職には障がい者枠と自己アピール枠を設定して、障がい者の雇用を積極的に打ち出すと

ともに、スポーツ、文化芸術、研究学術、社会国際貢献などの幅広い分野で培われた意欲や能

力を市政で発揮できる職員の採用を図るなど、新しい試みを行いました。 
 応募の状況でありますが、一般行政職に１３９名、福祉職３５名、消防職２２名となってお
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り、９月２０日の一次試験、１０月下旬の二次試験を経て、１１月に 終合格者を発表する予

定となっております。採用者数につきましては、今年度の退職者の状況をふまえ、定員適正化

計画に基づき決定してまいります。 
 続きまして、本定例会に提出させていただきました案件の内容につきまして、ご説明を申し

上げます。 
 提出させていただいた案件は条例案５件、補正予算案１９件、決算認定２０件など、合わせ

て４８件となりますが、主なるものにつきまして概略をご説明申し上げます。 
 まず、条例案についてであります。 
 はじめに国民健康保険条例の一部改正についてでありますが、健康保険法施行令の改正に伴

い、被保険者または被保険者であった者が平成２１年１０月１日から平成２３年３月３１日ま

での間に出産した場合に支給する出産育児一時金について、「３５万円」を「３９万円｣とする

ものであります。 
 なお、この改正により本年１月に発足した産科医療保障制度による３万円の増額と合わせ、

原則４２万円の支給額となります。 
 次に、公共下水道使用料等徴収条例の一部改正についてであります。 
 現在、旧町村ごとに異なる下水道使用料等の算定基準を統一することに伴い、所要の改正を

行うものであります。 
 次に社会体育施設条例の一部改正についてでありますが、施設の老朽化により、現在閉鎖中

であります境川水泳プールを撤去することに伴い、所要の改正を行うものであります。 
 次に議会政務調査費の交付に関する条例の一部改正についてでありますが、政務調査費の交

付に関して、申請方法および遡及申請の取り扱い等を明確化するため、所要の改正を行うもの

であります。 
 次に、老人医療費助成金支給条例の一部改正についてでありますが、健康保険法施行令等の

一部改正に伴い、医療費が高額となる世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保

険の自己負担額を合算し、年間の限度額を超えた場合について、申請により、その超過額を支

給するものであります。 
 次に補正予算について、概略をご説明申し上げます。 
 今回の補正予算につきましては、国・県支出金の変更に伴う既存事業予算の補正、平成２０年

度決算に基づく特別会計繰出金の清算、その他、国の経済危機対策として創設された地域活性

化・経済危機対策臨時交付金および、地域活性化・公共投資臨時交付金等による事業費の追加

などを中心に編成させていただいたところであります。 
 平成２１年度笛吹市一般会計補正予算（第３号）でありますが、既定の予算額に歳入歳出そ

れぞれ２７億７千万円を追加し、総額を３１５億円とさせていただくものであります。 
 まず歳入の主なものといたしまして、子育て応援特別手当事業、公立小中学校施設整備、地

域活性化・経済危機対策臨時交付金および地域活性化・公共投資臨時交付金など、国庫支出金

１０億４千万円を追加。国民健康保険、保険基盤安定のための負担金など、県支出金５，

２００万円を追加。老人保健および介護保険特別会計などからの繰り入れの増により、繰入金

４，７００万円を増額。繰越金として、平成２０年度一般会計決算繰越額６億３，５００万円

を追加。市債は合併特例債および臨時財政対策債など、９億３，８００万円を追加するもので

あります。 
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 次に歳出の主なものとしましては、公有財産台帳整備費２，９００万円、国保特別会計への

繰出金３億１，４００万円、子育て応援特別手当支給事業７，５００万円、農産物直売所機能

強化支援事業１，１００万円、商工会プレミアム商品券１５０万円、大坪地内浸水対策設計委

託事業５，２００万円、石和温泉駅前整備事業４，２００万円、雨量観測システム整備事業３千

万円、小中学校太陽光発電設備設置事業７億２千万円、理科教育設備事業２，３００万円、御

坂体育館補修事業に４，６００万円などのほか、基金積立金として地域振興基金へ８億７，

９００万円を積み立てるものであります。 
 なお、補正予算２７億７千万円の款ごとの内訳につきましては、議会費１００万円の減額。

総務費１億３千万円、民生費４億３千万円の追加。衛生費７００万円の減額。農林水産費３，

９００万円、商工費２，４００万円、土木費２億７，３００万円、消防費７，２００万円、教

育費９億３，４００万円、諸支出金８億７，９００万円などを、それぞれ追加するものであり

ます。 
 次に、特別会計の補正予算案であります。 
 国民健康保険特別会計では２億２，５００万円を追加し、総額を８０億７，６００万円に。

老人保健特別会計では２，２００万円を追加し、総額を４，３００万円に。介護保険特別会計

では６，７００万円を追加し、総額を４５億３００万円に。介護サービス特別会計では２００万

円を追加し、総額を１，７００万円に。公共下水道特別会計では３，３００万円を追加し、総

額を４１億５千万円に。農業集落排水特別会計では２００万円を追加し、総額を７，８００万

円に。簡易水道特別会計では４，１００万円を追加し、総額を８億１，７００万円に。黒駒山

など、恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計９会計では、合わせて３００万円を減額させて

いただくものであります。 
 次に公営企業会計の補正予算案でありますが、笛吹市水道事業会計補正予算（第２号）では、

収益的収入及び支出において１千万円をそれぞれ増額し、総額を１１億４千万円に。資本的支

出において３，１００万円を追加し、総額を１９億６千万円に。笛吹市営春日居地区温泉給湯

事業会計補正予算（第２号）では、収益的収入及び支出において５００万円をそれぞれ増額し、

総額を７，６００万円とさせていただくものであります。 
 次に、平成２０年度の決算認定についてであります。 
 一般会計歳入歳出決算につきましては、歳入総額が２９９億９００万円、歳出総額が

２８９億５千万円、歳入歳出差引額が９億４，９００万円となっており、そのうち翌年度に繰

り越すべき一般財源は１億５，７００万円で、実質収支額は７億９，１００万円となりました。 
 そのほか特別会計１８案件、企業会計１案件について、地方自治法第２３３条第３項および

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

を付して提案するものであります。 
 なお、昨年度の主な事業といたしましては、市税等コンビニ収納導入事業２，４００万円、

公共交通網の整備６，９００万円、協働のまちづくりの推進９８０万円、ごみ減量化推進事業

６億３，６００万円、障がい者の自立支援事業に１億１，７００万円、バイオマスの郷づくり

事業３，９００万円、地域環境資源活用推進事業に８，２００万円、デスティネーションキャ

ンペーン事業に６４０万円、第１５回全国鵜飼サミット笛吹大会開催に１，１００万円、笛吹

市都市計画マスタープラン策定事業に６００万円、石和駅前土地区画整理事業に１億９，

２００万円、境川浄水場建設事業６，３００万円、学校教育ビジョン策定事業に８９万円、浅
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川中学校技術科棟耐震改修事業に８５０万円などであります。 
 なお、詳細につきましては、のちほど会計管理者よりご説明を申し上げます。 
 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、ご了承をお願いいたします。 
 以上、今定例会に上程いたしました案件につきまして、提案理由をご説明させていただきま

した。よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 
〇議長（上野稔君） 

 続きまして、議案第９３号から議案第１１２号につきまして、会計管理者から補足説明があ

ります。 

 会計管理者、堀井一美君。 

〇会計管理者（堀井一美君） 
 ただいま市長より提案がございました、議案第９３号の一般会計から議案第１１２号の企業

会計までの決算認定２０案件につきまして、一括して決算内容の補足説明をさせていただきま

す。 
 なお、概要の説明となりますので、金額につきましては、１万円未満は省略をさせていただ

きます。ご了解をお願いしたいと思います。 
 それではお手元の平成２０年度笛吹市一般会計、特別会計および企業会計歳入歳出決算書に

基づきまして、ご説明をさせていただきますので、決算書の２ページ、３ページをご覧いただ

きたいと思います。 
 平成２０年度一般会計と１８の特別会計の歳入歳出決算の総括表でございます。この一番下

の合計欄でございます。一般会計および１８特別会計における収入済額合計４９３億６，

７４４万円。支出済額合計は４８１億３，３８７万円。歳入歳出差引額の合計は１２億３，

３５６万円となりました。 
 なお、この表には示されておりませんが、翌年度への繰越財源が１億６，５６２万円余りと

なっておりますので、それを除く全体の実質収支は１０億６，７９４万円の黒字となっており

ます。 
 それでは、まずはじめに議案第９３号 「平成２０年度笛吹市一般会計歳入歳出決算認定に

ついて」、ご説明を申し上げます。 
 ６ページ、７ページをご覧いただきたいと思います。 
 一般会計の歳入ですが、収入済額でご説明を申し上げます。 
 第１款市税は、収入済額９４億２，５５９万円であります。その主なものとしまして、市民

税３６億７，３１０万円、固定資産税４６億７，４０８万円などとなっておりまして、市税は

歳入全体の３１．５％を占めております。また、前年度と比較しますと１億６６７万円の増額

となりましたが、市税収納率は０．３％減の７７．８％となっております。 
 次に第２款地方譲与税でありますが、自動車重量譲与税、地方道路譲与税を合わせると３億

２，７３１万円となっております。 
 次の第３款利子割交付金から第９款地方特例交付金までの各種交付金は、総額で１０億１，

１０５万円となっております。 
 第１０款地方交付税は８０億４，０９２万円で、歳入全体の２６．９％を占めており、前年

度と比べまして、５億１，９７１万円の増額となっております。 
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 以下の歳入につきましては、主なもののみを申し上げます。 
 ８ページ、９ページをご覧いただきたいと思います。 
 第１４款国庫支出金は３０億４，７６８万円。第１５款県支出金は２０億８，２４５万円。

第１９款繰越金は１０億１０５万円。２１款市債は３５億８，５７９万円であります。 
 その結果、歳入合計としまして、収入済額２９９億９３３万円となり、前年度と比べ４．１％、

１１億８，５９３万円の増額になっております。 
 次に歳出でありますが、１０ページ、１１ページをご覧いただきたいと思います。 
 まず第１款議会費は、支出済額が２億４，００１万円です。これは議会の運営経費等であり、

支出済額も９４％は人件費となっております。 
 なお、執行率は９８．９％でございます。 
 次に第２款総務費につきましては、支出済額４５億５，７３７万円で、その主なものとしま

して、総務管理費は３８億３，８９４万円。この中には定額給付金事業費の９億１，３００万

円のほか、本庁および南館の維持管理事業費、住民情報および内部情報系システム運用管理事

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

９４％となっております。 
 次に第３款民生費でありますが、支出済額が７２億８，１２１万円となっており、歳出全体

の２５．１％を占めており、歳出の中では も大きな支出済額となっております。その主なも

のとしまして、社会福祉費の３４億８，８０１万円は、障がい者および高齢者に対する各種福

祉事業費ほか国民健康保険、介護保険、老人保健、後期高齢者医療特別会計への繰出金などで

あります。 
 また、児童福祉費の２８億９，８９１万円は放課後児童健全育成事業費、児童手当および児

童扶養手当支給事業費、保育所の管理運営費などとなっており、かすがい東保育所建設に伴う

設計委託料なども、この中に含まれております。そのほか、生活保護費を含めた民生費全体の

執行率は９７．４％となっております。 
 次に第４款衛生費でございますが、支出済額は１９億６，７２１万円となっており、そのう

ち保健衛生費の４億７，０４８万円は職員人件費、各種健康診査事業費のほか、法律に基づく

予防接種事業費などであります。 
 また清掃費の７億７，４５５万円は、ごみ収集処理事業費のほか、ごみ減量化推進事業費な

どでありまして、衛生費全体の執行率は９６．３％となっております。 
 次の第５款労働費の支出済額でございますが、１，４０４万円で、主に笛吹市シルバー人材

センターへの負担金であります。 
 次に第６款農林水産業費ですが、支出済額は２１億２，０５６万円となっております。この

うち農業費は２０億２，８９１万円で、これは主に地域環境資源活用推進事業費、バイオマス

の郷づくり事業費、農道整備事業費、県営畑地総合整備事業費、土地改良事業費のほか、芦川

町農産物直売所建設事業費などでございます。 
 なお、農林水産業費の執行率は９４．３％となっております。 
 次に第７款商工費ですが、支出済額が３億１，３６５万円で、市の商工振興および観光振興

のための諸事業に関わります経費が主なものでございます。各種イベントのポスター、パンフ

レットの製作、テレビ・ラジオ・雑誌等を活用した観光宣伝事業や桃の花まつり、鵜飼夏まつ
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りなどの各種の観光イベント事業費であり、商工費の執行率は９６．７％となっております。 
 次に８款土木費でありますが、支出済額３５億１，１２０万円で、そのうち主なものは土木

管理費が５億９，９８５万円。この中には職員人件費ほか山梨リニア実験線、本線建設に関わ

りますリニア対策需用費などでございます。 
 道路橋梁費は７億６，８３５万円で、市道維持管理事業費、道路新設改良費、市道境川

１４２号線、市道石和１７号線、市道塩田金沢線などの改良事業を行っております。 
 都市計画費は２０億５，５６６万円で、この中には石和駅前土地区画整理事業費のほか、下

水道特別会計への繰出金１７億６，５８８万円も含まれております。 
 なお、土木費全体の執行率は８４．１％となっております。 
 次に９款消防費ですが、支出済額が９億８，９１０万円で、消防本部職員人件費などの常備

消防費と消防団員待機所および車庫、貯水槽、消防車両購入等、消防施設の整備に関わります

経費などが主なものでございます。 
 消防費全体の執行率は、９３．８％となっております。 
 次に第１０款教育費でありますが、１０ページ、１１ページから１２ページ、１３ページに

かけて、ご覧いただきたいと思います。 
 支出済額が２２億４，０７５万円です。そのうち教育総務費２億７，４５１万円は、主に職

員の人件費でございます。小学校費は５億４，０４１万円。中学校費は２億７，１３８万円。

市内１４の小学校および６の中学校の学校管理運営費のほか、浅川中学校技術科棟耐震改修事

業費のほか、学校施設の修理・改修等もこの中で実施しておるところでございます。 
 また、社会教育費は６億６，７２５万円で、市内６カ所の図書館の管理運営費、史跡甲斐国

分寺跡整備事業費などの文化財保護費、社会教育の管理運営費などが含まれております。さら

に保健体育費、そのほか学校給食費を含めた教育費の全体の執行率は８７．３％となっており

ます。 
 次に第１２款公債費ですが、支出済額は４１億９，３７２万円で、これは地方債の償還金及

び一時借入金利子でございます。元金が３６億６，９８２万円。利子が５億２，３８９万円と

いう内容となっております。 
 次に第１３款諸支出金でありますが、支出済額が１５億３，０６５万円で、これは地域振興

基金、減債基金、財政調整基金などへの積み立てを行ったものでございます。 
 以上の歳出合計２８９億５，９５３万円で、翌年度繰越額は１２億５，８６４万円。不用額

５億３，８５２万円で、歳出合計は前年度と比べ４．５％、１２億３，７１９万円の増額とな

りました。 
 なお、歳出全体の執行率は９４．２％となっております。 
 その結果、１４ページをご覧いただきたいと思います。 
 歳入金２９９億９３３万円、歳出金２８９億５，９５３万円で、歳入歳出差引額９億４，

９７９万円であります。 
 次の１５ページからは事項別明細書になりますので、詳細につきましては、のちほどご覧い

ただきたいと思います。 
 次に、１７４ページをご覧いただきたいと思います。 
 平成２０年度笛吹市一般会計の実質収支に関する調書でございます。 
 歳入総額２９９億９３３万円、歳出総額２８９億５，９５３万円、歳入歳出差引額９億４，
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９７９万円。翌年度へ繰り越すべき財源としまして、繰越明許費繰越額が１億５，７９２万円

で、これを差し引いた実質収支額は７億９，１８６万円となっております。 
 以上が、一般会計決算の概要でございます。 
 次に議案第９４号 「平成２０年度笛吹市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につい

て」、ご説明をいたします。 
 決算書の１７６ページ、１７７ページをご覧いただきたいと思います。 
 歳入ですが、主なものにつきまして、ご説明をいたします。 
 第１款国民健康保険税、収入済額につきましては一般被保険者、退職被保険者を合わせ

２２億１，９８３万円となっております。国保税の収納率は６６．４％となっております。 
 第３款国庫支出金は、２２億１，８４６万円。第４款療養給付費交付金３億８，００８万円。

第５款前期高齢者交付金９億２，０３１万円。第６款県支出金３億７，７８４万円。第７款共

同事業交付金７億８，５７９万円。第９款繰入金は６億９７７万円となっておりまして、以下、

繰越金、諸収入を合わせました歳入合計は７６億６，８６２万円で、前年度と比べマイナスの

４．２％、３億３，８９９万円の減額となっております。 
 次に歳出でありますが、１７８ページ、１７９ページをご覧ください。 
 第１款総務費から主なものにつきまして、支出済額で申し上げます。 
 総務費が１億２，８０９万円。第２款保険給付費は４９億３，１９２万円で、これは前年度

と比べ、１億３，８５２万円の増額となっております。 
 以下、第３款後期高齢者支援金等は９億９，１４４万円。第５款老人保健拠出金２億２，

１６３万円。第６款介護納付金４億６，１２７万円。第７款共同事業拠出金７億６，６０４万

円などとなっており、歳出合計は７６億１，７２１万円で、前年度と比べマイナス３．３％、

２億５，６４６万円の減額となりました。 
 国保会計につきましては、歳入におきまして、国民健康保険税や療養給付金、給付費、交付

金の減。また歳出におきましては、保険給付費は昨年度より増えたものの老人保健拠出金、財

政調整交付金、返還金などの減額により、歳入歳出いずれも前年度に比べ、減額となっており

ます。 
 その結果としまして、１８０ページをご覧ください。 
 歳入金７６億６，８６２万円、歳出金７６億１，７２１万円、歳入歳出差引額５，１４１万

円であります。 
 以下、詳細は１８１ページ以降に事項別明細書がございますので、ご覧をいただきたいと思

います。 
 以上が、国民健康保険特別会計決算の概要でございます。 
 次に議案第９５号 「平成２０年度笛吹市老人保健特別会計歳入歳出決算認定について」、

ご説明をいたします。 
 ２０８ページ、２０９ページをご覧ください。 
 まず、歳入でございます。主なものにつきまして、ご説明を申し上げます。 
 第１款支払基金交付金３億５，２４２万円。第２款国庫支出金２億７２４万円。第３款県支

出金５，００２万円などで、歳入合計は６億８，４４２万円となっております。 
 次に歳出でございますが、次の２１０、２１１ページをご覧ください。 
 第１款総務費１３５万円。第２款医療諸費６億２，５１０万円。第３款諸支出金５，７９４万
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円。歳出合計は６億８，４４０万円となっております。 
 平成２０年度からの医療保険制度改正によりまして、後期高齢者医療制度に移行し、老人保

健制度による医療給付は、平成２０年度３月診療分までのものを精算していくこととなったた

めに、歳入におきまして、前年度に比べマイナス８９．１％、５６億５５万円。歳出におきま

してもマイナス８９．１％、５６億５７万円と、いずれも大幅な減額となっております。 
 その結果としまして、次の２１２ページをご覧いただきたいと思いますが、歳入金６億８，

４４２万円、歳出金６億８，４４０万円、歳入歳出差引額は２万円となっております。 
 以下、詳細につきましては、２１３ページ以降の事項別明細書のとおりであります。 
 以上が、老人保健特別会計の決算概要でございます。 
 次に議案第９６号 「平成２０年度笛吹市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について」、

ご説明をいたします。 
 ２２４ページ、２２５ページをご覧いただきたいと思います。 
 まず主な歳入ですが、第１款保険料は７億２，３８５万円で、収納率は９４．３％となって

おります。 
 第３款国庫支出金は１０億３，４７０万円。第４款支払基金交付金が１２億６，３５１万円。

第５款県支出金６億１，０２４万円などを合わせました歳入合計は、４３億３，７７３万円で、

前年度と比べ５．５％、２億２，７５３万円の増額となっております。 
 次に歳出でありますが、２２６、２２７ページをご覧いただきたいと思います。 
 歳出の主なものでございます。第１款総務費１億３，４４４万円のほか、第２款保険給付費

の３９億３，３５７万円。歳出の も大きなものでございますが、これは介護サービス費、介

護予防サービス費、特定入所者介護サービス費等でありまして、前年度と比べ１億３，７００万

円の増額となっております。 
 以下、歳出合計では４２億７，００１万円で、保険給付費の伸びなどによりまして、前年度

と比べ４．４％、１億８，０７４万円の増額となっております。 
 その結果としまして、次の２２８ページをご覧いただきたいと思います。 
 歳入金４３億３，７７３万円、歳出金４２億７，００１万円、歳入歳出差引額６，７７２万

円であります。 
 以下、詳細につきましては、２２９ページ以降の事項別明細書のとおりであります。 
 以上が、介護保険特別会計決算の概要でございます。 
 次に議案第９７号 「平成２０年度笛吹市介護サービス特別会計歳入歳出決算認定」につき

まして、ご説明いたします。 
 ２５０ページ、２５１ページをご覧いただきたいと思います。 
 歳入ですが、第１款サービス収入１，５３５万円。第３款繰越金２４１万円。歳入合計は１，

７７７万円で、前年度と比べ２６．２％、３６８万円の増額となっております。 
 次に歳出でありますが、次の２５２ページ、２５３ページをご覧いただきたいと思います。 
 第１款総務費が４９６万円。第２款事業費１，０１５万円。歳出合計は１，５１２万円で、

前年度と比べ２９．６％、３４４万円の増額となっております。 
 歳入歳出の結果としまして、次の２５４ページをご覧いただきたいと思います。 
 歳入金が１，７７７万円、歳出金１，５１２万円、歳入歳出差引額２６５万円となっており

ます。 
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 以下、詳細につきましては、２５５ページ以降の事項別明細書のとおりとなっております。 
 以上が、介護サービス特別会計決算の概要でございます。 
 次に議案第９８号 「平成２０年度笛吹市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定」につ

きまして、ご説明をいたします。 
 後期高齢者医療制度につきましては、平成２０年度から医療保険制度改正により、７５歳以

上の高齢者および６５歳以上の障がいがある方で、本人が希望した場合に、この保険制度の被

保険者として医療サービスを受ける制度でございます。 
 決算書の２６２ページ、２６３ページをご覧いただきたいと思います。 
 歳入ですが、主なものとしまして、第１款後期高齢者医療保険料３億８，４７９万円。第３款

繰入金６億３，５３１万円。第７款国庫支出金５３５万円。 
 以上、歳入合計は１０億２，６２７万円であります。 
 次に歳出でございますが、２６４ページ、２６５ページをご覧いただきたいと思います。 
 第１款総務費４，４１２万円。第２款後期高齢者医療広域連合納付金９億７，９１９万円。

歳出合計が１０億２，３３１万円となっております。 
 歳入歳出の結果としまして、次の２６６ページをご覧いただきたいと思います。 
 歳入金１０億２，６２７万円、歳出金１０億２，３３１万円、歳入歳出差引額２９６万円で

す。 
 以下、詳細につきましては、２６７ページ以降の事項別明細書のとおりでございます。 
 以上が、後期高齢者医療特別会計決算の概要でございます。 
 次に議案第９９号 「平成２０年度笛吹市公共下水道特別会計歳入歳出決算認定について」、

ご説明をいたします。 
 ２７８ページ、２７９ページをご覧いただきたいと思います。 
 歳入ですが、主なものとしまして、第１款分担金負担金１億５，２３７万円。第２款使用料

及び手数料は４億２，０２３万円。このうち下水道使用料の収納率は、８０．７％となってお

ります。 
 第３款国庫支出金は３億５６１万円。第４款繰入金は１７億６，５８８万円。第７款市債は

１８億７，２６０万円などで、歳入合計は４５億９，７６５万円となり、前年度に比べ２０．

８％、７億９，１９８万円の増額となりました。 
 次に歳出でありますが、次のページをご覧いただきたいと思います。 
 第１款総務費は１億４，８９４万円。第２款下水道事業費は１５億７，１９０万円。この中

には下水道管渠の敷設工事費８億３，５００万円などが含まれております。 
 第３款公債費が２８億３，３４２万円となっておりまして、歳出合計は４５億５，４２７万

円で、前年度と比べ２１．６％、８億７８３万円の増額となっております。 
 その結果としまして、次の２８２ページをご覧いただきたいと思います。 
 歳入金が４５億９，７６５万円、歳出金４５億５，４２７万円、歳入歳出差引額４，３３８万

円であります。 
 以下、詳細につきましては、２８３ページ以降の事項別明細書のとおりでございます。 
 以上が、公共下水道特別会計決算の概要でございます。 
 次に議案第１００号 「平成２０年度笛吹市農業集落排水特別会計歳入歳出決算認定につい

て」、ご説明いたします。 

 ２３ 



 この会計は芦川地区の集落排水事業に関わります会計決算であります。２９６ページ、

２９７ページをご覧いただきたいと思います。 
 歳入ですが、主なものにつきましては、第２款使用料及び手数料９４９万円。第３款繰入金

７，１５９万円などで、歳入合計は８，８６８万円。前年度と比べますと、マイナスの４．５％、

４１９万円の減額となっております。 
 次に歳出でございますが、次のページをご覧いただきたいと思います。 
 やはり主なものとしまして、第２款農業集落排水事業費１，４１５万円。第３款公債費７，

０７７万円などで、歳出合計は８，５２８万円。前年度と比べマイナス４．７％、４１７万円

の減額となっております。 
 歳入歳出結果としまして、次の３００ページをご覧いただきたいと思います。 
 歳入金８，８６８万円、歳出金８，５２８万円、歳入歳出差引額が３３９万円であります。 
 以下、詳細につきましては、３０１ページ以降の事項別明細書のとおりであります。 
 以上が、農業集落排水特別会計決算の概要でございます。 
 次に議案第１０１号 「平成２０年度笛吹市簡易水道特別会計歳入歳出決算認定について」、

ご説明をいたします。 
 簡易水道事業は一宮、春日居、境川、芦川地区において行っている事業でございます。決算

書の３１０ページ、３１１ページをご覧いただきたいと思います。 
 歳入の主なものでございます。 
 第２款使用料及び手数料は２億６，６５６万円。このうち使用料は２億６，３６０万円で、

収納率は８８．５％となっております。 
 第４款繰入金３億３，３９１万円。第７款市債１億６，１５０万円などで、歳入合計は９億

２９２万円で、前年度と比べマイナス１４．８％、１億５，７４１万円の減額となっておりま

す。 
 次に歳出でありますが、次のページをご覧いただきたいと思います。 
 やはり主なものといたしまして、第２款水道費５億５，１７７万円。第３款公債費２億１，

９２８万円で、歳出合計は８億４，７１３万円。前年度と比較しますと１７．３％、１億７，

６９４万円の減額となっております。 
 その結果としまして、次のページをご覧いただきたいと思います。 
 歳入金が９億２９２万円、歳出金が８億４，７１３万円、歳入歳出差引額５，５７８万円で

あります。 
 以下、詳細につきましては、３１５ページ以降の事項別明細書のとおりであります。 
 以上が、簡易水道特別会計決算の概要でございます。 
 次に議案第１０２号 「平成２０年度笛吹市温泉事業特別会計歳入歳出決算認定について」、

ご説明をいたします。 
 ３３０ページ、３３１ページをご覧いただきたいと思います。 
 まず歳入ですが、第１款使用料及び手数料７，１１６万円。第４款繰越金は１，６５１万円

など、歳入合計８，８１２万円で、前年度と比べマイナス１１．１％、１，０９５万円の減額

となっております。 
 次に歳出でございますが、次のページをご覧いただきたいと思います。 
 支出済額につきましては、第１款総務費の６，９９６万円のみでございます。歳出合計も同
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額で、前年度と比べましてマイナス１５．３％、１，２５９万円の減額となっております。 
 その結果、次のページをご覧いただきたいと思います。 
 歳入金８，８１２万円、歳出金６，９９６万円で、歳入歳出差引額は１，８１５万円でござ

います。 
 なお、歳入歳出差引額につきましては、平成２１年４月１日より地方公営企業法が適用され

ます、笛吹市営春日居地区温泉給湯事業会計に引き継ぐものでございます。 
 以下、詳細につきましては、３３５ページ以降の事項別明細書のとおりであります。 
 以上が、温泉事業特別会計決算の概要でございます。 
 次に議案第１０３号から議案第１１１号までの９議案につきましては、いずれも恩賜県有財

産保護財産区管理会特別会計決算認定についてでありますので、一括してご説明を申し上げま

す。 
 黒駒山財産区ほか８財産区の歳入合計でございますが、４，５８９万円。歳出総額は７６１万

円となっております。差引額につきましては、３，８２８万円となっております。この差引額

につきましては、主に翌年度の繰り越しとなります。 
 財産区特別会計につきましては、いずれの財産区管理会、管理・運営を行っておるところの

管理会の活動費などに予算執行されたものであります。それぞれの決算額につきましては、

３４３ページから４５４ページまでの各財産区特別会計決算書のとおりでありますので、のち

ほどご覧いただきたいと思います。 
 一般会計および１８特別会計につきましては以上ですが、４５６ページから４６２ページま

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

れておりますので、これも合わせて参考にしていただきたいと思います。 
 それでは 後になりますが、議案第１１２号 「平成２０年度笛吹市水道事業会計歳入歳出

決算認定について」、ご説明いたします。 
 決算書の４６４ページ、４６５ページをご覧いただきたいと思います。 
 ここに決算報告書がございますが、主な内容について、ご説明を申し上げたいと思います。 
 収益的収入及び支出のうち収入でございますが、第１款の水道事業収益につきましては、

１１億１，３７７万円の予算額に対しまして、決算額は１０億８，２５６万円となり、予算額

に比較いたしますと、３，１２０万円の減となっております。 
 また支出でございますが、第１款水道事業費用でございます。予算額１１億１，９６６万円

に対しまして、決算額は１０億７，９２８万円で、繰越額１９１万円、不用額３，８４６万円

となっております。 
 次の４６５ページの、資本的収入及び支出でございます。 
 そのうち収入の第１款資本的収入は、予算額３億８，９８３万円。決算額３億３，１１３万

円。予算額に比べて決算額の増減としましては、５，８６９万円の減となっております。 
 また支出ですが、第１款資本的支出としまして、予算額は７億６，６４８万円。決算額６億

４，４５３万円。翌年度繰越額６，５４９万円。不用額５，６４４万円となっております。 
 次に、ややうしろになりますが、４７７ページをご覧いただきたいと思います。２０年度の

笛吹市水道事業報告書でございます。 
 まず営業関係でございますが、給水状況につきましては、総配水量７７７万１，８３７立方

メートル。有収水量につきましては、５９９万３６５立方メートルとなります。有収率につき
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ましては、７７．１％でございます。 
 給水世帯数につきましては１万８，５７４戸、給水人口は４万６，８９２人、行政区域内人

口４万８，３３３人に対しまして、９７．０２％の普及率となっております。 
 次に建設改良でございますが、笛吹市水道基本計画をもとに境川地区に建設予定の浄水場、

排水場の用地を購入したものでございます。実施設計等につきましては、２１年度への繰り越

しとなりました。その他の工事としましては石和、御坂、八代のそれぞれの地区において、公

共下水関連工事で、配水管敷設工事を行ったところでございます。 
 次に４８９ページから４９２ページにかけて、ご覧いただきたいと思います。 
 収益的収支明細書になりますが、収益的収支では収入１０億３，９０８万円に対しまして、

支出１０億５，２３１万円で、差引１，３２２万円の当期純損失となりました。また４９３ペー

ジから４９４ページの資本的収支明細では、２億９，４１０万円の不足が生じましたので、補

てん財源で措置いたしたところでございます。 
 また４７８ページから４８８ページには議会議決事項、職員体制および建設工事概要等が載

せてございますので、ご覧いただきたいと思います。 
 以上が、水道事業会計の決算概要でございます。 
 なお、平成２０年度決算概要および主要施策成果報告書を別冊で配布させていただいており

ます。この中には２０年度中の一般会計、特別会計および水道事業会計の主要な施策の事業概

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

上げ、平成２０年度におきます笛吹市すべての会計決算の補足説明とさせていただきます。 
〇議長（上野稔君） 

 以上で、会計管理者の説明が終わりました。 
 ここで、暫時休憩いたします。 
 再開は、３時１０分といたします。 

休憩  午後 ２時５８分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ３時１２分 
〇議長（上野稔君） 

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

 代表監査委員、飯田三郎君。 
〇代表監査委員（飯田三郎君） 

 それでは、平成２０年度各会計の決算審査をした結果をご報告申し上げます。 
 地方自治法第２３３条第２項および同法第２４１条第５項の規定により、審査に付された平

成２０年度笛吹市一般会計および特別会計歳入歳出決算、ならびに基金運用状況の審査結果に

ついては、お手元の審査意見書のとおりですが、概要につきましてご報告いたします。 
 決算審査意見書の１ページをお開きいただきたいと思います。 
 平成２０年度笛吹市一般会計および国民健康保険特別会計ほか１７の特別会計について、歳

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

基金運用状況に関する調書を対象に、平成２１年７月２日から８月６日まで、向山監査委員、

 ２６ 



中村監査委員、私の３名の監査委員により審査を行いました。 
 審査の方法は各会計歳入歳出決算、そのほか政令で定められた書類について、関係諸帳簿、

証書類と照合し、計数の正確性、予算の執行状況の適否等について審査いたしました。 
 審査の結果につきましては、審査に付された決算および各調書は、それぞれ関係法令の規定

に適合し、計数は正確であり、予算執行についても適正であることを認めました。 
 以下、会計ごとに意見を述べさせていただきます。 
 一般会計の審査意見については、３４ページをお開きいただきたいと思います。 
 平成２０年度一般会計の決算状況は、歳入総額２９９億９３３万円、歳出総額２８９億５，

９５３万円で形式的収支は９億４，９７９万円となり、翌年度へ繰り越すべき繰越事業費充当

財源１億５，７９２万円を差し引いた実質収支額は、７億９，１８６万円となっています。 
 歳入については、前年度より１１億８，５９３万円の増であり、歳出につきましては、前年

度より１２億３，７１９万円の増となっております。 
 平成１９年度決算審査の折に、指摘・要望した事項である税および料金の収納率の向上につ

きましては、各課のさまざまな滞納対策など滞納額の縮減に向け、真剣に取り組まれたことを

評価するものですが、依然、数字的には厳しい状況であり、なお一層の努力をお願いしたいと

思います。 
 平成２０年度の事業成果報告においては、職員の方々の努力により様々な成果を上げている

ことが確認できました。平成２０年度は、第１次笛吹市総合計画として、みんなで奏でる、に

ぎわい・やすらぎ・きらめきのハーモニーを将来像とした「ふえふき協奏曲第１番」が策定さ

れた 初の年度にあたり、職員が一丸となって、この計画の基本理念の実現および達成に向け

て努力をしている姿が見受けられました。 
 今後の施策展開の方向に沿って、行財政の健全な運営を図り、財政状況が厳しい状況におい

て、今後の総合計画の実現に向けた取り組みと年度目標値の検証を行い、着実な進展を期待い

たします。 
 わが国の景気は、昨年の秋以降の百年に一度と言われる世界的な大不況の中、地方経済にお

いても一層厳しくなっております。こうした厳しい財政環境にあるとはいえ、今後も様々な市

民の要望に応えるべく、限られた財源の中で行政サービスの維持、向上に努めていかなければ

なりません。このため、歳入においては、市税および料金等の未収入額が多額になっているこ

とから負担の公平の原則に立ち、貴重な財源確保のためにも、徴収体制の強化と効果的な方策

の展開を図り、縮減に努めるとともに、不納欠損処分においても適切かつ厳正な取り扱いに努

めていただきたいと思います。 
 また、各種諸事業等の執行に当たりましては、市民の目線に立ち、施策の必要性、優先順位

を厳しく選択し、不要不急の事業が優先することがないようにして、限られた財源を効率的か

つ効果的に活用するよう、行財政改革の推進を求めます。また、財政健全化判断比率や財務諸

表が市民にとって分かりやすい方法を検討し、多くの市民に理解していただくことに努められ

ることを望んでおります。 
 なお、審査の過程でこれからのいくつかの課題として検討を要することが見受けられました

ので、将来に備えるため、次の事項について取り組みをお願いしたいと思います。 
 まず第１に、事業評価の促進について。 
 本市を取り巻く財政環境が一段と厳しさを増していく状況をふまえ、各種事業の効果を検証
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することは急務であります。事業の目標を明確にし、成果の検証を的確に行い、事業の必要性

や予算が有効に使われたか検証するため、事業評価の推進と事務事業の改革に努めていただき

たいと思います。 
 ２番目といたしまして、市税および料金等の徴収率の向上について。 
 平成２０年度末の一般会計において、市税および料金の収入未済額が２６億１千万円に達し

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

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

らも、なお一層の徴収努力と効果的な施策の実施をお願いしたいと思います。 
 料金につきましては、料金の趣旨を十分説明し効率的・効果的な徴収に努めるとともに、滞

納処分についても抜本的な対応策が必要と思われますので、積極的な方法について検討をして

ください。 
 また、一般会計において、不納欠損額が１億６千万円です。不納欠損処分については、法的

に定められていることではありますが、納税意欲を低下させることも危惧されます。対象者に

つきましては十分調査し、適正な処理方法を行い、不納欠損額の縮減に努めていただきたいと

思います。 
 ３番目といたしまして、随意契約、委託業務契約について。 
 随意契約が本年も多い状況になっています。経費削減について努力のあとは見受けられます

が、１社のみの見積もりで契約する随意契約が多く見られます。随意契約はあくまでも一般競

争入札の原則に対する特例であることを念頭に置いて取り扱われ、安易に業者を決定すること

がないように随意契約の意味を十分理解し、計画的な事務処理と契約理由が明確かつ法に沿い

適正であるか、積算金額が適切なものであるかの検証をお願いいたします。 
 また、委託業務契約につきましても、施設ごとに契約されている同じ内容の委託業務は、一

括契約により経費や事務量の軽減を図っていただきたいと思います。 
 ４番目、補助金について。 
 補助金の支出については、その目的に沿って適切に利用されているものであるかの検証を行

い、十分な成果が得られていないものは、廃止や減額等の対応をお願いいたします。また、補

助金交付規則に定められている実績報告書等の提出が遅いものが見受けられましたので、適正

な事務処理の徹底をお願いしたいと思います。 
 ５番目といたしまして、指定管理者制度の検証について。 
 指定管理者制度につきましては、行政改革の一環として導入されています。市民サービスの

向上、経費の削減や目的に沿って業務が行われているか。さらには、指定管理料の算定根拠に

ついて詳細に検討し、市民にとってこの制度が利益となるよう検証をお願いいたします。 
 また、協定書に定められた報告書の提出等、適切な事務処理が行われるよう、指導の徹底を

お願いいたします。 
 ６番目、公共施設の耐震化の促進について。 
 東海地震が今後３０年以内に発生する確率は８０％以上であり、本市も東海地震の防災対策

強化地域に指定されています。公共施設の耐震化は順次行われていますが、早期に対象となる

すべての施設での耐震化の早期実施をお願いいたします。 
 ７番目、災害に対する危機管理体制の強化について。 
 近年、全国的に突発的豪雨や長雨による河川の氾濫や土砂災害が多く発生しています。先ほ
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ども申し上げましたが、近い将来には大規模な地震の発生も予測されています。このように数

種類の災害が同時に発生した場合に、即応できる危機管理体制の整備、運用を図ってもらいた

いと思います。常備消防についても、近隣消防本部との災害に対する人員配置体制等について

比較・検証を行い、高度な技術、装備を十分に発揮することができる体制の整備に努めてくだ

さい。 
 ８番目といたしまして、公共施設の有効利用について。 
 公共施設においては、空きスペースの有効利用を検討するとともに、賃貸借している土地等

もあることから合わせて、各担当課と今後の利用計画を検討し、経費削減に努めてください。 
 次に、特別会計でございます。国民健康保険特別会計。 
 国民健康保険特別会計については、歳入決算額７６億６，８６２万円に対し、歳出決算額は

７６億１，７２１万円です。調定額から収入済額を引いた収入未済額は、１０億６，３４２万

円です。未収金額の増加は、国民健康保険の健全な運営を妨げる大きな要因となるものである

とともに、負担の公平性の面からも認められるものではありません。今後は、滞納世帯に対し

徹底した滞納整理対策を講じられ、収入未済額の縮減に向けた、より一層の徴収努力をお願い

したいと思います。 
 また、国民健康保険の健全な運営に向けて、関係部局と連携した健康づくり事業への取り組

みを積極的に推進し、保険給付費の抑制に努めるとともに、不測の事態に備えて、国民健康保

険財政調整基金の必要額の確保に努めていただきたいと思います。 
 次に、老人保健特別会計の審査意見です。４３ページをご覧いただきたいと思います。 
 老人保健特別会計は、歳入決算額６億８，４４２万円に対し、歳出決算額６億８，４４０万

円です。この老人保健特別会計は平成２０年度をもって制度が終わり、過去２年分の給付請求

に基づき給付をするものであり、平成２２年度までこの会計を設ける必要があります。引き続

き適切な事務処理に努めていただきたいと思います。 
 次に、介護保険特別会計の審査意見です。４６ページをお開きいただきたいと思います。 
 介護保険特別会計の歳入決算額４３億３，７７３万円に対し、歳出決算額４２億７，００１万

円です。公平な保険料負担と介護保険事業の安定的継続のために、保険料の収納率向上と不納

欠損額の縮減に努めていただきたいと思います。また給付の適正化に努め、給付費の増加を防

ぎ、健全な介護保険運営をお願いしたいと思います。 
 次に、介護サービス特別会計審査意見です。４７ページをご覧いただきたいと思います。 
 介護予防サービスは、要支援と認定された方が要介護状態とならないよう利用するものであ

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

い、十分な成果が得られるよう取り組みをお願いいたします。 
 次に、後期高齢者医療特別会計の審査意見です。４９ページをご覧いただきたいと思います。 
 後期高齢者医療特別会計の歳入決算額１０億２，６２７万円に対し、歳出決算額１０億２，

３３１万円です。後期高齢者医療制度は平成２０年度からスタートした制度で、７５歳以上の

高齢者一人ひとりが被保険者となり、個人単位で保険料を納めるものであります。 
 今後、滞納者には徹底した滞納整理対策を講じられ、収入未済額の縮減に向けた徴収努力を

お願いしたいと思います。また、後期高齢者医療の健全な運営に向けて、高齢者がいつまでも

元気で暮らせる、健康づくり事業への積極的な取り組みをお願いいたします。 
 次に、公共下水道特別会計の審査意見です。５２ページをご覧いただきたいと思います。 
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 公共下水道特別会計の歳入決算額４５億９，７６５万円に対し、歳出決算額４５億５，

４２７万円です。歳出の６２．２％の割合を公債費が占める状況であるとともに、一般会計か

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

水道計画の遂行にあたっては、市の財政計画と整合性を持った事業実施が必要です。また、下

水道事業については、多額の投資がなされています。下水道事業の本来の目的達成のため、積

極的な加入促進を行うとともに、使用料金の統一をお願いしたいと思います。 
 なお、下水道受益者負担金及び使用料に、１億７，６８１万円の収入未済額があります。収

入未済額の縮減を図るための対策を早急に講じていただきたいと思います。 
 次に、農業集落排水特別会計の審査意見です。５３ページをご覧いただきたいと思います。 
 本会計事業は芦川町地区の集落排水事業であり、歳出は排水処理施設の維持管理、起債の償

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

は収納対策を早急に講じてください。 
 簡易水道特別会計の審査意見です。５５ページをご覧ください。 
 本年度の営業実績は給水人口２万３，０５３人で、９８．１％の普及率で、有収水量は

２６６万立方メートルで、有収率は８３．８％の状況です。今後も老朽管の布設替えにより、

有収率の向上をお願いしたいと思います。 
 また、上水道への移行に向けて、簡易水道統合整備事業への取り組みが図られていますが、

昨年度からは琴川ダムの受水費の負担も始まり、既存施設の使用率等の検討を行い、施設の統

合や維持管理費の削減を行うことや企業債の償還計画の見直しなど、長期的展望に立った業務

改革、職員の経費節減意識の向上等を行うことが必要です。 
 未収入料金については、公営企業部全体での取り組みを進めるとともに、給水停止措置等、

未収入料金解消への対策の強化に努めてください。 
 次に、温泉事業特別会計の審査意見、５８ページをお開きいただきたいと思います。 
 温泉事業は、春日居地区の加入者に対して温泉の供給を行っています。歳入額８，８１２万

円に対し、歳出額は６，９９６万円です。なお、温泉使用料の滞納額が６５８万円であり、公

営企業部内でともに協力し、滞納整理に努めるとともに、給湯停止の実施や加入契約の解除等

の滞納対応策を検討していただきたいと思います。 
 次に、財産区管理会特別会計の審査意見です。６４ページをご覧いただきたいと思います。 
 笛吹市内にある９つの財産区において、それぞれに構成員の高齢化に伴い、森林保護や整備

の促進など問題を抱えている状況であります。森林資源は、自然生態系の保護や水源の涵養、

土砂の流失防止などの役割を担うとともに、人々にやすらぎを与え、景観形成に寄与すること

ができる大きな財産であります。森林資源を守るため、管理会の関係者各位と協力しながら、

貴重な財産を残していくためにご尽力をお願いします。 
 次に財産、基金に関する調書の審査意見です。７１ページをご覧ください。 
 基金については、的確な管理が行われています。公金の安全性を確保するため、金融機関の

経営状況等の情報収集を行い、金融機関の経営悪化の場合に備えていただくとともに、公金の

運用については、より一層効率的な運用を図っていただきたいと思います。 
 なお、未使用財産の取り扱いに関する方針を定めていただきたいと思います。 
 続きまして、公営企業法第３０条第２項の規定により審査に付された平成２０年度笛吹市水

道事業会計決算および証書類、そのほか政令で定める書類について審査したので、その結果に
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ついて、ご報告申し上げます。 
 別綴じになっております。水道事業会計決算意見書、１ページをご覧いただきたいと思いま

す。 
 平成２０年度笛吹市水道事業会計決算については、平成２１年７月２日に審査を行いました。

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

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

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

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

合わせて関係職員の説明を聴取いたしました。 
 審査の結果は、審査に付された笛吹市水道事業会計決算書および財務諸表は、それぞれ関係

法令の規定に適合し、経営成績および当該年度末における財政状態が適正に表示されており、

計数は正確であることを認めました。 
 審査の意見といたしまして、９ページをご覧いただきたいと思います。 
 本年度の営業実績は給水人口４万６，８９２人で、普及率は９７％となっています。年間有

収水量は５９９万立方メートルとなり、有収率は７７．１％となっています。水道水の供給確

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

現在も８キロメートル余りの管路に石綿管が使用されています。年々有水率が低下しているこ

とは、配水経路での漏水等が主な原因と考えられます。耐震性を確保するためにも、早急な改

修が必要です。 
 未収入料金は、給水停止措置を実施するとともに、高額滞納者に対しては様々な対応策を検

討し、滞納者に対する断固たる姿勢を示し、未収金の減少のため、引き続き公営企業部全体で

の取り組みをお願いしたいと思います。 
 また、水道料金以外の未収金につきましても、迅速な収納事務を行うとともに、未払金につ

いても長期間の未払金とならないよう、対処をお願いしたいと思います。 
 平成２３年度からは、笛吹畑かん用水の利用にかかる負担金の支出が予想されることから、

統合後の水道事業も厳しい経営になることが予想されます。長期的な財政計画の中で、住民の

福祉向上のため、引き続き 小の経費で 大の効果をあげられるように努めていただきたいと

思います。 
 また、地方公共団体の財政健全化に関する法律に基づき、財政の健全化に関する比率の公表

が行われたところでありますが、水道事業は、施設の整備や既存施設の維持管理に多額の経費

を要することから、水道事業における適正な財政運営は、本市の財政の健全性を確保する上で

も非常に重要な要素となりますので、今後も施設の合理化等により経費の節減に努め、公営企

業として健全な事業経営を遂行されるよう望みます。 
 なお、別綴じで財政健全化判断比率の審査がございました。これの結果を申し上げたいと思

います。別冊の２枚綴じになっております。 
 対象は平成２０年度の決算に基づきます、地方公共団体の財政の健全化に関する法律３条の

規定により健全化判断比率および、第２２条の規定による資金不足比率でございます。 
 それから審査した期日は、８月１２日でございます。 
 審査の方法について。 
 この審査は市長から提出されました、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条の規
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定による健全化判断比率および第２２条の規定による資金不足比率について法令等に照らし、

財政指標の算出過程に誤りがないか。法令等に基づき、適切な算出要素が財政指標の計算に用

いられているか。財政指標の算定の基礎となった書類等が適正に作成されているかに着目し、

健全化判断比率および資金不足比率および、その算定の基礎となる事項を記載した書類を審査

し、併せて関係職員の説明を聴取いたしました。 
 審査の結果といたしましては、そこに表がある、比率でございますが、平成２０年度の欄、

縦に、実質公債費比率が１３．５％、将来負担比率が１１１．４％という数字。それから早期

健全化の基準となる数字が、その右隣に１２．５６％から下の２０％まで記されています。い

ずれも２０年度の本市の指標といたしましては、これ以下でございますので、財政健全化法に

対する結果は、一応、クリアしているという結果を得ました。 
 それから、あとはまくっていただいて、細かいことがいろいろ書いてございますが、全体的

に見まして、資料の作成についても、内容につきましても正当なものであると。現在の指数か

ら判断しても、一応、安定していると、そういう判断をしたところでございます。しかし、財

政運営は５年先、１０年先ぐらいの先を検討していただきながら、健全財政について、今後と

も経営努力といいますか、財政運営の計画を検討していただきたいと思うわけでございます。 
 以上で、平成２０年度決算審査の結果のご報告を終わりたいと思います。 
 なお、決算審査にあたりまして、行政当局、各職員の皆さん方の詳細なるご説明をいただい

た中で、この審査結果ができ上がりましたことを感謝申し上げながら、報告を終わりたいと思

います。 
〇議長（上野稔君） 

 以上で、監査委員の報告が終わりました。 

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

〇議長（上野稔君） 

   これより日程第６ 報告第４号を議題といたします。 

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

に基づく健全化判断比率および公営企業の資金不足比率の報告でありますので、ご了承願いま

す。 

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

〇議長（上野稔君） 

   次に日程第７ 議案第６９号から日程第５３号 議案第１１５号を一括議題といたします。 

 この際、申し上げます。 

 ただいま議題となっております議案第６９号から議案第１１５号の全案件とも、審査を所管

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

質疑に留めたいと思います。 

 それでは、これより大綱質疑の発言を許します。 

 ７番、渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 

 このところの経済危機、雇用危機という中で、臨時交付金等、大変な財政出動が行われてい

ると思うわけでございます。そうした中で、それらがこの笛吹市内の地域経済の回復振興にど

のように役立たせているか。また雇用再生、持続的雇用創出ということに、どのように使われ
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ているかという問題がございますが、大綱的質問でございますので、この際、その規模につい

て、まずお聞きしたいと思います。 

 この経済危機、雇用危機に対する臨時交付金および、それに類するもので、国・県の補助金

は当初予算から、今回の３号補正までで合計いくらになるか、教えていただきたいと思います。

また、その使い道については、のちほど細かく検討されると思いますので、その補助金は性質

別に見て、どのような使い方がなされる予定か、あるいはなされているか。その点について、

伺いたいと思います。 

〇議長（上野稔君） 

 当局の答弁を求めます。 

 池田経営政策部長。 

〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 経済危機対策臨時交付金、ならびに公共投資交付金、それから緊急雇用創出事業、ふるさと

雇用再生特別基金事業に限定させていただきまして、すでに県のほうから内示をいただいてお

ります金額と、それから現在、申請中のもの、そのものを含めまして、お答えいたします。総

金額は１５億２，４９３万円です。 

 続きまして、性質別歳出に照らし合わせまして、お答えいたします。 

 経済危機対策臨時交付金につきましては物件費、補助費、普通建設事業費でございます。公

共投資臨時交付金につきましては、すべて普通建設事業でございます。 

 雇用創出関係の事業費につきましては、ほとんどが賃金等でございまして、すべて物件費で

ございます。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（上野稔君） 

 ほかに質疑はありませんか。 

 （ な し ） 

 以上で、質疑を終結します。 

 ただいま、議題となっております４７案件については、お手元に配布してあります議案付託

表のとおり、所管の常任委員会に付託いたします。 

 以上で、本日の議事はすべて終了しました。 

 お諮りします。 

 明日４日から７日は議案調査のため、休会といたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、明日４日および７日は休会とすることに決定しました。 

 次の本会議は９月８日、午前１０時から再開いたします。 

 本日は、これにて散会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

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

散会  午後 ３時４６分 
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平成２１年笛吹市議会第３回定例会 
 

１．議 事 日 程（第２号） 
平成２１年９月８日 
午前１０時００分開議 
於 議 場 

 
 

日程第１ 議案第１１５号 契約の締結について 
日程第２ 代 表 質 問 

 
 

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

３．欠席議員 
 

 （ な し ） 
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４．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名（１９名） 

 
 市 長 荻 野 正 直 副 市 長 望 月 健 二 
 教 育 長 山 田 武 人 総 務 部 長 梶 原  清 
 経営政策部長 池 田 聖 仁 会 計 管 理 者 堀 井 一 美 
 市民環境部長 加 藤 寿 一 保健福祉部長 中 川 啓 次 
 福祉事務所長 河 野  修 産業観光部長 保 坂 利 定 
 建 設 部 長 岩 澤 重 信 公営企業部長 竹 越 富 男 
 教 育 次 長 早 川 哲 夫 総 務 課 長 山 下 真 弥 
 財 政 課 長 鈴 木 幸 弘 消 防 長 金 井 一 貴 
 代表監査委員 飯 田 三 郎 教 育 委 員 長 田 中 昭 子 
 農業委員会長 荻 野 勇 夫 

 
 
 ５．職務のため議場に出席した者の職氏名（３名） 
 
 議会事務局長   古 屋 正 史 
 議 会 書 記   飯 島 重 人 
 議 会 書 記   金 井  久 
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再開  午前１０時００分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（上野稔君） 

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

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

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

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（上野稔君） 
   日程第１ 議案第１１５号を議題といたします。 

 本案については、今定例会初日の９月３日に上程され、総務常任委員会に審査を付託してあ

りますので、総務常任委員長から審査の結果について、報告を求めます。 
 総務常任委員会委員長、降矢好文君。 

○総務常任委員長（降矢好文君） 

 それでは議長より報告を求められましたので、審査結果の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のうち、防災無線デジタル化に伴う契約案件について

の審査を９月３日の本会議終了後、関係当局の出席を求め開会し、全委員出席のもと審査をい

たしました。審査にあたり、総合評価落札方式に関する調書や通信システムについての詳細な

説明を受けました。 
 また、既存の防災無線はデジタル化が完了すると使用しなくなるが、一部の行政区で区の放

送塔として使用しているところがあり、併せてＪＡとも協議中であるので、今後、統一的な運

用方法について、さらに協議していきたいとの説明がありました。 
 それでは、審査結果について報告いたします。 
 議案第１１５号 「契約の締結について」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、委員長報告とさせていただきます。 

〇議長（上野稔君） 
 以上で、総務常任委員長の報告は終わりました。 
 これより、委員長報告に対する質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑を終結します。 
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 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。 
 これより、議案第１１５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挙手を求めます。 
 （ 挙 手 全 員 ） 
 挙手全員です。 
 よって、議案第１１５号は原案のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（上野稔君） 
   次に日程第２ 「代表質問」を行います。 

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

力をお願いいたします。 
 まず、笛政クラブの代表質問を行います。 
 網倉正治君。 

〇１番議員（網倉正治君） 
 おはようございます。 
 笛政クラブを代表して、９月定例議会にあたり質問をさせていただきます。 
 国民の関心が高かった第４５回衆議院議員選挙は、予想を超える民主党の勝利に終わり、明

治以来の中央集権体制から、地域主権や政権交代を訴えた民主党が単独過半数を得て、長く続

いた自公政権から民主党を中心とした連立政権へと時代が大きく移り変わりました。この現実

に驚きを隠せない思いであります。また、保守王国といわれた本県においても、自民党議員が

１人もいなくなり、県政をはじめ地方政治、行政においてもさまざまな変革が予想されます。 
 まもなく鳩山新政権がスタートとなりますが、前政権の国家予算の見直し等により、政権交

代、政策転換による自治体の財政運営が懸念されるところであります。このような政治情勢の

変化に伴い、笛吹市の市政においても、今後どのような影響が出るのか、予想は難しいと思わ

れますが、市長が掲げる「みんなで奏でるにぎわい・やすらぎ・きらめきのハーモニー」を基

軸に、活気ある笛吹市のまちづくりを期待するところであります。 
 平成２１年度の市政経営は、荻野市長の掲げる市民・地域・行政がお互いの信頼関係に基づ

いた協働のまちづくりを実現するために策定した第１次笛吹市総合計画を見定めながら、行財

政改革推進による安定した財政基盤の構築を重点にしながら、早くも年度半ばに入っておりま

す。 
 国策の変化にも柔軟に対処しながら、諸事業・施策を展開してまいられました。先の衆議院

議員選挙の開票事務では正確・迅速・効率化に取り組んだ結果、開票所要時間の効率が県下の

トップという結果を出しましたことに評価をいたしているところであります。 
 そこで、平成２０年度の決算について伺います。 
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 平成２０年度事業決算において、各部が年間の目標を掲げて、市の行政改革、財政基盤の安

定、住民への行政サービスの向上、地場産業の振興、それぞれの地域のイメージアップを高め

る施策に取り組んできたと推察いたしております。 
 市政経営の基本的なあり方は健全な財政運営に心がけ、北海道夕張市のような財政破綻とな

らないように新たな指標で財政をチェックし、危険な兆候がある場合には、早期かつ計画的に

健全化を図り、国が制定した自治体財政健全化法を見据えながら、健全な行財政運営の具体的

な取り組みと行財政改革の進捗状況について、次のことをお伺いいたします。 
 財政健全化法に基づき、昨年秋から公表することになった４つの指標、実質赤字比率、連結

実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率と昨年度の数値を比較する中で、財政状況をど

う分析しておられるのか。 
 財政計画は、第１次笛吹市総合計画および実施計画との間で整合性があると考えるが、その

進捗状況を事業量に基づいて定期的に把握し、管理できる条件を備えていることが強く求めら

れていますが、現状をどう取り組んでおられるのか。 
 また、本年度は第１次笛吹市行財政改革大綱実施計画の 終年度に当たるが、計画数値目標

は確実に履行されておられるのか。また、今後５年を目標とする第２次行財政改革大綱を策定

するにあたり、どのような点に重点を置いて策定するのか、お伺いをいたします。 
 次に、大型施設整備構想と財源について伺います。 
 笛吹市も誕生してから５年が経過しようとしている中で、先の全員協議会において、市より

石和温泉駅周辺整備事業など、６つの大型プロジェクト構想の公表がありました。合併市町村

のまちづくりのための建設事業費に充てることができる、大変有利な合併特例債という、国の

財政特例措置も残すところ、あと５年数カ月という中での決断であろうかと思います。 
 いずれのプロジェクトも推進するには、市民の理解をはじめ、超えなければならない課題が

あることは承知しておりますが、われわれ笛政クラブといたしましても、この実現に向けての

取り組みに対し、指示してまいりたいと考えております。 
 このことを前提にいたしまして、市長は石和温泉駅周辺整備、バイオマスセンター建設、多

目的ホール建設、砂原橋架け替え、サッカー場建設事業、八代ふるさと公園周辺整備など、６つ

の大型プロジェクト構想の実現のための優先順位をどのように考えているのか、お伺いします。 
 特に石和温泉駅周辺整備については、２０１４年度末の完成を目指すと見られますが、石和

温泉駅は本市の鉄道を中心とした交通の拠点として、観光や交流の玄関口となっています。石

和温泉駅は築７０年を経過し、老朽化が進んでおり、その改築は多くの市民が望んでいるとこ

ろであります。そこで、事業の推進を図るための検討を進めていると思いますが、現在までの

進捗状況はどのようになっておられるのか、お伺いをいたします。 
 次にそれぞれの大型プロジェクトの実現には、財源の裏づけが何より必要と思われますが、

合併町村、自治体にとって大変有利であります、特例債の有効活用を考えながら推進すると思

われますが、実現するためには、笛政クラブの調査によると、総概算事業費が１５９億円を超

える中で、一般財源についても５億円を超える額が必要とされております。多額の財源が必要

であります。 
 また、大型施設整備後の施設維持管理を含めた財政計画について、どのように考えておられ

るのか。併せて、合併後、まもなく５年が経過しようとしていますが、今日までの事業施策に

要した合併特例債の活用状況と今後、残された５年数カ月の期限内における特例債の財政支援
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措置を大型プロジェクトも含めて、どのような活用計画を考えておられるのか、お尋ねをいた

します。 
 次に、本市の災害時における防災への備えについて、伺います。 
 世界的な異常気象のために、今年の夏は日本列島でも天候不順が続き、国内各地では予期せ

ぬゲリラ豪雨のために、大変な被害が出ています。自然災害からの教訓として、笛吹市でも

１００年前、明治４０年８月の台風で、峡東地方を中心に甚大な被害を出した水害。昭和３４年、

台風７号による武川村洪水から５０年が経過して、平成の現代までに台風などの幾多の被害が

出ております。その教訓は忘れてはなりません。 
 本年７月には山口県や九州地方、さらには兵庫県を襲った記録的な集中豪雨の影響で、土石

流が相次いで発生するなどして、多くの尊い命が失われました。記憶に新しいところであり、

被災者に対して、心よりお見舞いを申し上げます。 
 集中豪雨や土砂災害は、全国至るところで発生する可能性があり、特に多くの急傾斜地を抱

える本市では、防災上、大事な事案と認識しております。短期間のうちに激しい雨が局地的に

降る集中豪雨や台風などに対して、市では総合的な防災対策、水害対策、とりわけ土砂災害に

対する備えをどのように進めておられているのか、次のことを伺います。 
 市内の土砂災害、危険区域はどのように把握しておられるのか。また、危険個所への施策は

どのようになされておられるのか。予想される危険区域の市民への周知は、どのように進めて

いるのかを伺います。 
 次に地震対策について、伺います。 
 阪神・淡路大地震や新潟県中越地震、岩手・宮城内陸地震などによる被害は、まだ記憶に新

しく、大災害で、今日に至っても完全に復帰には至っておりません。国の調査によれば、笛吹

市においても、今後３０年以内に震度６弱以上の東海地震の発生が予想され、その確率が８０％

以上であり、警戒が必要であります。特に、笛吹市は防災対策強化地域に指定されております。 
 先に、８月１１日には静岡県駿河湾を震源地とする震度６弱の地震が発生し、同時に笛吹市

でも震度４の地震がありました。今後、震度６以上の強い地震が予想される対策と備えについ

て、次のことを伺います。 
 笛吹市における地震に対する備えは、どのようになっているのか。特に本庁舎の耐震化につ

いては、市民の生命と財産を守ること、これは行政に課せられた も基本的な使命であると考

えます。災害発生時には、庁舎に対策本部を設置することになると思われます。そこで笛吹市

の防災拠点としての、本庁舎の耐震化をどのように計画しておられるのか。併せて、市民への

防災周知に向けた笛吹市地震防災マニュアル手引書を策定して、各戸への配布計画があるのか、

お伺いをいたします。 
 次に、流行が予想される新型インフルエンザ対策を伺います。 
 今年４月、メキシコと米国で感染が始まった新型インフルエンザは、海外はもとより日本で

も、５月初旬に初めての感染者が発生。その後、神戸市や大阪府、さらには国内の多くの県に

感染が広がりました。笛吹市においても、５月３１日、峡東保健所管内で県下初の感染者が発

生いたしました。新型インフルエンザ感染大流行を抑えるために、県をはじめ市町村が対策に

取り組んできましたが、本市でも７月に香港から来県した高校生との国際交流会に参加した本

市の高校生の男女がインフルエンザに感染、県内初の集団感染が発生いたしました。国内でも

７月下旬には再び患者が増え、山梨県においても８月２６日に新型インフルエンザ流行地域に
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入ったとの発表がありました。その後、市内でも学童保育クラブの集団感染等があり、今後の

感染の拡大を心配しているところであります。 
 笛吹市は観光地のため、国内や海外からの観光客も多く、感染が拡大した場合は市民はもと

より、風評被害による観光客の減少が観光産業などの経営にも影響が懸念されます。これから

季節性インフルエンザと新型インフルエンザが重なる秋冬に、第２波の感染拡大が懸念されま

す。今回の新型インフルエンザは、過去にデータがなく、流行予想は困難でありますが、ウイ

ルスの異変によっては毒性が強まるおそれもあり、予防対策や警戒が必要であります。 
 そこで本市での新型インフルエンザ対策の取り組みについて、次のことを伺います。 
 市内の学校や保育所、旅館、企業にどのような感染拡大防止を講じるのか。流行を抑える予

防のための取り組みは進んでおられるのか。市民に予防対策の周知をどのように進めていくの

か。お伺いをいたします。 
 次に、子育て環境整備と子どもの医療費無料化への取り組みについて伺います。 
 今回の衆議院議員選挙によって、多くの政党が子育て支援に力を入れているが、本市での子

育て支援については、景気低迷のために子育て中の家庭では、教育費や生活費の負担が重くなっ

ているという、調査結果が出ております。働く女性は働きながらも安心・安全の中で、子育て

ができる環境を常に望んでおります。将来を担う子どもたちのすこやかな成長支援を 優先で

推進していかなければならないと考えています。 
 幸い、市の保育所整備においては指定管理者制度の導入をはじめ、今般、かすがい東保育所

の新築等の整備も進めておられますが、まだ入所の際に、希望どおりの保育所に入所ができな

いかと不安がる親御さんがいる。潜在的待機児童を出さない対策は講じていると考えますが、

本市における保育所入所環境整備の対策として、人口増加地域への保育所の増築や保育施設新

設への取り組みと、併せて公立保育所の耐震化の整備状況について、お伺いをいたします。 
 次に子どもの医療にかかる子育て世代の負担を軽減する取り組みは、全国地方自治体で広

がっています。本市では、本年度から小学校就学前までの医療費について、無料化に取り組ま

れています。市長の英断を支持しているところであります。しかしながら、全国の取り組み状

況は中学生まで、入院費を軽減している自治体も多数あると聞いています。つきましては、把

握している範囲で、本県自治体の取り組み状況について伺います。 
 後に笛政クラブといたしまして、子育て対策に対して、財政状況の許される限りにおいて、

積極的に取り組まれるべきと考えております。本市の子育て環境施策の現状と今後、本市にお

ける子どもの医療費無料化の拡大対策について、お伺いをいたします。 
 以上で、笛政クラブ代表質問を終わります。 

〇議長（上野稔君） 
 当局の答弁を求めます。 
 市長、荻野正直君。 

〇市長（荻野正直君） 
 笛政クラブ、網倉正治議員の代表質問にお答えいたします。 
 はじめに、健全な行財政運営の具体的な取り組みと行財政改革の進捗状況についてのご質問

でございます。 
 まず、行財政健全化法に基づく４つの指標につきましては、地方公共団体の財政の健全化に

関する法律、いわゆる地方公共団体財政健全化法が一昨年に施行されました。これは、地方公
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共団体の財政状況を示す４つの健全化判断比率の公表を義務づけ、この健全化判断比率を早期

健全化基準および再生判断基準に照らし合わせ、この基準を超えた場合は、地方公共団体に財

政健全化計画、または再生計画の策定を義務付けるなどの措置を定めております。 
 ご質問の４つの健全化比率ですが、２０年度決算につきましては決算数値等に基づき、４つ

の健全化判断比率を算出し、去る８月１２日に関係書類を添えて監査委員の審査に付し、今定

例会初日に報告させていただいたところであります。 
 まず、実質赤字比率および連結実質赤字比率につきましては、一般会計ならびに他会計すべ

てにおいて昨年度同様、黒字決算でありますので、赤字比率はございません。 
 次に実質公債費比率につきましては、平成１９年度１３．１％、平成２０年度は１３．５％

と０．４ポイントの増加であり、将来負担比率は平成１９年度１１２．３％、平成２０年度は

１１１．４％と０．９ポイントの減少でした。 
 今回の判断比率および昨年度数値との比較でありますが、健全化判断比率から見ますと、い

ずれの比率も早期健全化基準を下回っておりますので、健全の範囲であります。 
 なお、実質公債費比率の０．４ポイントの伸びについては、一般単独事業債等の元利償還金

の増加によるものであります。また、将来負担比率が０．９ポイント減少した要因は、充当可

能基金が増加したためであります。 
 今後は、新たなまちづくりの経費や高齢化の進展による福祉関係経費の増加に対応していく

ためにも、引き続き経常的経費の抑制に努めながら、健全な財政経営に努めてまいりたいと考

えております。 
 次に、財政計画と第１次総合計画および実施計画との整合性についてであります。 
 ご承知のとおり、昨年度スタートした第１次笛吹市総合計画「ふえふき協奏曲第１番」は基

本構想１０カ年、基本計画５カ年、実施計画は毎年度ローリング方式により見直しながら３カ

年として、笛吹市の１０年後の将来像および、それを達成するために必要なまちづくりの方向

について掲げています。 
 その総合計画の基本構想および、基本計画の下位計画である実施計画と表裏一体で策定する

ものが中期財政計画であります。市の予算は単年度で編成され、決算も単年度で行われており

ますが、実際の行財政の経営は、将来の見通しに立って計画的・継続的に行う必要があること

から、長期的な財政状況を把握した中での中期財政計画は、必要不可欠であります。特に予算

編成時には実施計画と財政計画との照合、調整には十分配慮しているところであります。また、

事業の執行状況等については、月次決算報告等により事務事業評価制度を取り入れながら、随

時管理しているところであります。 
 今後とも総合計画に定めた諸事業と財政状況とのバランスを取りながら、行政経営を図って

まいります。 
 次に行財政改革についてのご質問ですが、まず第１次行財政改革の４年間の取り組みについ

てであります。  
 全国の市町村におきましては、少子高齢化に伴って社会保障費が増加するなど、厳しい行財

政経営が迫られております。民間活力の導入やプライマリー・バランスの黒字化、地方債残高

の圧縮等、小さな市役所の実現に向けて、行財政経営の舵が切られております。 
 本市におきましても、平成１７年度に「ヒト・モノ・カネ・情報を効果的に活用し、スリム

で魅力的な市政の実現」を目標とする第１次行財政改革大綱を策定いたしました。その中でも、
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特に財政面での効果が期待できる定員適正化計画の実施、市税の徴収強化、事務事業の再編整

理、公共施設運営の見直しの４項目について、笛吹市集中改革プラン２００５に位置づけ、数

値目標を定めて重点的に改革に取り組んでまいりました。  
 まず、定員適正化計画の実施についてでありますが、平成１７年４月１日の職員数７５７人

を、平成２１年４月１日に６８０人にする目標を立て、組織機構の効率化や指定管理者制度の

導入および職員１人当たりの公務能率を高める研修などに取り組んでまいりました。その結果、

平成２１年４月１日の職員数は目標より９人少ない６７１人となり、４年間累計で１７億１千

万円の人件費を削減することができました。  
 次に市税納税率の向上につきましては、平成１６年度の収税率７９％を平成２０年度には

８２％に向上させ、４年間累計で８億５千万円の市税収入を増やす目標を立て、収税課の新設、

滞納実態調査の実施、収納整理システムの導入、滞納処分の実施に取り組んでまいりました。

しかしながら、平成２０年度の収納率は７７．８％に低下し、残念ながら期待していた財政効

果は得られませんでした。  
 次に事務事業の再編整理につきましては、平成１８年度に事務事業評価と組織別枠配分の導

入、１９年度に事務事業再編整理の目標値公表、２０年度に施策評価の導入、２１年度に施策

別枠配分予算を導入する目標を立てました。事務事業評価と組織別枠配分予算については、す

でに導入が終了しており、また施策評価と施策別枠配分予算につきましては、現在取り組んで

いるところであります。 
 後に公共施設運営の見直しについてですが、平成１８年度から２０年度までの３年間で

４４施設に指定管理者制度を導入する目標を立てて、制度の周知に努めてまいりました。その

結果、新たに４５の公共施設の管理運営を指定管理者に委託することによって、平成１７年度

５千万円、平成１８年度７千万円、平成１９年度６千万円になり、累計で１億８千万円の経費

の削減をすることができました。 
 次に、今年度策定予定の第２次行財政改革の重点項目についてであります。 
 合併特例期間が終了する平成３３年度の本市の普通地方交付税収入は、現在より２７億円ほ

ど少なくなると見込まれております。将来の行財政経営は、厳しさを増すことになると考えら

れます。こうした中、市財政の健全性を保っていくためには、さらなる経費節減と財源確保に

取り組む必要があります。 
 庁内組織であります行政改革推進本部では、第１次行財政改革を検証するとともに、行財政

の現状と課題についても分析を行ってまいりました。その結果、第２次行財政改革大綱には、

引き続き市税収納率の向上と定員の適正化に努めるとともに、新たに公共下水道事業をはじめ

とする特別会計の経営健全化等についても、重点的に取り組んでいく必要があると考えており

ます。 
 なお、行財政改革の進捗状況につきましては、市のホームページに掲載しているほか、広報

ふえふき等についても、お知らせしております。 
 続きまして、２つ目のご質問、大型施設整備構想と財源についてにお答えいたします。 
 早いもので、笛吹市が誕生して５年となります。平成１９年度には、第１次総合計画である

「ふえふき協奏曲第１番」を策定し、市民の皆さま方とともににぎわい・やすらぎ・きらめき

のまちづくりを進めております。 
 まちづくりを進める中での課題の１つに、全市で活用することができる環境、文化、スポー
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ツなどの施設整備や交通の利便性の向上があります。このため、議会全員協議会において、本

市の将来を見据える中で、今後取り組むべき主要課題である石和温泉駅周辺整備事業、バイオ

マスセンター建設事業、砂原橋架け替えおよび道路整備事業、サッカー場建設事業、多目的ホー

ル建設事業、ふるさと公園周辺整備事業の６つの構想について、お示しをさせていただきまし

た。当然、これらの整備を行うには、多くの財源が必要となります。財源につきましては、事

業ごとでの補助金や交付金の活用に加え、合併特例債の活用を検討しております。 
 ご承知のとおり、合併特例債が活用できる期間は限られております。したがいまして、どの

事業を優先的に行うかという視点ではなく、合併特例債の有効活用を念頭に置きながら、各事

業の可否を検討してまいりたいと存じます。 
 次に、これまでの合併特例債の活用状況と今後の活用計画についてでありますが、合併特例

債につきましては、市町村合併に伴う財政特例措置であり、合併した自治体にとっては極めて

有利な地方債であります。 
 笛吹市では平成１７年度より農業基盤整備事業、道路新設改良事業、消防施設整備事業、春

日居駅周辺整備事業、市役所南庁舎増築事業および地域振興のための基金造成事業などに充当

をしてまいりました。平成２０年度までの特例債借入総額は、６０億８千万円であります。 
 また２１年度は当初予算で、かすがい東保育所建設事業、境川浄水場建設事業および道路新

設改良事業などに２０億円を、今定例議会に地域振興のための基金造成事業などに８億６千万

円を計上させていただいております。平成２１年度末合併特例債借入総額は、９１億４千万円

を予定しております。 
 今後の活用のあり方ですが、合併特例債は言うまでもなく、元利償還費の７０％が地方交付

税の基準財政需要額に算入されるという非常に有利な地方債でありますので、実施可能な大型

施設の整備、他の必要不可欠な道路整備、農業基盤整備、防災行政無線整備、上水道整備事業

およびごみ処理施設建設事業等、財政健全化法に基づく健全化基準などをしっかり見据えなが

ら、適債事業等に活用していきたいと考えております。 
 次に３つ目のご質問、本市の災害時における防災への備え等について、お答えいたします。 
 まず市内の土砂災害、危険区域は把握しているのかについてのご質問でございます。 
 現在、市におきましては山梨県県土整備部で土砂災害防止法に基づき、土砂災害危険個所の

基礎調査を行っており、平成１８年度に御坂町・八代町・境川町、平成１９年度は芦川町、平

成２０年度は石和町・御坂町・一宮町・八代町・境川町・春日居町の調査が行われ、平成２１年

度は平成１８年度からの調査で新たに発見された個所を調査しており、この調査をもとに山梨

県で土砂災害警戒区域等を指定して、告示がされております。 
 各年度で指定告示されている個所と平成２０年度の基礎調査をもとに、本年度告示予定個所

を含め、市内には土石流警戒区域が１１９カ所、そのうち特別警戒区域を含む個所が７３カ所

となります。 
 また急傾斜地の崩壊警戒区域については、６７カ所。そのうち特別警戒区域を含む個所が

６４カ所および地滑り警戒区域の５カ所が今年度までに指定され、告示されることになります。 
 次に予想される危険地域への周知は、どのように進めていくのかについてのご質問でござい

ます。 
 土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等の指定がされている市町村を対象に、平成

１９年度から土砂災害全国統一防災訓練が実施されております。 
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 笛吹市では平成１９年度に御坂町戸倉区、平成２０年度は芦川町上芦川区で防災訓練を行い、

住民への周知と併せ防災意識の高揚を図っており、今後も地区を指定して防災訓練を継続する

こととしております。 
 また本年度、笛吹市は山梨県で実施している土砂災害防止法に基づく基礎調査が終了する計

画であります。土砂災害警戒区域等の指定告示が完了する予定でありますので、平成１８年度

に全戸配布済みのハザードマップに新たに土砂災害警戒区域等を示し、住民への周知を図って

いくこととしております。 
 次に、笛吹市における地震に対する備えについてにお答えいたします。 
 本市では、大規模災害を想定しての総合防災訓練を、各行政区の自主防災組織を中心に実施

し、地震に対する備えを進めております。 
 大規模災害後の本格的な救援活動が始まるまでには２日ほどの期日が必要になりますので、

それまでは自助、共助の取り組みが 大の効果を発揮すると言われております。各家庭での備

蓄の推進、地域のつながりによる要援護者を含めた避難、救援活動の訓練を進めることにより、

市民の皆さまの地震に対する備えとして、地域の防災力の強化につながると考えております。 
 市では、平常時から発災時の応急対策を迅速に行うため、地震防災に関する組織・施設の整

備や必要な物資および資材の備蓄などを計画的に実施しております。 
 本年度は、発災初動期に重要な地震情報や被災状況の迅速な伝達を行うために、市防災行政

無線の通信強化のためのデジタル統合の工事に着手し、３年間をかけて整備いたします。 
 市の備蓄食料は現時点で約５万食、備蓄毛布は２千枚強でありますが、毛布につきましては、

今年度１万枚の購入を予定しております。また備蓄分のほか機材、飲料水、生活必需物資は民

間企業からの供給を考えており、３３業者・団体と協定が締結済みであります。また職員の防

災訓練では、災害時職員初動体制マニュアルに基づき、各地域、各班ごとに、より実践的な訓

練を行い、災害発生時に備えております。 
 次に、本庁舎の耐震化についてのご質問でございますが、建築基準法の大幅な改正により、

昭和５６年以降の建築物については、耐震基準を満たしていると考えられていますが、本庁舎

の北側部分は昭和４２年８月建築の建物であります。市民の皆さまが多数出入りすることはも

とより災害が発生した場合には、災害対策本部を設置する建物であり、行政として安心・安全

な建物として、適正に維持管理しなければなりません。 
 そこで平成２１年度庁舎維持管理事業として、笛吹市本庁舎耐震診断業務委託を６月に発注

いたしました。現在の進捗状況は、庁舎のコンクリートコア抜き、傾斜・亀裂等測定、基礎掘

削調査等の現地調査は終了し、山梨県建築物耐震診断判定会へ向けた構造計算を行っていると

ころであります。この耐震診断判定会は月１回ペースで開催され、２回以上の判定会協議を受

け、本年１１月には補強ランク等診断結果が決定される見込みであります。今後は、この診断

結果をふまえ、本庁舎の耐震補強計画を検討していきたいと考えております。 
 次に４項目のご質問、流行が予想される新型インフルエンザ対策について、お答えいたしま

す。 
 本年４月２４日、世界保健機関が豚インフルエンザの発生情報を発信して以来、報道等でご

承知のとおり、世界的に感染が拡大をいたしました。５月末には、県内第１号の感染者が笛吹

市から出ました。本市では、直ちに新型インフルエンザ対策本部を立ち上げ、感染拡大防止等

の危機管理に取り組んでまいりましたが、この間、夏を迎えましても沈静化することなく全国
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的に発生し続けております。 
 国および県では、すでに流行シーズンに入ったと発表いたしました。また６月に運用方針を

改定し、感染発生の封じ込め対策から、重症化を防ぐための医療体制整備等に転換しておりま

す。 
 さて、ご質問の市内の学校、保育所、旅館、企業にどのような感染拡大防止を講じるかであ

りますが、学校、保育所等におきましては手洗い、うがい等の励行や出入り口に手や指の消毒

液を設置するとともに、保護者に対しましても十分な睡眠、食事面、規則正しい家庭生活の指

導をお願いし、日々の健康観察により症状を見逃さず、早期に受診するよう対応をとっており

ます。 
 旅館、企業等には、感染予防の周知や笛吹市新型インフルエンザ対策行動計画に基づいて、

各担当部署が策定した対応方策の徹底、事業継続計画の策定を促しております。 
 万一、集団発生が見られた場合は、県などの指示や対応策による臨時休業の措置などを行い、

感染の拡大を防ぐこととしております。さらに、昨年１０月に発足した観光庁が、新型インフ

ルエンザの流行によるホテルや旅館等の観光関連産業への影響を 小限にするため、風評被害、

感染拡大防止対策で、国や自治体、業界の果たすべき役割などの対策マニュアルを年末までに

策定することとしておりますので、それらを参考に対策を立てていきたいと考えております。 
 次に流行を抑える予防のための取り組みについてでありますが、常に 新情報を収集し、市

民への手洗い、うがいの励行等の予防対策、発症したときの対応方法等について、広報やホー

ムページ等により情報の提供を行っております。また公共機関、イベント会場等に感染防止の

ポスターの掲示、必要時には消毒薬の設置等を行ってまいります。 
 なお、秋からの流行に備えて、今月２日には新型インフルエンザ対策本部庁内連絡会議を開

催し、今後の対応についての確認を行ったところであります。秋以降、さらに本格的流行が予

想されますので、今後の状況を見極めながら、迅速かつ的確な対応を行ってまいりたいと考え

ております。 
 次に５問目の、子育て環境整備と子どもの医療費無料化への取り組みについてのご質問にお

答えいたします。 
 まず、市内の保育所環境整備と今後の施策の取り組みについてでありますが、近年、核家族

化、共働き世帯の増加などにより保育ニーズが多様化する中、保育所には子どもの教育と養護

の場として、働きながら子育てをする保護者の力強い支えとなる施設としての役割が求められ

ております。 
 本市の将来を担う子どもたちが自発的に活動し、生命、自然および社会の事象についての興

味や関心を育て、生活が豊かに展開されるよう、保育所の設備や環境を整え、魅力ある場所と

なるよう努めていくことが必要であると思います。 
 公立保育所の施設整備状況につきましては、来年４月の開所を目指し、現在、かすがい東保

育所の建て替え工事を進めております。さらに、今年度中に石和第４保育所の耐震診断を行う

とともに、耐震改修が必要と診断された石和第３保育所、御坂北保育所につきましては、順次

改修のための設計、ならびに工事を行っていく予定であります。また、老朽化が進む石和第２保

育所につきましても、改修に向けての準備を進めていく考えであります。 
 さて、全国的に問題となっております待機児童につきましては、市として受け入れ態勢を整

え、待機児童とならない取り組みを行っておりますが、今後、地域によっては居住地近くの保
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育所や勤務先に近い保育所など希望している保育所に入所できず、そのため待機児童となる

ケースも予想されます。特に人口増加が著しい地域の保育を担っております、石和第４保育所

につきましては、慢性的な飽和状態が続いており、大規模保育による弊害もあることから、こ

の地域への保育施設の新設など、抜本的な対策が必要であると考えております。現在、この地

区におきましては、民間保育所をこの地域に開園できることを目指して、検討を進めておりま

す。 
 しかし、公立保育所全体で見ますと、定員を下回っている状況であることから、現時点では

公立保育所の建設ではなく、民間保育施設を誘致するなど、民間保育事業者のお力をいただく

ことが 良ではないかと考えております。 
 現在、市内民間保育事業者が、この周辺地域に保育所の新設移転を計画しておりますので、

市といたしましても、そのための支援策を検討していきたいと考えております。 
 次に、子どもの医療費無料化の取り組みについてであります。 
 子どもの医療費無料化については、子育て家庭における経済的負担の軽減を図ることにより、

安心して子育てができ、併せて児童の健康増進を図るための制度として、実施しているところ

であります。 
 この乳幼児医療費助成制度は昭和４８年に創設され、以後、制度の見直しが行われ、平成

１２年に通院は５歳未満、入院は小学校就学前までを助成の対象として、現在に至っておりま

す。県下の実施状況でありますが、県と同じ基準の自治体が１市４町、各自治体が単独で上乗

せをしている状況については、小学校就学前までが本市を含め３市１村、小学校３年生までが

３市、小学校６年生までが６市１町、中学校３年生までが４町５村となっております。 
 次に、本市における子どもの医療費無料化の拡大策について、どのような取り組みを考えて

いるのかについてでありますが、本市の乳幼児医療費助成につきましては、本年４月から市の

単独事業として、通院の助成対象年齢を、入院と同じ小学校就学前までに拡大し、入院時に負

担する食事療養費につきましても、助成の対象としたところであります。 
 本市におきましては児童館、保育所、学童保育、子育て支援センター、つどいの広場などの

環境整備や延長保育、乳児保育などの保育サービスの充実、ファミリーサポートセンター事業、

放課後子ども教室の推進をはじめ、市単独指導主事の設置や市担教員を県内で も多く小中学

校に配置しており、幼稚園、保育所から小・中・高校までが連携した教育環境の充実を図りな

がら、取り組んでおるところであります。 
 この助成制度は、県の補助を受けて実施しており、助成対象年齢の拡大部分は市単独事業と

なることから、財政面などの課題もありますので、国・県に助成対象年齢の拡大の働きかけを

引き続き行うとともに、今後の医療費の推移や財政状況を見極めながら、医療費の無料化を小

学校６年生まで拡大することについて、平成２３年度を目途に検討を進めてまいりたいと考え

ております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（上野稔君） 
 再質問を許します。 
 網倉正治君。 

〇１番議員（網倉正治君） 
 ただいま、私の質問に答弁をいただきましたが、さらに若干、再質問をさせていただきます。 
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 まず行政改革について、お尋ねします。 
 笛吹市集中改革プラン２００５で作成された重要課題の１つに、市税収納率向上が目標と掲

げられていましたが、その目標値と２０年度の目標値を収納率８２％としておりましたが、現

実には計画どおりに遂行できなかったが、前年度と比較して、どのくらい収納率が下がったの

か。また今後、収納率向上に向け、どのような取り組みを行うのか伺いたいと思います。 
 次に大型プロジェクトの財政計画についてですが、今回、公表された大型施設整備構想を実

現した場合に、予想される６年後および１０年後の実質公債費比率などは、どのように推移し

ていくのか。併せて、その年度、全体の財政状況においても、健全に推移していくのであろう

かということをお伺いします。 
 また、市長の答弁の中で、石和温泉駅整備事業について、その後、計画案に沿っての事業と

検討を進められていると思いますが、 新の進捗状況などがありましたら、お伺いをいたした

いと思います。特に聞くところによると、９月４日にＪＲとのお話し合いがあったと聞き及ん

でおりますが、そのへんがもしお聞きできましたら、内容等についてお伺いしたいと思います。 
 次に災害時における防災への備えについてですが、市民の避難を迅速・的確に進めるために

は、集中豪雨の的確な把握と、その分析に基づく決断が必要になろうかと思います。 
 そこで、市では災害時における防災への備えとして、雨量情報をどのように確保しておられ

るのか。併せて、雨量計の設置は十分にされておられるのか。十分でなければ、今後の整備計

画を考えておられるのか。また、地滑り計の設置に向けた取り組みの進捗状況がありましたら、

お答えを願いたいと思います。また本庁舎の耐震補強計画においては、住民も望んでいるので、

工事への早急な対応と取り組みについて、お伺いをいたしたいと思います。 
 さらに新型インフルエンザの対応について、伺います。 
 現在、市内の感染者の状況はどのようになっておられるのか。また、新型インフルエンザ流

行に備える感染予防や感染後の対応策としての備蓄品などの整備は、どのようになされておら

れるのか。 
 また、子育て環境整備についてでございますが、人口増加が著しく、慢性的な飽和状態が続

く地域への民間保育事業者を誘致するための、具体的な支援策について、お願いをいたします。 
〇議長（上野稔君） 

 市長、荻野正直君。 
〇市長（荻野正直君） 

 網倉議員のご質問の中で、石和温泉駅の進捗状況についてのご質問にお答えをいたします。 
 過日、ＪＲ東日本の八王子支社長を訪問いたしまして、本計画について、改めて協力をお願

いいたしました。ＪＲ東日本の八王子支社長の弁によりますと、この石和温泉につきましては、

ＪＲ中央線におきまして、重要な駅と位置づけておりまして、いわゆるＪＲ東日本としてでき

る、基本的なことについては、 大限の協力をしたいと、こういうようなお話をいただいてき

ました。その中で、もう１つ、お話に出ましたのは、現在ございます貨物ヤードの取り扱いに

ついてであります。この貨物ヤードの取り扱いにつきましては、ＪＲ貨物が必要としておりま

して、これを試算しますと、約４億円以上のお金がかかるというような試算が出ております。

したがいまして、いわゆる八王子支社長との話の中では、この部分については活用しないでい

くような構想で、基本構想をつくろうということで、お話し合いをさせていただいております。

現在、そのような進捗状況であります。 
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〇議長（上野稔君） 
 次の質問を、梶原総務部長。 

〇総務部長（梶原清君） 
 網倉議員の再質問につきまして、総務部の担当につきましては、第１番目の質問、市税の収

納率向上対策はどうするのかということと、４番目の本庁舎の耐震補強計画についての、２つ

の再質問について、お答えしたいと思います。 
 まず 初に、市税収納率向上の対策につきましてですが、集中改革プランにおきましては市

税、収納率の向上目標を２０年度、先ほど答弁したとおり、８２％を掲げておりましたが、

２０年度決算で、結果は７７．８％の状況でありました。収税課を平成１８年に設置して、徴

収強化を図っておりまして、１９年度につきましては２．１％上がったわけですが、２０年度

につきましては、秋以降の経済状況、不況に伴いまして、実質的、対１９年度に比較しまして、

０．２７％の収納率のマイナスでありました。 
 徴収強化にあたりましては、現年未納者宅への戸別訪問をもとより、差し押さえなどの滞納

処分、動産のインターネット公売、山梨県滞納整理推進機構へ参加をしての高額滞納者対策な

どに取り組んできたところであります。しかしながら、世界的な経済状況の悪化などにより、

結果としまして、収納率の向上が表れていないのが現状であります。 
 今後につきましては、今年度から導入しましたコンビニ収納など、納税のしやすい環境整備

を図るとともに、税負担の公平性を損なわないように、悪質滞納者の処分強化をはじめ、生活

困窮者等の調査強化、捜索、財産調査、不動産の公売などを強化し、納税率の向上を図ってま

いりたいと考えております。 
 続きまして、本庁舎の耐震計画でありますが、代表質問でお答えしましたとおり、耐震診断

の判定会は２回以上、県のほうで協議を受けるため、診断結果が１１月になると思われます。

この診断結果が出ないと、具体的な補強が可能かどうかという決定もされませんので、その結

果によって補強方法の検討を行い、平成２２年度耐震補強計画を作成したいと考えております。 
 なお、本庁舎の耐震補強工事を行うには、窓口事務を開いたままでは工事、あるいは来庁者

に危険が伴いますので、窓口を開いたままでは不可能のため、補強工事に併せて仮庁舎等の検

討を行わなければなりません。本庁舎の耐震診断に伴い、庁内ですでに耐震改修検討会を立ち

上げ、検討を始めているところであります。市民の皆さんも望んでいることだと思いますので、

耐震診断判定会の診断結果が出ましたら、この結果をもとに、なるべく早めの取り組みが進め

られるようにしてい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（上野稔君） 
 次の答弁を、鈴木財政課長。 

〇財政課長（鈴木幸弘君） 
 網倉議員の再質問にお答えいたします。 
 お示しさせていただきました、大型施設整備構想へ合併特例債を計画どおり発行するといた

しますと、約８７億円となります。ご案内のとおり、実質公債費比率につきましては、決算の

数値をもとに、また地方財政状況調査、いわゆる決算統計といわれているものでありますが、

それらの数値をもとに算出しております。この数値が２５％を超えますと、早期健全団体とな

り、財政健全化計画を定めなければならないとされております。 
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 この合併特例債の活用計画においてですが、道路整備、それから農道整備、消防施設整備お

よび小中学校改修事業等も含めますと、あくまでも現時点での推計ですけれども、平成２６年

度には約１６％台、それから平成３０年度におきましては、１８から１９％台で推移すると見

込んでおります。 
 いずれにいたしましても中期財政計画を見直しし、適債事業等を見極め、健全財政にも配慮

する中で、合併特例債の借入計画も見直していきたいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（上野稔君） 
 次の答弁を、中川保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（中川啓次君） 
 網倉議員の笛政クラブの代表質問のうち、インフルエンザの関係の対応につきましての再質

問にお答えをさせていただきます。 
 まず、市内の感染者の状況がどうなっているかというふうなご質問でございますが、５月

３１日に県内初の感染者が本市から発生しまして、その後、７月１６日までに６人の感染が確

認されております。 
 なお、７月２４日から感染症法の取り扱いが変わりましたので、集団発生のみの届け出とな

りましたので、個別の診療につきましては把握ができない状況になっております。したがいま

して、現時点で、その以後、集団発生の届け出の部分につきまして把握をしている部分で、先

週末、９月５日までの状況で、笛吹市内では感染者が、これまで１６人が把握されております。 
 なお、参考までに山梨県全体では、１５１名という報告がされております。 
 次に、新型インフルエンザの流行に備える感染予防や感染後対応のための備蓄品などの整備

については、どうなっているかというご質問でございますが、感染の予防につきましては、先

ほど、市長が答弁したとおりでございますが、備蓄品につきましては、まずマスクでございま

すが、一般的なサージカルマスクを５万枚、それから直接対応する職員等の対応用に、より効

果の大きいＮ９５というマスクがございますが、これが８，８００枚。それから防護服のセッ

トが７６人分。さらに手袋が１，１００人分、確保されております。また、公共施設に設置い

たします消毒薬につきましては、１１０本を確保させていただいております。 
 なお、消毒薬につきましては、すでに５０本を各市内の公共施設に設置して使用中でござい

ますので、在庫が残り６０本という状況でございますので、補充用という形の中で、現在、薬

品も非常に入手しにくくなっておりますので、今回、さらに５０本を追加する予定で、今回の

補正でお願いしているところでございます。 
 以上です。 

〇議長（上野稔君） 
 子育て環境整備について、河野福祉事務所長。 

〇福祉事務所長（河野修君） 
 網倉議員の再質問、民間保育所事業者を誘致するための具体的支援策につきまして、お答え

をいたします。 
 国では今年３月、緊急経済対策としまして、平成２１年度から２３年度までの期間でござい

ますが、民間事業者に対しまして、待機児童解消のための保育所の創設、あるいは老朽改築に

よる保育所整備、これにつきまして、費用の一部を補助する子育て支援対策臨時特例交付金を
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制定したところでございます。県では、これによりまして、安心子ども基金を設置いたしまし

て、今年３月に民間保育所に対しまして、保育所整備事業実施のための希望調査を行いました。

本市におきましては、２つの保育所が手を挙げられまして、補助金交付のための手続きを行っ

たところでございます。 
 市では、このうち移転建て替えを計画している保育所事業者に対しまして、人口増加が著し

い地域周辺への新設移転をお願いしたところでございまして、事業所からはご理解をいただい

ているところでございます。 
 なお、この民間事業者が実施いたします保育所施設の新設につきましては、この県の子ども

安心基金の補助対象の事業となりますので、国から事業費の２分の１、それから市町村からの

４分の１の補助金交付が受けられることになっております。本市につきましては、これに基づ

きまして、民間保育所事業者が保育施設を設置する場合、その費用の一部を補助するとともに、

用地取得に対しましても、支援策として市独自の補助制度を考えております。これによりまし

て、子どもが安心して育てることができる体制整備を図っていきたいと考えております。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（上野稔君） 
 建設部長。 

〇建設部長（岩澤重信君） 
 網倉議員の災害時における防災への備えとして、雨量の情報をどのように確保しているのか

という再質問につきまして、お答えします。 
 現在、笛吹市内につきましては、雨量観測基地といたしましては、国土交通省が管理いたし

ます２カ所、それから山梨県の県土整備部が管理いたします５カ所ということで、国・県の観

測基地が７カ所、笛吹市内に設置されております。 
 それから笛吹市の関係でございますが、市の農林振興課で営農指導のための情報を提供して

おります気象ロボット基地が２カ所。さらに、きらめきテレビで情報観測をしております観測

基地が３カ所。それから笛吹市の支所で３カ所ということで、国・県の観測基地と合わせまし

て、１５カ所の観測が行われております。 
 現在、１５カ所の観測基地をメッシュに落としましても、若干、 近の状態の雨量観測につ

きましては、距離的に若干、遠いものがあるということの中で、今回の９月議会に補正予算と

いたしまして、観測基地の少ない地域、これにつきまして、おおむね４方向、２．５キロメー

トルを観測できる体制といたしまして、今般、新しく６カ所の観測基地を増設。さらに現在、

観測を行っております１５カ所、それに６カ所の増設と、それから気象ロボットにつきまして、

現在、観測を行っておらない機器が春日居町に２基ございますので、したがいまして、その２基

の観測機器につきまして再整備を図りまして、笛吹市内、合計２３カ所の観測基地から得られ

る情報によりまして、適切な時期に避難誘導や避難指示等々の対策を行い、市民の安全・安心

確保に努めていきたいというふうに考えております。 
 それから、もう一方の質問の地滑り計の設置に関するご質問でございますが、先ほど市長の

答弁にもございましたとおり、本年度をもちまして、山梨県の県土整備部で行っております土

砂災害防止法に基づく現地調査が、すべて終了することになっております。現時点では、笛吹

市内に地滑り地区が５カ所指定されることになりますが、今回の５カ所の指定にあたりまして

は警戒区域のみでございまして、特別警戒区域に指定される区域はございません。 
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 ご質問の地滑り計の設置等につきましては、今後、実態等をふまえる中で、必要が発生した

時点におきまして、国・県と共同いたしまして、安全な対策を講じていきたいというふうに考

えております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（上野稔君） 
 再々質問を許します。 
 網倉正治君。 

〇１番議員（網倉正治君） 
 今、雨量計についてお答えいただきましたけども、もう少しお聞きしたいんですが、市が独

自で設置している雨量計が、ただいま７カ所とお答えがあったんですが、支所に設置されてい

る７基で、前の質問の中でロール紙による打ち込み式のために、コンピューター上で画面を見

ることができず、結果のデータとしての利用が現状、ない状態と聞いておりますが、今後どの

ようにそれらの整備を進めていくのか、１つお伺いいたします。 
 また、新型インフルエンザが拡大している中で、市では市民への予防接種等への取り組みを

どのように考えておられるのか、そのへんを簡単にお願いしたいと思っております。 
〇議長（上野稔君） 

 それでは雨量計の関係を、岩澤建設部長。 
〇建設部長（岩澤重信君） 

 雨量計に関します再々質問の件でございますが、網倉議員ご指摘のとおり、たしかに支所の

ほうで観測しておりますのは、ロール紙によります旧型の観測機器でございます。今回の９月

補正予算の提出の中身につきましては、支所の機械等につきましても、すべてデジタル化に機

械の入れ替えを行いまして、 終的にはきらめきテレビ、それから気象ロボット、それから支

所の観測等々、１６カ所のデータをすべてデジタル化いたしまして、一元化して、笛吹市の災

害対策本部で情報の受信のでき得る体制を敷いていきたいという考えであります。 
 なお、受信方式につきましては、現時点ではＮＴＴ回線を利用する方式と、それから現在、

防災無線のネットワークの整備が進められてございますが、今後のランニングコスト等々を考

慮する中で、ＮＴＴ回線方式、あるいは防災無線のネットワークに編入するというような方法

につきましては、経費的なものを考慮する中で、どちらかの方式に統一した中で進めていきた

いというふうに考えております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（上野稔君） 
 インフルエンザの関係を、中川保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（中川啓次君） 
 インフルエンザの予防接種の関係の再々質問でございます。 
 新型インフルエンザのワクチンの接種に対する市の対応につきましては、今後、当然、予防

対応して一番気になる部分でございますが、今月４日に厚生労働省が原案を示しております。

それによりますと、接種の優先順位につきましては、感染するリスクの も高い医療従事者を

優先とする中で、その次に妊婦等、持病のある方を優先順位として、３番目に就学前の子ど

もなどを対象とするというふうな順位を原案として示しております。 
 そうした優先される対象者が、全国で１，９００万人いるというふうな状況でございます。
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また、それに次ぐ小中高校生や６５歳以上の高齢者が３，５００万人というふうな状況でござ

いまして、国産だけのワクチンでは対応しきれないということで、輸入も検討されているとい

うふうな状況でございます。 
 また、接種費用につきましても、１回３千円程度かかるということの中で、２回接種する必

要があるということでございますので、１人当たりの負担が６千円程度は必要になってくると

いうことがいわれております。これにつきましても、国のほうで公費負担をどのようにするか

というふうな検討が、現時点ではなされているというふうな状況でございます。 
 いずれにいたしましても、原案が厚生労働省から示されたばかりというふうな状況でござい

ますので、現時点では国から、県あるいは市町村に具体的な通知は何も来ていない状況でござ

いますが、この原案の中で来月、１０月下旬からは接種を始めたいということが示されており

ますので、いずれにしましても、近いうちに具体的な対応方針が示されてくるというふうに考

えております。 
 こうした状況をふまえまして、市といたしましては、今後も情報の収集に努めまして、素早

く適切な対応ができるように、準備を進めてまいりたいというふうに考えております。 
 以上です。 

〇議長（上野稔君） 
 以上で、笛政クラブの代表質問を終わります。 
 ここで、暫時休憩いたします。 
 再開は１１時３５分。 

休憩  午前１１時２７分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午前１１時３６分 
〇議長（上野稔君） 

 再開いたします。 
 次に、正鵠会の代表質問を行います。 
 北嶋恒男君。 

〇４番議員（北嶋恒男君） 
 正鵠会の北嶋恒男でございます。正鵠会を代表して、質問させていただきます。 
 先の衆議院議員選挙では、民主党の政権交代が実現いたしました。新政権への期待は大きく

膨らみますが、掲げているマニフェストの実行によっては、地方にとっては不安も多くあると

思います。その理由としては、今まで続いてきた財源が確保されるのかという懸念が大きく、

地方財政への影響は必至のようであります。特に不安な点は、費用対効果を重視しての地方の

実情を顧みない画一的な公共事業の削減、子ども手当の財源として見込む所得税の配偶者控除、

扶養控除廃止に対する実行性、そして暫定税率廃止に伴う地方の負担増などが上がっています。 
 このように、国の予算システムなどが一変するため、地方自治体はこれまで以上にコスト意

識を高めなければ、やっていけないということが言えるのではないでしょうか。今後の本市へ

の影響も考えながら、日ごろから私の感じている身近な事例を市政各般にわたって、以下、質

問いたします。 
 まず 初は、合併特例債事業に関する内容についてであります。 
 笛吹市誕生から５カ年が経過いたしましたが、現在までの市民一体化、新市活性化の成果を
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どのように評価しているか。市民一体化、活性化を進める手段として、交付税措置と合併特例

債事業について、過去５年間の活用実績の内容と、その検証はいかがだったでしょうか。そし

て、あと残された５年間について、特例債活用事業についての具体的な事業と、その規模およ

び予算について、さらには政策への位置づけとして、現在までの市民の理解、市民の声の状況

はいかがでしょうか。さらには、特例債期間終了後の財政計画の見通しについて、お伺いいた

します。 
 次にこれからの笛吹市南部の果樹園景観を守るため、遊休農地対策として東京圏からの人的

資源の推進についてのお伺いであります。 
 そもそも、この発想を思いついたのは、東京からの定年退職を控えた３人のメンバーが昨年

から一宮町のブドウ畑を借りて、週末ごとに通って栽培を挑戦している姿を見たからでありま

す。その方々の話では、都内やその周辺には退職者を中心に農業をやってみたい人はいっぱい

いるので、受け皿さえできれば、結構、希望者は多いと思うよと言われたのが始まりでござい

ます。東京の人は頭脳も発想も柔軟な方々が多いので、難しい果樹栽培にも独特の技術で挑戦

できると思います。 
 このようにいい話を聞いたので、一度には無理かもしれませんが、東京の人にも第二の人生

として、山梨の果樹栽培に関心を持ってもらい、農業と観光を組み合わせたような産業モデル

になれば素晴らしいことではないかと思って、提案させていただきます。 
 笛吹市南部の良さはなんといっても、果樹園を中心とする田園風景だと思います。特に一宮

町、御坂町、八代町の中央道から南側の地域は、御坂山地の北側山麓に位置し、緩やかな傾斜

面にはブドウや桃の畑が一面に広がり、その先に奥秩父の山々、左手に南アルプスの山々を望

む景観は、日本国内のみならず、世界中を探しても第一級の景観だと思います。特に桃の花が

咲き誇る４月、ピンクのじゅうたんの上にアルプスの白い峰々がそびえる景観は圧巻です。太

陽を背にした緩い斜面ならばこその透明感は、まさに山梨の宝と言えるのではないでしょうか。

都会の喧騒に疲れた人たちにとっては、果実が実っていなくても、ここの風景の中にいる中で、

大変ぜいたくな気持ちになると言います。 
 景観が美しく、経済力があり、営みが持続し、伝えるべき価値があり、これに後継者に存在

すれば、この自然の財産を次の世代にもつなげることができます。そこで、これから年々と後

継者不足がおとずれる農家からは、貸し農園として提供してもらい、東京圏からの人的資源を

活用できる手段を考えていったらどうでしょうか。そのための受け皿づくりの 初の足がかり

として、行政からの物心両面の支援が必要になります。東京圏へのＰＲ、貸し農園や農業体験

場所の斡旋、初心者農業研修講座、長期滞在向けの石和温泉ホテル等との提携などを考えると

ころです。 
 首都圏の意欲に燃える若者たちから退職者まで、幅広い層にこの笛吹市の魅力を発信し、わ

れわれと一緒に、新しい時代の地域再生の一端を担っていただければと考えるところです。こ

のような発想について、市長の見解をお伺いいたします。 
 次に障がい児の放課後や夏休みにおける居場所の確保のために、笛吹市独自の積極支援とし

ての妙案はないかについてであります。 
 将来を担う子どもへの支援は、今や一番の政策課題であります。笛吹市内から甲府市内支援

学校に通う児童生徒は、５０名以上おります。しかし、放課後や夏休み中の支援については、

現在、笛吹市内で預かってくれる民間施設は２カ所であり、わずか数名が限度であります。し
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たがって、以外の方々は午後の早い時間から家庭に帰って、家族のみまわり支援を続けていま

す。 
 夏休み期間の２週間は、サマースクールとして多くのボランティアのおかげで実施していま

すが、年間を通しての放課後支援については、毎日のことなので、せめて市内に１カ所でも児

童デイサービスのような公的施設等をと要望してきていますが、当面、国でも県でも設置でき

る事業はない状況であります。一方、普通校の子どもたちは地域の施設を使って、学童保育と

して夕方までは伸び伸びと活動して、うらやましい気持ちは否めないことと思います。どうか

今後、このような現状をご理解いただき、なんらかの支援策がないか、ご検討をお願いいたし

ます。 
 次に、小中学校の普通学級における発達障がい等のある児童生徒への対応についてでありま

す。 
 すべての児童生徒には、等しくきめ細かな指導ができるように、学校側では職員の配置、学

級編成など努力されていると思われます。特に発達障がい児への対応について、学習効果を上

げるために、普段の授業ではどのような対応をしているか。そして、どのような学習効果が得

られているか。また、本市は他市などと比べて十分な対応がなされているのか、お伺いいたし

ます。 
 次に 後の質問になりますが、設計業務委託関係の一般競争入札における低価格入札（ダン

ピング）防止の 低制限価格の設定と検査体制の充実について、お伺いいたします。 
 広報ふえふきによる毎月の笛吹市入札結果を見ますと、特に設計業務委託関係の物件には、

異常なほどの低価格入札の結果を目にします。一般競争入札制度の悪い面が出ていると思いま

すが、出てきた成果品が安かろう悪かろうでは、大変心配であります。全部が全部ではないと

思いますが、どうしてもラフな成果内容になることは否めません。 
 その弊害は工事の実施に移ってから完成させるまでに、いろいろのトラブルになることが多

く、市担当者は大変苦労していることをよく聞いています。結局、安易な調査設計のために、

工事費が高いものになるということも出てきます。 
 よって、このような異常なダンピングが続くことは市にとってもマイナスであり、市役所の

評価を下げることにもなりますので、一般建設工事関係と同じように 低制限価格を設定する

ことができないか、ご検討ください。また、成果品等へのチェック機能と品質のレベルを上げ

るためには、独立した部署による検査体制を実施するのが適正と思いますが、市長の見解をお

伺いいたします。 
 以上でございます。 

〇議長（上野稔君） 
 当局の答弁を求めます。 
 市長、荻野正直君。 

〇市長（荻野正直君） 
 正鵠会、北嶋恒男議員の代表質問にお答えいたします。 
 はじめに合併特例債事業について、活用実績と今後の活用計画、特例期間終了後の政策の位

置づけと財政見通しについてのご質問にお答えをいたします。 
 本市では、合併特例債を平成１７年度に農業基盤整備事業、道路新設改良事業、消防施設整

備事業および春日居駅周辺整備事業などに６億７千万円。１８年度には農業基盤整備事業、消
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防施設整備事業および地域振興のための基金造成事業などに１５億５千万円。１９年度には土

地改良事業、市役所南庁舎増築事業および地域振興のための基金造成事業などに２２億４千万

円。２０年度には土地改良事業、道路新設事業および消防施設整備事業などに１６億円を借り

入れました。 
 また２１年度は当初予算で、かすがい東保育所建設事業、境川浄水場建設事業および道路新

設改良事業などに２０億円、今定例議会に地域振興のための基金造成事業などに８億６千万円

を計上させていただいております。平成２１年度末合併特例債借入総額は、９１億４千万円を

予定いたしております。 
 今までの合併特例債の活用につきましては、平成１６年３月に策定された新市建設計画に基

づく事業の中で、旧町村相互間の交流や連携が円滑に進むような道路整備事業、ならびに合併

後の市内の行政サービスの水準の均衡を図るための公共施設の整備等に、積極的に活用してま

いりました。 
 今後の活用予定ですが、合併特例債活用の意義を十分に認識した中で、総合計画の実施計画

に基づき、市民の声に耳を傾けながら活用してまいりたいと考えております。また、合併特例

債が有利な地方債といえども、活用後には当然多額の返済も考慮しなければなりません。特に

合併特例期間が過ぎる平成２７年度以降は地方交付税も徐々に減額されていき、その５年後に

は完全に笛吹市一本算定基準となり、普通交付税は現在より、およそ２７億円減少すると推定

しております。 
 今後なお一層、行財政改革に取り組み、併せて自主財源の確保に努め、財政健全化を維持し

ながら、合併特例債の有効な活用を図ってまいります。 
 次に、これからの笛吹市南部の田園風景を守り、遊休農地対策として東京圏からの人的資源

の推進についてのご提言でございますが、笛吹市は石和温泉を中心とした観光地が形成されて

いることに加え、「桃・ぶどう日本一の郷」を誇る一大果樹産地であります。さらに首都圏か

ら至近距離にあり、交通アクセスも良好であります。 
 特に一宮、御坂、八代に広がる桃の花の風景は、まさに桃源郷といえる風景で、訪れた人々

の心の癒しにもなり、本年４月に読売新聞が主催した平成百景の全国３００候補地にノミネー

トされたほどでございます。しかし、これらの豊かな資源や有利な条件が地域の農業に 大限

生かされているとは、言いがたい面もございます。 
 このような状況の中、市では笛吹市農業行動振興計画に基づき、目指す将来像を豊かな自然

と交流が育む「桃・ぶどう日本一の郷・笛吹」として、事業の展開を図っております。具体的

には、農地流動化地域総合推進事業などによる遊休農地の解消、農業へのふれあいの場として

市内３カ所での市民農園の開設。果樹産地ではありませんが、豊かな自然に抱かれた芦川地区

でのグリーンツーリズムの推進に向けた、芦川地域交流居住推進事業や都市農村交流事業を展

開し、農業に触れ合う機会の提供を行ってまいりました。また桃源郷の景観や果物は、本市の

観光の大きな要素と考えております。 
 そういう観点から国内はもとより台湾・香港など、農と観が一体となったトップセールスを

行い、シナジー効果を高めてきました。市内のホテルや旅館と連携した観光・消費宣伝として

はウエルカムフルーツとして、桃やブドウのおいしさを訪れたお客さまに紹介し、集客と消費

拡大につなげてまいりました。北嶋議員のご提言とわれわれの目指している農業振興の方向性

は、まさに同じ方向だと感じているところであります。 
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 今後はご提言を参考に、豊かな自然を生かした、都市住民との交流を進め、地域住民との共

生を図りながら、桃・ブドウ日本一の生産量を維持し、果樹のふるさととしてのブランドの形

成を実現するよう努めていきたいと考えております。 
 次に障がい児の放課後や夏休みにおける居場所の確保のために、笛吹市独自の積極支援とし

ての妙案はないかのご質問であります。 
 障がいのある子どもたちの学齢期における支援につきましては、障がい児一人ひとりのニー

ズに基づいて福祉、教育、雇用などの分野から関係者の連携により、支援を行っているところ

であります。 
 学齢期に入った障がいのある子どもたちの日中活動は、学校を中心に組み立てられており、

小学校・中学校・高校の１２年間の学校生活は、その後の人生に大きな意味を持つ重要な時期

であると思います。一方、障がいのある子どもたちの成長する過程において、仲間と過ごす時

間と環境、地域における社会活動等の体験が必要と考えられております。 
 また、学齢期の障がいのある子どもたちを育てながら働いている保護者や、これから働きた

いと考えている保護者にとって、仕事と家庭の両立および支援を行うという観点から考えてみ

まうと、子どもたちが安心して過ごすことができる平日の放課後や夏休みなどの長期休暇にお

ける居場所の確保は、重要で大切であると認識しております。 
 本市の放課後や夏休みなどの長期休暇に対する支援につきましては、地域生活支援事業に基

づき、日中一時支援事業の取り組みを行っているところであります。現在、県内の１６事業所

と委託契約を締結し、１５９名に対して支援を行っている状況であります。また、夏休み期間

の事業といたしまして、ＮＰＯ法人 笛吹市障がい者を支える会 ありがとうの主催によるサ

マースクールが行われており、レクリエーション用器具の貸し出しをはじめ、福祉専門職を目

的とする実習生や市役所職員等のボランティア参加による支援を行っている状況であります。 
 ご質問の、障がい児の放課後や夏休みにおける居場所の確保につきましては、これまでも障

がい児放課後学童保育事業の実施について、障がいのある子どもを持つ保護者の皆さんのご意

見・ご要望をお聞きし、検討・協議を重ねてまいりましたが、障がいのある子ども一人ひとり

の障がいの特性や程度の違いに対応する指導員等の人的経費、安全・安心に対する責任問題等

いくつかの課題があるのが現状であります。 
 こうした現状をふまえ、ＮＰＯ法人等社会福祉団体や特別支援学校などの主導的な参画を促

し、基盤整備と支援体制について、充分な議論を継続していかなければならないと考えており

ます。また、障がいのある子どもたちの放課後や夏休みにおける居場所の確保に対する国・県

の支援制度もないことから、山梨県市長会を通じ、国に要望も行ったところであります。 
 今後、ＮＰＯ法人等社会福祉団体による主体的な実施計画や国からの支援制度が示される場

合、事業内容を精査し、放課後や夏休みにおける居場所となる公共施設の提供など、市の実情

に応じた支援体制について、検討していきたいと考えております。 
 次に、設計業務委託関係の一般競争入札における低価格入札防止の 低制限価格の設定と検

査体制の充実についてのご質問にお答えをいたします。 
 建設工事に関わる設計業務等の入札結果については、今年度８月１３日までに執行した

２６件のうち、予定価格に対する落札率で５０％を下回った件数は１０件となっております。

これは、厳しい経済状況の中で企業間の競争が激化したと言わざるを得ません。 
 低制限価格の適用につきましては、市では平成１９年７月に業務委託契約の入札における
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低制限価格適用試行要領を作成し、入札案件ごとに契約担当者が定めるものについて適用し、

試行しております。 
 低価格で落札した業者に対しては、成果品は落ち度がないよう、入念な打ち合わせと協議を

重ね、完成するまでの間、監督を強化するよう指導いたしております。また、業務委託の検査

につきましては、各担当部署において検査を行っているのが現状であり、個々の案件ごと確認

項目を増やすなど、検査の強化を図っております。 
 今後の対応といたしまして、専門職であります検査担当と協議を行い、指導徹底を図ってい

きたいと考えております。 
 今後は、さらにこうしたチェックを強化するとともに、建設工事と同様に総合評価落札方式

による入札も試行することを検討いたしております。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 
 なお、４問目のご質問、小中学校の普通学級における発達障がい等のある児童・生徒への対

応につきましては、教育長よりお答えさせていただきます。 
〇議長（上野稔君） 

 続いて、教育長より答弁を求めます。 
 教育長、山田武人君。 

〇教育長（山田武人君） 
 正鵠会、北嶋恒男議員の代表質問、小中学校の普通学級における発達障がい等のある児童生

徒への対応についてにお答えいたします。 
 発達障がい児への対応として、平成１７年４月に発達障害者支援法が施行され、発達障がい

の早期発見・早期支援、またライフステージに応じた一貫した支援が行えるための体制の整備

が求められております。特に就学前における早期発見・早期支援は、重要な課題となっている

ところであります。 
 笛吹市におきましては、法が制定される以前から専門的な相談員を配置した、ひまわり教育

相談室等で支援を行ってきました。平成１９年度、２０年度には、県教育委員会から発達障害

早期総合支援モデル事業の指定を受けました。これを受け、教育委員会と保健福祉部とが横断

的に連携を図りながら、総合的なシステムの整備に基づいた発達相談員の配置、相談窓口の設

置、幼稚園・保育所巡回相談、５歳児健診・就学時健診の問診票等の開発等に取り組み、発達

障害を含む障がいのある子どものスムーズな就学が図られ、充実してきているところでござい

ます。 
 さて、ご質問の普通学級における発達障がい児への対応について、また学習効果を上げるた

めに普段の授業での対応についてでありますが、文部科学省の調査では、普通学級における発

達障がい児の出現率は、その学級人数の６％という数字も出ており、現場の先生方の実感とし

て、発達障がいと思われる児童生徒の数は、年とともに増加の傾向にあるようです。 
 自閉症、アスペルガー、注意欠陥多動性障害、学習障害等の発達障がいは、身近にありなが

らなかなか理解されていないように見られます。そして、そのほとんどの児童生徒が普通学級

に在籍しておりますので、担任の先生１人の一斉授業では、発達障がいを持った子たちへのき

め細かい対応はなかなか難しい状況にあり、これらの子どもたちに関わっていますと、今度は

授業がなかなか進まないといった悪循環になってしまう、おそれがあるのが現状でございます。

そこで本市では他市に先駆けて、市費負担学習支援講師等を各学校に配置し、きめ細かな指導
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の徹底を進めております。 
 市費負担講師・学習支援講師の人数は平成２０年度は３０名、本年度は５名増の３５名で、

県内では も多い人数を配置して、きめ細やかな指導や個に応じた指導にあたってきていると

ころです。これら市担講師は、落ち着いて授業を受けられない子や極端に理解の苦手な子のか

たわらに寄り添い指導を行い、他の子どもたちと同様の活動ができるように支援するものです。

また、ときにはマンツーマンで学習支援をし、少しでも遅れを取り戻す努力もしております。 
 ところで発達障がいを持った子どもたちの特徴として、慣れた先生による指導は不可欠であ

り、そういった意味からも配置した効果は、大きいものがあると思います。実際、学校現場か

らは、人的な配置により多くの時間支援ができるので、精神的な不安定感がなくなり、落ち着

きを持って授業が受けられることや、学級全体として落ち着いた授業を行うことができるなど

との声が聞かれております。しかしながら、市費負担講師や学習支援講師の配置では、残念な

がら限界もありますので、今後も県教育委員会に対し、さらなる教職員の増員を要望し、ライ

フステージに応じた一貫した支援が行えるよう、努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（上野稔君） 
 ここで、暫時休憩といたします。 
 再開は午後１時３０分からとします。 

休憩  午後１２時０７分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 １時３０分 
〇議長（上野稔君） 

 それでは、再開いたします。 
 再質問を許します。 
 北嶋恒男君。 

〇４番議員（北嶋恒男君） 
 市長をはじめ、教育長にご答弁をいただきまして、ありがとうございました。 
 まず 初の合併特例債を使っての大型プロジェクト事業でございますが、これはいずれも用

地交渉絡みだというようなこともありまして、どうしても用地交渉ということになりますと、

不測の事態が生ずるというのが常でございまして、予定どおりいくかどうかという、計り知れ

ないわけですけども、平成２６年度までに完成の運びが必要条件ということでございますので、

どのへんで見極めるかということも大事ではないかと思います。 
 そして８０億円からの事業を想定しているわけですけども、非常に厳しい、新しい政権にも

なりましたし、厳しい情勢の中で推進をされて、鋭意、努力するわけですけども、いろいろ身

近な生活に密着した事業も、これから大きい事業でなくても、いくつもあるわけです。これか

ら亀山議員の質問の中にもありますように、そういったものがるるございますので、そういっ

たことも絡めながら、進捗状況を絡めながら、方向をまた定めていくようにしていただきたい

と思います。そんなことで、もし完成の運びとならないという見切りをした場合は、どうする

つもりかというようなことをお聞きしたいと思います。 
 それから笛吹市南部の、これからの方向でございますが、南部で八代、御坂、一宮というこ

とですけど、うっかりしまして、境川町も入っておりますので、含めた形で、ぜひ、いろいろ
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の、それぞれの考え方があると思いますけども、意外と難しい問題でも、ある程度、専門的な

方にふさわしい、地域づくりの専門家とか、その道のコンサルタントというような力をお借り

して、ぜひ予算がありましたら、デザインをしていただければと思っております。 
 それから、あと建設関係の一般競争入札についてでございますが、ダンピング防止のための

低制限価格ということですが、これは地元のいろいろのコンサルタントの会社とか、測量会

社にお聞きしますと、この笛吹市をよくして、いい事業をしたいと思っても、入札になると、

ポンと市外の業者が４０％、５０％でさらっていってしまうというようなことで、昨年度の話

によりますと、市内のそういった会社の受注量というのは、全体の３０％ぐらいだったという

ことがありまして、一般競争入札を、その限度がなく実施しているということで、非常に改革

の市ではありますけども、やはりどうしても、市外の業者については、なんとか、要するにそ

の事業の内容よりも、契約をしたいというような考えのもとに、低価格で入札する傾向が多い

と思います。 
 ちなみに山梨市の状況を聞きますと、まだ５千万円までは指名競争だというようなことがあ

りまして、ですから、やはり信用のある指名業者を検討して、そういう中で競争されていると

いうことでございます。そんなことで、低価格の防止のために、この笛吹市で、これからまた、

そういう指名ということを、逆戻りということもございますので、一般競争入札ではするんで

すけども、やはり、そこである程度の線を引いて競争をしたほうが、そういった思い違いのそ

ういうことが防げるではないかと。そして、成果としても、いい成果が出るということになる

んではないかと思います。 
 それと同時に検査体制が、現状を聞きますと、担当が設計して、担当がまた成果品を受け取っ

て検査だというような形になりますと、どうしても、やっぱり第三者の目で検査という体制を

引かないと、内容的にどうしても不備な点が多いと思います。そんなことで、ぜひ検査体制も、

この 低制限価格と同時に、検査体制の充実ですか、この近隣の市では当然、考えて検査をし

ております。そんなことで、これからの時代、そういう方向で検討してもらいたいと思います

けど、そのへんについても、また再度、ちょっとご答弁をお願いしたいと思います。 
 以上でございます。 

〇議長（上野稔君） 
 それでは１番目の答弁を、荻野市長。 

〇市長（荻野正直君） 
 北嶋議員の再質問にお答えいたします。 
 まず、大型施設の整備構想でございますけども、お示ししました６つの事業構想につきまし

ては、それぞれにつきまして、合併以前からもいろいろと課題になってきたことを検討を積み

重ねて推進にあたって、今、ここまできたわけであります。また、有利な補助金や交付金の活

用に加えて、なおかつ合併特例債の活用を考えているわけであります。したがいまして、それ

ぞれの構想、今、申し上げましたように、合併特例期間であります平成２６年度末までに完成

することを目標として進めさせていただきたいというふうに思います。それぞれの構想につい

ては、事業実施に向けて課題がまだ、たくさんございます。多くの市民の皆さまのご意見に耳

を傾けながら、課題等についてもしっかりと検討を重ねてまいります。 
 予定期間内に完了できるかどうかにつきましても、事業の検討の際に大きなハードルだとい

うふうにも考えております。したがいまして、ハードルが高ければ、予定期間内の事業実施も
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再考しなければならないというふうに考えております。できるだけ早い段階で、見極めをさせ

ていただきたいというふうに思います。 
 ただし、基本的にはこれらの構想は、本市の１０年、あるいは２０年先を見据えた形で必要

と考えている整備事業でありますので、事業実施を決定し、それを進める過程の中で、不測の

事態が生じたときは、現在、積み立ててあります基金の活用などを考えなければならないこと

もあるかもしれません。将来に先送りすべきか否かは、その時点で議会とも相談をさせていた

だいて、判断していきたいというふうに考えております。 
 以上です。 

〇議長（上野稔君） 
 ２問目の答弁を、保坂産業観光部長。 

〇産業観光部長（保坂利定君） 
 それでは北嶋議員の再質問の２番目でありますけども、笛吹市南部地域、要するに一宮、御

坂、境川地域にふさわしい環境のあり方については、ぜひ地域づくりの専門家にデザイン化し

てほしいということですけども、問題は３点ほどあると思いますけども、まず人的資源の推進

ということで、首都圏での定年者を対象にした遊休農地の対策ということでありますけども、

これにつきましては、まず情報発信が大切だということで、農と観との連携の中で市長トップ

セールス、あるいはホームページ等のネット配信の充実。それから観光等で体験学習を盛り込

んだ観光メニューの商品化をしていきたい。なんといっても大事なのは広域的な相談窓口、要

するに中継発信基地がいかに必要で、情報発信できるかということですけれども、これにつき

ましても、県、ＪＡ、あるいは農業法人、ＮＰＯ、農業公社等を対象に広域的に、範囲の中で

の発信をしていきたいということであります。 
 いずれにしましても、農地法等の関連もありますので、総合計画、あるいはマスタープラン

に沿った南部地域のまちづくり、観光経済の活性化に努めてまいりたいと考えております。 
〇議長（上野稔君） 

 ３問目の入札の関係を、梶原総務部長。 
〇総務部長（梶原清君） 

 北嶋議員の再質問、 低制限価格と検査体制の再質問でございますが、 低制限価格につき

ましては、本市におきましては平成１９年７月１２日に、笛吹市業務委託契約の入札における

低制限価格適用執行要領がありまして、この執行要領によりますと、 低制限価格につきま

しては、予定価格の５０％から８５％の範囲内で定めるということで執行要領が定めてありま

すが、入札にあたりましては、執行要領を適用する場合と適用しない場合があるということで、

たまたま適用しない場合に、５０％以下の入札があったということの結果であります。 
 それから工事につきましては、５００万円以上が成績評価を管財課で検査をやっているわけ

ですが、これから調査測量設計業務委託要綱等を定める中で、成績評価につきましても、来年

度できるだけ、委託の関係も総合評価方式を導入する中で、試行ができるような形でやってい

きたいという考えでありますので、よろしくお願いいたします。 
〇議長（上野稔君） 

 再々質問ありますか。 
 北嶋恒男君。 
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〇４番議員（北嶋恒男君） 
 その 後の低価格によって、担当者が非常に悩むこともあるということでございますので、

ぜひ部長さんをはじめ、担当者から直接お話を聞いたりしながら、本当に担当者とすれば、な

んとか、これを事業化したいんだけども、現場へ入ってみたら数字が違っていたり、設計が違っ

ていたりということも多々あります。県の場合も結構ありました。ですから、そのへんも話を

聞いて、ぜひいい方向で、担当者が悩みを少なくするように、そしてまた、いい事業ができま

すように、ご指導をしていただきたいと思います。 
 以上でございます。ありがとうございました。 

〇議長（上野稔君） 
 答弁はよろしいですか。 
 （はい。の声） 
 続いて、公明党の代表質問を行います。 
 中川秀哉君。 

〇１９番議員（中川秀哉君） 
 議長の許可をいただき、通告に従いまして、これより公明党を代表いたしまして、質問させ

ていただきます。１９番、中川秀哉でございます。 
 はじめに、去る８月３０日の衆議院議員選挙においては、公明党は政策選択を国民に訴えて

まいりましたが、与党に対する強い失望感や政権交代という言葉が、まるでインフルエンザウ

イルスのように国内に蔓延した結果、民主党の圧勝という結果となりました。この結果を真摯

に受け止め、これまで公明党をご支援いただきました支援者の皆さまにお答えするため、今ま

で以上に市民の皆さまのお声を市政・県政・国政に反映できるよう、生活を守り抜く政策を訴

えてまいります。 
 さて、本定例会には市民の安全・安心を守る事業への取り組みについて、以下４つの質問を

させていただきます。 
 １問目、新型インフルエンザの再流行についてでございます。 
 はじめに国内の新型インフルエンザの発生が広がり、ついには沖縄、神戸、名古屋に死亡者

が３人となり、８月１９日、舛添厚生労働大臣は本格的な流行が始まったと宣言。全国的に感

染は広がり、糖尿病などの持病を持つ死亡例や重病例の報告が相次ぎ、一方で入院例は健康な

人や未成年者などの患者が大半を占めることが改めて確認され、厚生労働省は誰もが重症化の

リスクを持つと警戒しております。 
 新型インフルエンザが国内で発生した当初、国は感染拡大を防ぐため、発熱外来を設けて、

特別な病気として治療する方針をとりました。しかし、厚生労働省は６月１９日、新型インフ

ルエンザ対策の運用指針を改定し、一般診療に変更。多くの人が受診しやすくなった一方で、

持病で免疫力の弱まった高齢者や妊婦、乳幼児などの高リスク者への対応が課題となってきま

した。新学期も始まり、これから冬にかけて集団感染の拡大が懸念され、学校現場での対策も

急がれております。本格的な流行が予想よりも早く始まった新型インフルエンザに、甘い予見

は通用いたしません。 
 そこで以下、質問に入ります。 
 １番目、笛吹市における国や県、医療機関と連携した情報共有や機動的連携体制について。 
 ２番目に、重症化しやすい高齢者や妊婦、乳幼児ら高リスク者の対策について。 
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 ３番目に、高齢者の多い介護・福祉施設での集団感染を防ぐ対策について。 
 ４番目に、学校現場、保育現場での予防策や流行が起きた際の取り組みについて。 
 ５番目に、基本的予防のための市民、地域、事業所への啓発活動について。 
 患者の早期発見や急拡大の防止に自治体がどのように取り組むか、予想外をなくして冷静な

対応が求められますけども、市の見解をお伺いいたします。 
 ２問目、笛吹市の乳幼児医療費助成事業について。 
 本年３月の定例議会におきまして、本事業につきまして条例を改正して、平成２１年４月か

ら改めて未就学児童、０歳から６歳児に達する日の以後、３月３１日までの自己負担金、なら

びに入院時食事療養費定額負担金の助成がスタートいたしました。しかし、近年の社会情勢を

見る中で、少子化対策の一環として、近隣の甲府市では平成１５年４月から約３カ年計画で対

象者の年齢を０歳から１２歳に達する日以降の３月３１日までの自己負担金、ならびに入院時

食事療養費定額負担金の助成まで拡大しております。 
 私ども公明党では、これまでも子育て支援に対する各種政策について、ご提案をさせていた

だいておりますけれども、今後の笛吹市の新たな魅力ある特徴として、乳幼児から小児医療に

対する画期的な取り組みをご期待いたしますが、市の見解をお伺いいたします。 
 ３番目に、笛吹市子育てガイドブックの刷新についてでございます。 
 この笛吹市子育てガイドブックにつきましても、平成２０年３月に作成していただき、笛吹

市子育てガイドブックは国の制度改正に伴い、各種内容の見直しが必要とされてまいりました。

さらに今後、新企画として乳幼児向けの救急医療のガイド機能などを追加するよう、ご提案い

たしますが、市の見解をお伺いいたします。 
 後に４問目といたしまして、下平井川の河川氾濫への対策についてでございます。 
 近年の地球温暖化によるゲリラ豪雨や台風などの長雨の影響により、笛吹川へ合流する下平

井川が逆流し、市営長塚団地付近が被害を受けておりました。私も当時、平成１６年、この台

風の影響を確認し、被害状況を目の当たりにして、早急の対策をするよう、市にも訴えてまい

りました。また、地元の区からも早期改善の要望が上がっていると聞いてございますが、これ

までの市の取り組みについて、また今後の計画について、お伺いいたします。 
 以上、計４問について市当局のご所見を伺い、議場での質問といたします。ご清聴ありがと

うございました。 
〇議長（上野稔君） 

 当局の答弁を求めます。 
 市長、荻野正直君。 

〇市長（荻野正直君） 
 公明党、中川秀哉議員の代表質問にお答えいたします。 
 はじめに、新型インフルエンザの再流行についてのご質問でございます。 
 国、県や医療機関との連携体制についてであります。 
 県が中心となりまして、市町村・消防署・警察・医療機関の関係者を集めた担当者会議が開

催されております。これらを受けまして、本市では新型インフルエンザ対策行動計画に基づき、

峡東保健所をはじめ、医療機関や関係部署との連携を図りながら発生状況等を確認し、対応を

しております。 
 次に重症化しやすい高齢者や妊婦、乳幼児らハイリスク者対策についてでありますが、広報
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やホームページ等で、医療機関を早期に受診することなどの重症化を防ぐ対策を周知し、また

健康づくり課内に保健師による相談窓口を設置しております。 
 次に高齢者の多い介護・福祉施設での集団感染を防ぐ対策についてでありますが、これらの

施設につきましては、加齢や疾病等により比較的感染をしやすい方が利用しておりますので、

施設外から感染した利用者、職員、面会者などにより病原体が持ち込まれないよう、また施設

内での感染を拡大させないよう、対策を担当部署より指導いたしております。 
 次に学校、保育所での予防策や流行が起きた際の取り組みについてでありますが、手洗い等

の励行や十分な睡眠、バランスのよい食事をとるなどの生活面での指導や、日々の健康観察を

行うようお願いしております。また集団発生が見られた場合には、県の指示マニュアルや市の

担当部署で作成いたしております対応マニュアルにより、臨時休業等の措置を行ってまいりま

す。 
 次に基本的予防のための市民、地域、事業所への啓発活動についてでありますが、予防対策、

重症化阻止、感染拡大防止のための 新情報を広報、ホームページ等、あらゆる手段で発信す

るとともに必要な感染予防対策用品の備蓄を行い、必要に応じ公共施設等、市民の皆さまの集

まる場所等に消毒薬の設置を行ってまいります。 
 今後、さらに本格的流行が予想され、予断を許さない状況でありますので、感染防止の周知

徹底を図ってまいりたいと考えております。 
 続きまして、２問目の質問でございます。乳幼児医療費助成事業の対象年齢の拡大について、

お答えいたします。 
 乳幼児医療費の対象年齢の拡充につきましては、本年度から市単独事業といたしまして、通

院の助成対象年齢を入院と同じ就学前までに拡大し、併せて入院時に負担する食事療養費につ

きましても、助成の対象としたところであります。 
 今後、子育て支援の観点から、子育てにおける経済的負担を軽減することは大切なことであ

ると考えております。 
 現行の乳幼児医療費助成事業は、県から２分の１の補助を受けて事業実施しており、助成年

齢の拡大につきましては、市単独財源での実施となります。また、国民健康保険への影響も懸

念されております。 
 本市では児童館・児童センター、保育所、学童保育室、子育て支援センター、つどいの広場

などの環境整備や保育サービスの充実、ファミリーサポートセンター事業の推進、市単独の教

員の配置などを含めて、幼稚園、保育所から小・中・高校までが連携した教育環境の充実に力

を注いできたところであります。しかしながら、県内の多くの自冶体において、独自に助成年

齢の拡大を実施している状況でもあります。本市といたしましては、医療費の動向と財政状況

を勘案しながら、平成２３年度を目途に、医療費の無料化を小学校６年生まで拡大することを

検討し、総合的な子育て支援策を推進してまいりたいと考えております。 
 次に３問目のご質問、笛吹市子育てガイドブックの刷新についてにお答えいたします。 
 本市では、出産前から子育て中の皆さまに幅広く活用していただくため、子育てガイドブッ

クを平成２０年３月に作成いたしました。これは、子育ての不安や悩みを少しでも解消してい

ただくため、行政サービスや子育て支援策、各種相談窓口など、さまざまな子育て情報を掲載

したものであります。国等の制度的なサービスにつきましては、法改正により内容の変更が生

じることもありますので、状況を見ながら改定してまいります。 
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 ご提案の乳幼児向けの救急医療のガイド機能を追加すべきでありますが、現在、本市では生

後４カ月児健診において、山梨県で作成している、こども救急ガイドブックをお渡ししており

ます。さらに生後５カ月のときには、第１子の保護者を対象とした育児学級を開いており、そ

の中で小児科医から、こども救急ガイドブックをテキストとして説明も行っております。 
 次の改訂版を発行する際には、今回のご提案を参考にしながら、十分検討を行いたいと考え

ております。 
 次に４問目の質問でございます、下平井川の河川氾濫への対策について、お答えいたします。 
 準用河川、下平井川の排水対策につきましては、沿線区より改善要望書が提出され、平成

１９年に国土交通省に河川要望として笛吹川の河床浚渫等をお願いし、平成２０年度の笛吹川

左岸の護岸改修の折、合流地点の土砂浚渫をしていただき、下平井川の排水がスムーズに流れ

るよう整備がされております。 
 下平井川につきましては、合併前石和町の時代に当時の降雨排水計算式に基づき、基準に準

じた整備がすでに行われているところでありますが、その後、集水地域の開発、宅地化による

流出量の増大と近年の異常気象による豪雨に対応できない状況が発生しております。また、河

川の沿線の片側には住宅が接近している状況や、対岸は一級河川の堤防敷であることから、管

理者であります国土交通省、山梨県県土整備部と協議を行い、沿線住民の皆さまにご理解とご

協力をいただく中で、安心・安全な生活環境に向けて改修を進めていくこととしております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（上野稔君） 
 再質問を許します。 
 中川秀哉君。 

〇１９番議員（中川秀哉君） 
 細かいご答弁、ありがとうございました。再質問に入らせていただきます。 
 厚生労働省では９月４日、新型インフルエンザワクチンの接種についての 終方針案を公示

されました。必要としたワクチンは、５，４００万人分。医療従事者と重症化しやすい人の合

計、約１，９００万人を 優先接種者として、この中での接種順位も示されました。国民の意

見を６日から一週間余り募り、政府の専門家の諮問委員会に諮った上で、９月末までに正式に

決定されると伺っております。また接種は、１０月下旬から始まる見込みと報道されていると

ころでございます。 
 さて、これまで、笛吹市におきます過去１カ月にわたる新型インフルエンザの、これまでの

発生状況について、まずお伺いさせていただきたい、確認いたします。また、笛吹市内庁舎内

における新型インフルエンザの予防への取り組みについて、お伺いいたします。 
 ３番目に市内の教育保育、福祉施設などの集団感染例が発生した場合の対応について、お伺

いいたします。 
 ４番目に新型インフルエンザのワクチンやマスクなどの備品の確保や、またワクチンの金額

と、その使用の優先順位について国に準じるかどうか、確認をさせていただきたいと思います。 
 ２番目に、笛吹市の乳幼児医療費の助成事業についてでございます。 
 先ほども前向きな答弁を頂戴したわけでございますが、県のホームページでも乳幼児の医療

費助成制度については、乳幼児疾病の早期発見と早期治療を促進するとともに、少子化が進行

する中で、子どもを安心して産み育てることができる環境づくりを推進するため、子どもを持
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つ家庭の経済的負担の軽減を図ることを趣旨として、県と市町村が一体となって実施している

制度であると紹介されております。 
 県内の乳幼児や小児医療費助成事業については、各市町村の特色を生かした事業が展開され

てございますが、本市の状況について確認させていただきます。 
 １問目には、平成２０年度末における本市の０歳から１２歳までの対象児童数について、ど

のくらいあるのか。 
 ２番目に、先年度までの就学前の児童の通院、入院等、病院の利用数はどのくらいあるのか。

また本市の９歳までと１２歳までに年齢を引き上げた場合での試算は、どのくらいになるのか。

確認させていただきます。 
 ３問目に、笛吹市子育てガイドブックの冊子についてでございます。 
 公明党では限られた財源の中で、児童手当の拡充を一貫して主張してまいりました。連立政

権参加してから１０年間、５回にわたり、児童手当の拡充の対象を小学校６年生までにリード

してまいりました。この児童手当を拡充することの４回の法改正に、すべて反対したのが民主

党でございましたが、同党が衆議院選の目玉政策として掲げたのが子ども手当の創設でござい

ました。これを中学３年生までに、１人につき月２万６千円を支給すると公約しております。

これには国の教育科学振興分野の全予算に匹敵する５．３兆円もの、巨額な財源が必要でござ

いますが、民主党は所得税の配偶者控除約０．６兆円と扶養者控除約０．８兆円の廃止で、１．

４兆円を捻出するとしているだけでございます。残る３．９兆円については、まだ不明のまま

ということでございます。控除の廃止で、子どものいない専業主婦世帯や子どもが中学を卒業

した世帯の増税は明らかでございますが、ここで確認させていただきます。 
 巨額な財源が明示できない子ども手当がもし創設された場合、市の負担はどのくらいになる

のか。 
 ２番目に子どもの支援や小児救急に対する、これまでの相談件数や主な内容はどのようなも

のがあるか。 
 ３番目に、小児用医療について保護者への周知、または情報公開への取り組みについて、お

伺いいたします。 
 後に下平井川の河川氾濫の対策についてでございますが、平成９年に河川法が改正され、

法の目的に治水、利水だけではなくて、河川環境の整備と保全が位置づけられるとともに、地

域住民の意見を反映した河川整備の計画制度の導入が定められました。 
 山梨県では上記法改正をふまえて、安全で活力ある県土を創設することを目的として、多自

然川づくりの促進により、自然との共生を図る。急流部における河川の氾濫による災害を防止

し、流域の治水安全度を高める。地域住民の意見を反映した、やすらぎと潤いのある河川空間

の創出を図るなどと基本方針に治水事業を計画的、かつ強力に推進しております。 
 また、県では本年２月に富士川水系、笛吹川下流圏域河川整備計画を作成しております。こ

の中で、本圏域について盆地の降水量は少なく、平均年間降水量は１，１２５ミリとなってお

ります。しかし平成１２年９月の降水量は、秋雨豪雨により甲府気象台で５０１ミリを記録。

年間降水量は１，４７８ミリを記録いたしました。また平成１６年８月７日には、 大時間雨

量で７８ミリを記録し、年間降水量は１，６１３ミリを記録いたしました。本圏域の降雨量は

梅雨の時期と台風の時期に集中することが多く、平成１２年の６月から１０月の降水量は１，

１５４ミリで、同年の年間降水量の約８０％がこの期間に集中したと書いてございました。 
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 近年の地球温暖化によりまして、突発的・集中的豪雨により笛吹川が増水した際に、付近の

下平井川周辺へ逆流する可能性が大変、高いと指摘されていると感じました。平成１８年５月

に作成された笛吹市ハザードマップでは、市内の笛吹川と、また下平井川周辺の地域が２メー

トルから５メートルまで、約２階の軒先までかかる程度とございましたが、そこで以下、確認

をさせていただきます。 
 はじめに笛吹市ハザードマップでは、この水位に関わる状況はどのくらいの水害の規模を想

定してつくられたのか、伺います。また笛吹川と下平井川周辺の地域との標高差は、現在どの

くらいあるのか、お伺いいたします。 
 後に、長年の降雨や台風などによりまして、笛吹川の土砂が堆積していると思われ、一刻

も早い河川整備が望まれると思いますが、市は県に対して、どのような取り組みを要請してい

るのか。 
 以上、当局にお伺いして、質問を終わります。 

〇議長（上野稔君） 
 １問目の答弁を、中川保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（中川啓次君） 
 公明党の中川秀哉議員の代表質問、新型インフルエンザの再質問にお答えをさせていただき

ます。 
 過去１カ月の新型インフルエンザの市内での発生状況はという 初のご質問ですが、８月中

の発生というようなことになろうかと思いますが、７月２４日に感染症法の規則の改正後は、

個別の発生につきましては、医療機関から保健所への届け出の制度がなくなりましたので、個

別の発生状況については、把握ができておりません。 
 集団発生のみの把握となっておりますが、具体的な８月中の状況をご報告申し上げますが、

笛吹市では春日居中学校で３名、それから春日居児童クラブで２名、それから石和南小学校の

学童保育クラブで３名が、この１カ月間で集団発生という形で感染が報告されております。 
 また、庁舎内における新型インフルエンザの予防の取り組みにつきましては、国内発生期よ

り職員への予防法としましては、職員へのネットワークをとおしまして、周知を図っておりま

す。また、市のホームページへは 新情報の掲載を行うとともに、庁舎等に予防法のポスター

の掲示等、消毒薬の設置も行わせていただいております。 
 なお、市主催の各種イベント等におきましては、消毒薬の貸し出し等も行っておりまして、

近の例では衆議院議員選挙の投票所に２９カ所ございましたが、各投票所に消毒薬の設置も

行わせていただきました。さらに、笛吹市の新型インフルエンザ対策構造計画の策定を５月に

行ったところでございますが、これにさらに具体的な対応を行うための各課ごとの行動計画も、

現在、策定しているところでございます。 
 次に市内の教育保育、福祉施設などの集団感染例への対応についてでございますが、集団発

生の場合、保健所から市の健康づくり課の担当者に連絡が入りますので、それぞれの関係課と

連絡をとりあいながら、保健所と連携をとる中で、対応方法を決定しております。関係の直接

の指導や疫学的調査は診断した医師や保健所の職員によって行われております。学校、保育所、

福祉施設の現場では、それぞれの担当課と連携しながら、発生状況の確認と感染拡大予防法と

しまして、健康観察、手洗い、うがい等の励行を実施させていただいております。 
 次に新型インフルエンザワクチンの対応やマスクなどの備品の確保、それから使用順位、費
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用等につきましては、まず備蓄品につきましては職員分のマスク、それから防護服、手袋、そ

れから市の施設へ置く消毒薬等の備蓄を行っております。 
 なお、治療薬のタミフルの備蓄につきましては、県で１０万人分をそれぞれの医療機関で必

要と思われる数として、備蓄をしているということでございます。 
 またワクチンにつきましては、使用順位につきましては、ご質問の中でおっしゃっておられ

ましたように、第１番目には一番リスクの高い医療従事者に投与されるということの中で、

２番目に妊婦、それから基礎疾患のある持病を持っている方、さらに１歳から小学校入学前の

子どもさん、その親というふうな順番になっているようでございます。それから費用につきま

しても、１回３千円程度で、２回で６千円ほどかかってくるという、厚生省の原案が示されて

いる状況でございます。 
 市としましては、まだ正式な通知等が国のほうからまいっておりませんが、先ほど笛政クラ

ブのほうでもお答えさせていただきましたように、できるだけ情報収集に努めて、素早く的確

な対応ができるように、準備を整えていきたいというふうに考えております。 
 次に子育てガイドブックの関係でございますが、子育てや小児救急に対する相談件数等、主

な内容はどんなものがあるのかというご質問でございますが、平成２０年度の母子関係の全体

の相談件数は４，９０７件ございました。そのうち乳幼児に関しては３，５０７件で、乳幼児

の相談内容は育児方法でありますとか授乳や離乳食、便秘、予防接種、子どもの発育や発達に

関することなど、多岐にわたっております。 
 子育てに関する相談につきましては、通常の乳幼児健診で必ず行っておりますが、平成

２０年度は述べで３，３９０件の受診がございまして、個別の相談をこの中で実施をさせてい

ただいております。この検診では、小児科医師や歯科医師に加えまして、対象児の年齢に合わ

せ、課題解決のできる専門スタッフとしまして、臨床心理士や歯科衛生士等も配置させていた

だいて、健診会場で専門的な相談も受けられるシステムにさせていただいております。 
 具体的な小児救急に関する電話での市への問い合わせでございますが、これにつきましては、

年間数件程度ということでございまして、救急の場合につきましては、直接、消防署ですとか、

医療機関へ問い合わせる確率が大きいのではないかなというふうに考えております。 
 それから小児用の医療について、保護者へ周知、または情報公開への取り組みはということ

でございますが、市内の小児科の情報は笛吹市の子育てガイドブックに掲載されておりまして、

市内のほかの診療科についても同様に掲載させていただいております。 
 子育てガイドブックは、妊娠届け出時に行う個別面接の中で紹介し、妊婦さんにこれをお渡

ししております。また出産後は赤ちゃん訪問等の市の活動事業の中で、再度、活用方法等につ

いて、ご説明をさせていただいている状況でございます。 
 なお、乳児医療費の関係、それから子ども手当につきましては、福祉事務所長のほうから答

弁を申し上げます。 
〇議長（上野稔君） 

 河野福祉事務所長。 
〇福祉事務所長（河野修君） 

 それでは乳幼児医療費につきまして、中川秀哉議員の再質問にお答えいたします。 
 はじめの２０年度末の０歳から１２歳までの対象児童数でございますが、０歳から１２歳の

児童数は８，８９１名になっております。参考までに申し上げますと、０歳から６歳、就学前
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の児童数が４，３６３名。７歳から９歳の小学校１年生から３年生が２，１９８名。１０歳か

ら１２歳の小学校４年生から６年生が２，３３０名であります。 
 次の昨年度の就学前児童の通院と入院の件数でございますが、入院につきましては７９１件

となっております。通院につきましては、０歳から５歳までの数値で申し上げますが、６万２，

３３４件でございます。 
 それから、９歳までと１２歳までに年齢を引き上げた場合の試算ということでございますが、

試算につきましては、本市の乳幼児医療費の２０年度分の実績等、それから今年度、入院と同

様に通院も拡大しましたので、まだ４月から６月までの実績しか分かっておりませんが、その

へんを考慮しまして、それから県内で先行して実施しているところの伸び率等を参考に試算を

したものをお示ししますと、まず年齢を９歳、いわゆる小学校３年生まで引き上げた場合の市

の負担でございますが、約１億７００万円。それから年齢を１２歳、小学校６年生まで引き上

げた場合の市の負担ということで、約１億４千万円ということでございます。 
 それからガイドブックのご質問でございますが、今回の選挙で民主党が政権公約いたしまし

た子ども手当を仮に実施した場合の数字でございますが、聞き及びますと、子ども手当は中学

生以下の子ども１人当たりに月額２万６千円を支給するということでございます。これも定か

ではございませんが、来年度、半額ではないかということでございますが、それで計算させて

いただきますと、来年度、仮に半額だとしますと、約１７億４千万円ぐらいではないかと思わ

れます。それから２３年度、完全実施しますと、３５億円。本市だけで費用が要するというこ

とでございます。 
 以上で、答弁といたします。 

〇議長（上野稔君） 
 ４問目の答弁を、岩澤建設部長。 

〇建設部長（岩澤重信君） 
 中川議員の下平井川に関します再質問の中の、笛吹市ハザードマップではどのくらいの水害

の規模を想定しているかというご質問でございますが、今回、笛吹市の作成いたしました洪水

ハザードマップの作成にあたりまして、降雨確率につきましては、１００年に一度という水害

を想定してございます。具体的に申し上げますと、２日間の降雨量３５０ミリを想定したハ

ザードマップとなっておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 
 それからご質問の２にございます、笛吹川と下平井川周辺地域との標高差はどのくらいある

のかというご質問でございますが、これにつきましては、ちょっとご質問をいただきましてか

ら時間がございませんでしたので、都市計画基本図等々の中から現地調査を行った数字ではご

ざいませんが、おおむね今回の下平井川の笛吹川の合流点から、今回、笛吹川、下平井川の準

用河川として告示がしてございます１，７００メートル、河川の全域に対しまして、本流と下

平井川が接合しています部分に対します高低差関係につきましては、おおむね２メートルから

３メートルの勾配が高いということで、数字的にはご理解をいただきたいと思います。 
 それから長年の降雨や台風などにより、笛吹川の土砂が堆積していると思われ、一刻も早い

河川整備が望まれるが、市は県に対してどのような取り組みを要請しているのかというご質問

でございますが、先ほど、市長答弁にもございましたとおり、本年につきましては、下平井川

が笛吹川に合流している部分、八千代橋の部分でございますが、国交省の護岸工事と合わせま

して、合流点部分の堆積している土砂の浚渫をいただいたところでございます。 
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 今回、浚渫後につきましては、さしたる、たくさんの降雨がございませんので、その後、土

砂の堆積の除去によりまして、どの程度、改善されたかにつきましては、具体的にはまだつか

んでおりません。国交省に対しましては、私どもとすると、通年を通しまして、流下阻害の要

因となります雑木の除去、それから異常に堆積している部分につきまして、河川砂利を積極的

に採取する。それから河川の状態が、異常に穿堀されている部分。それから異常に突出してい

る部分等につきまして、横断流用といいまして、高いところの土砂を低いところに押し込んで

いただくというふうな方法につきまして、国土交通省とは調整を行っておりまして、過日も国

土交通省と沿線自治体によります合同巡視がございました。その合同巡視の中で、笛吹市とい

たしまして、笛吹市側の実情を訴えまして、改善に対して、協力要請をお願いしているところ

でございます。 
 今後につきましても、下平井川を含めました笛吹市の管理をいたします準用河川につきまし

ては適時パトロール等を行いまして、市民の安心・安全に対処していきたいと考えております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（上野稔君） 
 再々質問はありますか。 
 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。時間に限りもございまして、 後の質問にさせていただきます。 
 新型インフルエンザの再流行について、 終的に、公明党は８月２４日、政府に対しまして

新型インフルエンザ対策の一層の強化を求める、緊急の申し入れをしたところでございます。

この中で、医療機関に対します十分な財政支援を強く求め、申し入れでは１０月下旬にも出荷

が始まるとされるワクチンの接種費用への公費助成も要望いたしました。これに対して、舛添

厚生労働大臣は９月４日に接種費用に関して、低所得者を対象に無料化や一部負担軽減を行う

方針を表明されました。公的助成につきまして、踏み出した点については大変、評価が高いこ

とだと考えておりますが、ただし日本小児学界も接種を受けられない小児、子どもさんが出な

いよう、費用を無料化にすべきだと要請されており、小児だけではなくとも、重症化の危険性

が高い糖尿病や喘息などの慢性疾患患者や妊婦、高齢者にとって費用の負担の問題は切実でご

ざいます。 
 収入によりまして、ワクチン接種の機会に格差が生ずることがないよう、政府は公的助成に

よる無料化や負担軽減の対象者の範囲を可能な限り拡大すべきだと考えます。このため、予防

ワクチンへ接種費用と集団感染予防について、２点伺います。 
 本市の新型インフルエンザのワクチン接種費用への公的助成のお考えは、どのようにござい

ますか。また、先ほどのご答弁の中にもございましたけども、体育祭や文化祭など、これから

諸行事、集団的活動が起きるカリキュラムが多数ございますが、その際の変更等の予防措置な

どがありましたら、お伺いいたします。 
 後に 近多くの市民の皆さまから、いろんな年金やら国保に続きまして、今後、予定され

る上下水道の料金改定や都市計画税の更新など、各家庭への負担増に対して、市行政の不満が

多く聞かれます。今後、国政が変わり、さらに先行きの不透明がある現在において、地域行政

への舵取りに対し、その一挙手一投足が注目されております。地域要望を含む、市民の安全と

安心を守る事業への取り組みについて、 後に市長のご所見をお伺いして、以上で公明党の代
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表質問を終わらせていただきます。 
〇議長（上野稔君） 

 １問目を、中川保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（中川啓次君） 

 再々質問でございます。 
 本市の新型インフルエンザワクチンの接種費用の公費助成につきましては、先ほどご質問の

中にもございましたように、国独自の公費助成の検討を今、している状況でございますので、

そうした状況も見ながら、市としての方針は対応を検討していきたいと考えております。 
 また体育祭、文化祭などの秋に向けてのイベント等の対応でございますが、これにつきまし

ては、それぞれの担当課において行動計画を策定しておりますので、そうしたものを基準にし

ながら、状況を見ながら保健所と連携を図る中で、それぞれのイベントの対応をしていきたい

というふうに思っております。 
 先ほど申し上げましたように、消毒薬の設置の対応等の部分も含めて、それぞれの担当課で

連携を図りながら、対応を図ってまいりたいというふうに考えております。 
 以上です。 

〇議長（上野稔君） 
 ２問目を荻野市長、お願いします。 

〇市長（荻野正直君） 
 いくつか再々質問をいただいたわけでありますけども、いずれにいたしましても、財政問題

等も逼迫をしておりますけども、やはり市民の健康、それから安全・安心については 優先で

取り組まなければならない課題であります。財政状況、あるいはそのほかの現場の状況を見な

がら、あらゆるものに俊敏に対応していくよう、さらに今後も努力をしていくつもりでありま

す。 
〇議長（上野稔君） 

 以上で、公明党の代表質問を終わります。 
 続いて、正正会の代表質問を行います。 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 通告に従い、代表質問をさせていだきます。正正会の風間好美です。よろしくお願いいたし

ます。 
 今回より無会派だった中村善次、新田治江と私、風間好美の３名が新会派 正正会を８月

１０日に立ち上げました。会派名の正正には正しく整ったさま、卑怯な手段を用いず態度が

堂々しているさま等々の意味が込められております。私たち３名は本市発展のため、微力では

ありますが、是々非々の立場から誠心誠意努力する覚悟であります。今後とも、よろしくお願

いいたします。 
 今回の選挙で、長く続いてきた自民党政権から民主党政権交代は、ある程度、覚悟はしてい

たとしても、脱官僚主導をはじめ国民生活を優先する施策を数多く取り入れたマニフェストを

掲げておりますが、財源の確保など不安な点もあると思います。 
 今後、市政運営への影響も懸念されますが、市民の暮らしが少しでもよくなるよう、私たち

正正会は積極的に市当局へ提言していく所存であります。 
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 以下、質問とさせていただきます。 
 １問目として、笛吹市大型施設整備構想について、お伺いします。 
 今回、提示された大型施設整備構想は、合併特例債期間内に限られていますが、特例債といっ

ても市民に対しては借金です。特例債使い切りありきではなく、この経済不況の中、慎重に、

かつ中途半端な造り方、またおざなりな施設ではなく、責任とリスクも背負える事業の構想で

あってほしいと考えます。以下、市当局のお考えをお伺いいたします。 
 １としまして、今回、事前に提案された６つのプロジェクト、それぞれについて、市民から

の要望はあったのでしょうか。また本事業の取り入れにつき、どのような形で市民に提示およ

び説明を行うでしょうか、お聞きいたします。 
 ２番目としまして、過去にない大型プロジェクトの推進について。 
 年度中途の出発よりも、年度当初の予算の措置と執行体制の整備と併せ、計上することにつ

いての発想はなかったのか、お聞きいたします。 
 ３番目としまして、合併特例債期間の１０カ年のうち５カ年が経過し、行政改革により職員

も相当数減少した現在、残る５年半で有効的に事業を推進する執行体制について、専門集団の

プロジェクトチームを編成し、事業推進することが必要と考えるがいかがでしょうか、お聞き

いたします。 
 ４番目として、残る５カ年半の合併特例債期間内に出発するプロジェクトが完成できなかっ

た場合、財源措置についての対策はどのように考えているのか、お聞きいたします。 
 ５番目として、プロジェクトの財源を構成する特例債の償還について、地方交付税および市

民税等の税収と合わせた歳入財源について、その時点における行政需要歳出をふまえ、特例期

間終了後についての見極めと財政計画に、しっかりと裏づけがなされているのか、お聞きいた

します。 
 ６番目としまして、笛吹市民の一体化、新市の活性化を促進する貴重な財源としての合併特

例債について、過去５年間の実績の検証と今回、提案されたプロジェクト以外に今後の活用計

画について、その規模と方策は、どのように考えているのか、お聞きいたします。 
 次に、プロジェクトの細部について、お伺いいたします。 
 １としまして、石和温泉駅および周辺整備事業について、お聞きいたします。 
 イとして、基本設計は市民に広く愛着を持つ駅舎にするために公募型での検討はできないで

しょうか、お聞きいたします。 
 ロとして、市で行う平成２１年度の基本設計が２千万円、ＪＲで行う平成２２年度の基本設

計が２億円、その違いはなんでしょうか、お聞きいたします。 
 ハとして、１日当たりの利用者を考慮した上での、石和温泉駅にふさわしい駅舎をどのよう

に考えているのか、お聞きいたします。 
 ２番目としまして、バイオマスセンター建設事業について、お聞きいたします。 
 イとして、バリューエンジニアリング方式を取り入れる考えはあるのか、お聞きいたします。

このバリューエンジニアリングとは、民間企業を取り入れた中のコスト削減の意味と考えてい

ただきます。 
 ロとして、どのような施設内容か。また、どのような処理方法を考えているのか、お聞きい

たします。 
 ３といたしまして、サッカー場建設事業について、お聞きいたします。 
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 イとして、事業を採択した場合は、市としてどのような負担割合があるのか、お聞きいたし

ます。 
 ロとして、農村地域工業団地内への利用目的変更は可能なのか、お聞きいたします。 
 ハとしまして、旧境川町での地域要望はあったのでしょうか、お伺いいたします。 
 ニとして、合併当時、旧一宮町よりサッカー場の建設要望があったとお聞きしましたが、そ

の後の検討はどのようになったのか、お聞きしたいと思います。 
 ４番目として、多目的ホール建設事業について、お聞きいたします。 
 イとして、多くの市民からの要望があったと伺っておりますが、どのような形で要望があっ

たのでしょうか、お聞きいたします。 
 ロとして、事業概要における基本理念は、どのような考えをお持ちでしょうか。お聞きいた

します。 
 ハとして、やはりバリューエンジニアリング方式を用いる考えがあるか、お聞きいたします。 
 ニとして、年間を通して、活用する建物および施設でなければ、所期の目的が達成できない

と思います。この概要によると、県内には文化ホールをはじめ、県内にもいくつもの似たよう

な機能と規模の施設があります。したがって、多くの市内外より利用していただく施設でなけ

ればなりません。どのように、それらの施設と差別化を図るのでしょうか、お聞きいたします。 
 ホとして、観光と果実日本一と言っている本市でありますので、国際的かつ日本でも有名な

施設とならなければ、本市として優れた経済効果は生まれないと思いますが、どのような建物

および施設を考えているのか、お聞きいたします。 
 ヘとして、予定地は決めてあるんでしょうか、お聞きいたします。 
 次に２問目としまして、一宮・御坂インター周辺の整備について、市当局のお考えをお伺い

いたします。 
 合併当時の新市建設計画書に、観光の振興として、従来のイベントを生かし、春の花・夏の

花火・秋の果実・冬の温泉といった新市の四季の魅力が味わえ、訪れた人と市民が触れ合う各

種イベント、フォーシーズン・フェスティバルを年間を通じて、統一的・継続的に開催します

と書かれております。わが笛吹市として、一宮・御坂インターは、車としての表玄関でありま

す。まさに観光ビジョンの 適地と考えますが、いかがでしょうか。 
 国の史跡である甲斐国分寺の公園整備に伴い、観光の目玉として、高さ約４８メートルあっ

たと聞いている五重の塔の建立を希望し、併せて生産日本一を誇る桃、ブドウの歴史等が見え

る桃・ブドウの歴史館、ピーチ・パークの整備推進、また一宮町にある津田青楓美術館、青楓

画伯は絵画商、デザインなど優れた芸術的才能の持ち主で、特に絵画においては二科展の創立

に加わり、近代日本美術界の牽引力となった重要な美術家であり、いまなお約５００点以上の

収蔵品が美術館にあります。また御坂町においては穴山勝堂画伯、横尾木鶏画伯等々の収蔵品

があり、他の町にも桃・ブドウの風景画、素晴らしい作品がいまだに施設がなく、未公開状態

になっていると思います。 
 市民の協力を求め公開し、教育現場や市民が活用できる美術館建設を、また観光案内所、市

内の農産物直売所、ワイン、装飾品をはじめ、市内出身の経営者の利活用を行い、また、その

ほか市内工場の生産品の販売、展示場など併設し、ここに来ると笛吹市のことが誰でも分かる

場所、また近くには森林公園 金川の森もあり、スポーツや水遊び、バーベキューをはじめ野

外活動もできる公園、まさにインター周辺にふさわしいインフォメーションのためのビジター
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センター・テーマパークの建設を強く要望いたしますが、市当局のお考えをお伺いいたします。 
 ３問目としまして、これからの学童保育について、市当局の考えをお伺いいたします 
 現在、市内１０カ所において、学童保育クラブがあり運営されております。もともと学童保

育とは、保護者が仕事などで昼間家庭にいないため、小学校１年生から３年生までの児童を授

業の終了後、児童館や学校の余裕教室を利用して、遊びや生活の場を与え、保育を行っている

ところであり、これにより女性すなわち、お母さんたちの就労の増加や少子化が進行する中、

仕事と子育ての両立を支援するものとして、大変、重要な役割を担っているものと考えている

ところであります。 
 このため、学童保育を利用する児童数も年々増加しているとお聞きしております。地域に

よっては１００人を超える施設もあり、スペース的に窮屈な状況も見受けられます。聞くとこ

ろによりますと、来年度、平成２２年度から国のガイドラインに沿った適正な規模での学童保

育の運営が求められているようですが、こういった窮屈な状況を解消していただき、より一層、

児童を安全に放課後における保育をしてもらうことで、保護者が安心して仕事ができるように、

なお一層、市としても学童保育の充実に努めていただきたいと思います。 
 そこで、次の３点について、市当局のお考えをお伺いいたします。 
 １としまして、市内１０カ所において運営されている学童保育の状況について、お聞きいた

します。 
 ２として、国のガイドラインに向けて問題となることはなんでしょうか。また、問題を抱え

ている施設は何カ所あるのか、お聞きいたします。 
 ３として、それらの問題を、市としてどのように解消していくのか、お聞きいたします。 
 以上、ご答弁よろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。 

〇議長（上野稔君） 
 当局の答弁を求めます。 
 市長、荻野正直君。 

〇市長（荻野正直君） 
 正正会、風間好美議員の代表質問にお答えいたします。 
 はじめに、笛吹市大型施設整備構想についてのご質問であります。 
 先の議員全員協議会でお示しした６つの事業構想につきましては、事業ごとでの補助金や交

付金の活用に加え、合併特例債の活用を検討いたしております。したがいまして、それぞれの

事業は合併特例期間内に限られてまいります。 
 大変限られた期間でございますが、市民の皆さんのご理解をいただき、構想を進めると判断

をさせていただいたときには、議員のおっしゃるとおり、中途半端ななおざりの施設ではなく、

市の象徴となり得る施設をと考えております。 
 初に、各プロジェクトについての市民の皆さんからの要望はあったのか。また、今後どの

ような形で提示・説明を行うのかについてでありますが、各事業の細部のご質問もいただいて

おりますので、全体的にご説明をさせていただきますと、今回ご提案させていただいた６つの

構想の基本的な部分は、合併時の新市建設計画や新笛吹市基本計画、第１次笛吹市総合計画、

笛吹市都市計画マスタープラン、笛吹市バイオマスタウン構想などの長期的構想に位置付けら

れており、それぞれの計画や構想の策定には、多くの市民の皆さんのご意見を伺っております。

さらに、市民ミーティングなどでのご意見や要望書の形でいただいたものもございます。 
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 また今後は事業の検討にあたり、市民の皆さんのご意見を伺うことが、より重要となってま

いりますので、まずは各地域の地域審議会へ構想の説明をさせていただきたいと計画をいたし

ております。さらに、事業ごとにどの段階で、どのような方法でご意見を伺うか、検討を重ね

てまいりたいと存じます。 
 次に、年度当初からの執行体制の整備の考えはなかったのかについてのご質問ですけども、

それぞれの構想につきましては、合併以来、検討を重ねていたところであり、来年度に向けて

遅滞なく事業推進ができる準備として、必要な補正予算を今定例会に上程させていただいたも

のであります。また、執行体制につきましても、８月および９月に人事異動を行い、十分な検

討を行う体制を整えたところでございます。 
 次に、専門集団のプロジェクトチームを編成しての事業推進についてですが、先ほどもご説

明申し上げたとおり、準備段階としての執行体制は整ったところでありますが、今後、事業ご

とに検討が進む中で、必要に応じ、人的な配置、庁内での横断的な体制整備、外部の専門家と

の連携等を図ってまいります。 
 次に、仮に合併特例期間内に完了できなかった場合の財源措置についてのご質問であります

が、基本的にこの構想は合併特例債期間内に完了することを前提といたしております。したが

いまして、予定期間内に完了できるかどうかにつきましても、事業実施に向けての大きなハー

ドルとして捉えております。ハードルが高ければ、事業実施も困難と考えておりますので、ご

理解をお願いいたします。 
 次に合併特例債の償還についてのご質問でございます。 
 今回お示しいたしました大型施設整備事業につきましては、今から規模・仕様等について検

討してまいります。今後どのような地方債発行計画および償還額になるかの見込みであります

が、仮に計画されております大型事業に対する特例債を借り入れた場合、基礎数値として平成

２０年度決算数値で試算いたしますと、平成２６年から２８年度ごろに償還額のピークが発生

すると予想いたしております。また、平成２７年度以降は、地方交付税も徐々に減額されてい

き、特例期間終了後の平成３３年度以降につきましては、普通地方交付税は現在より２７億円

ほど少なくなると見込まれ、厳しい行財政経営が余儀なくされるところであります。このため、

しっかりとした財政計画に基づき、長期的な展望の中、常に財政健全化を念頭に置き、行財政

改革を進めつつ、簡素で魅力的な市政の実現に向けて、まい進したいと考えております。 
 次に、合併特例債事業についての活用実績と今後の大型プロジェクト以外の活用計画につい

てのご質問であります。 
 合併特例債は、合併した自治体にとって極めて有利な地方債であることは、先ほど来、ご説

明させていただいたとおりであります。笛吹市では平成１７年度より農業基盤整備事業、道路

新設改良事業、消防施設整備事業、春日居駅周辺整備事業、市役所南庁舎増築事業および地域

振興のための基金造成事業などに充当をいたしております。平成２０年度までの特例債借入総

額は６０億８千万円であります。 
 また、２１年度は当初予算ですが、かすがい東保育所建設事業、境川浄水場建設事業および

道路新設改良事業などに２０億円を、今定例議会に地域振興のための基金造成事業などに８億

６千万円を計上させていただいております。平成２１年度末・合併特例債借入総額は、９１億

４千万円を予定いたしております。 
 これまでの合併特例債充当事業につきましては、新市建設計画に基づく事業の中で、旧町村
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間の交流や連携が円滑に進むような道路整備事業、ならびに合併後の市内の行政サービスの水

準の均衡を図るための公共施設の整備等に、積極的に活用してまいりました。 
 今回の大型事業を除く今後の活用予定でありますけども、必要不可欠な道路整備、農業基盤

整備、防災行政無線整備、浄水道整備事業、ごみ処理施設建設事業等、財政健全化法に基づく

健全化基準などをしっかり見据えながら、適債事業等に活用していきたいと考えております。 
 続きまして、事業ごとのご質問について、お答えいたします。 
 はじめに、石和温泉駅および周辺整備事業についてのご質問でございます。 
 石和温泉駅および周辺整備については、バリアフリー化の推進や南北両市街地の均衡ある発

展を含め、南北自由通路の新設、駅舎の改築、駅北口周辺整備等の具体的な施設整備の実現に

向けた技術的検討を行い、基本的な計画を策定するものであります。 
 基本計画における南北自由通路の新設、駅舎の改築、駅北口周辺整備等については、平成

１９年４月に石和温泉駅周辺整備検討委員会より報告された検討結果からも、本市の鉄道の玄

関口としてのイメージに合わせた駅舎および、高齢者や障がい者へ配慮した駅舎づくりが必要

不可欠であると考えております。 
 ご質問のとおり、駅舎につきましては、市民に広く愛着が持てる意味からも公募型が適切で

あると考えられますが、時間の制約もあることから、平成１８年度に実施した市民アンケート

調査結果を尊重する中で、市民、事業者および行政担当者で構成する石和温泉駅周辺整備検討

委員会を再度立ち上げ、検討してまいりたいと考えております。 
 次に、市において平成２１年度に予定している基本設計は、費用対効果を考慮した駅舎の規

模の検討や石和温泉駅として相応しい景観、北口広場の規模および国道１４０号線からのアク

セス道路の位置を考慮した、ルート選定等の設計を予定いたしております。 
 また、来年度以降予定している東日本旅客鉄道株式会社への委託につきましては、今年度、

市において策定する駅舎および南北自由通路の基本設計に基づき、鉄道事業法および鉄道営業

法の定めによる鉄道施設等に関する構造基準、安全基準、維持管理基準、運行管理等の基準に

よる計画の策定、設計検討、工事費の算定、施行計画の検討等に必要な調査および基本設計を

行うものであり、説明資料の金額につきましては、あくまでも概算の金額であります。 
 次に、石和温泉駅にふさわしい駅舎をどのように考えているのかについてであります。 
 石和温泉駅は現在１日当たり約５，２００人が利用しております。このため、交通拠点機能

を一層高める駅舎とするためには、その改築に合わせて、バリアフリー設備や南北自由通路を

整備し、市民や本市を訪れる人々にとって、利便性の高い駅舎とすることが望まれます。しか

しながら、厳しい社会経済情勢の中で、国からの財政支援や市の負担などを考えたとき、費用

対効果等について充分に検証した中で、事業規模について考慮した計画を推進してまいりたい

と考えております。 
 次に、バイオマスセンター建設事業についてのご質問でございます。 
 バリューエンジニアリング方式を取り入れる考えはあるかとのご質問であります。 
 事業の推進につきましては、バリューエンジニアリング方式も含め、民間活力の導入も視野

に入れた中で、今後検討を進めてまいりたいと考えております。また施設内容、処理方法につ

きましては、バイオマスタウン構想の中で木質系バイオマスのチップ化、微生物での生ごみの

堆肥原料化、廃食油のＢＤＦ化が掲げられております。 
 今後は、対象品目や資源量などをさらに検討した上で、施設内容、処理方法を決定していき
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たいと考えております。 
 次に、サッカー場建設事業についてのご質問にお答えいたします。 
 あくまでも構想段階であります、境川町大坪農工団地付近の土地につきましては、旧境川村

時代より度重なる集中豪雨による浸水被害が発生している場所で、浸水対策として調整池建設

を予定し、調整池を含めた周辺の活用策として、サッカー場の整備を考えているところであり

ます。 
 事業を採択した場合は、市としてどのような負担割合があるのか。また、農村地域工業団地

内への利用目的変更は可能なのかというご質問内容でございますが、まだまだ構想段階であり

ますので、今後の基本的な検討課題となってくると思います。 
 住民要望につきましては、特定の地域に限らず、合併後いくつかのスポーツ団体から競技場

および運動施設の建設要望は、お聞きしております。 
 今後、クリアするべき課題も多くありますので、地元、スポーツ関係者等のご意見をお聞き

する中で、調整を進めてまいりたいと考えております。 
 次に、多目的ホール建設事業についてのご質問にお答えいたします。 
 まず、どのような形で要望があったのかとのことでございますが、私のところへ多くの方か

ら、市民が集うことのできるホール建設についての要望をいただいております。その要望の形

は要望書であったり、市民ミーティングの中でのお話であったり、地域審議会でのお話であっ

たり、さまざまでございます。 
 次に基本理念についてでございますが、基本的な考え方といたしましては、全市を対象とし

た事業を行うことのできる施設を念頭に置いております。そうなりますと、６月定例会での一

般質問にもお答えいたしましたとおり、１千人から２千人の方々を収容可能な施設が必要では

ないかと考えております。また、文化ホールにどのような機能が付加できるか、経営形態も含

めて、検討してまいりたいと考えております。 
 なお、事業概要における具体的な基本理念につきましては、建設する施設により異なるもの

と考えております。特に、今回の構想は多目的に使える施設といった内容でありますので、ど

こにポイントを置くかにより、コンセプトも異なってくるものと思われます。 
 次に、バリューエンジニアリング方式を用いる考えはあるかのご質問でございます。 
 多目的ホール建設におきましても、先ほどのバイオマスセンター建設事業と同様に、民間活

力の導入も視野に入れた中で、今後検討を進めてまいりたいと考えております。 
 なお、多目的ホールにつきましては、施設建設にあたってのバリューエンジニアリング方式

導入等によるコスト縮減ももちろん大きな課題でございますが、完成後、いかに施設の利用頻

度を上げていくかが大きなウエイトを占めてまいります。このため、施設の建設方法と併せ、

完成後の経営方法等、総合的に勘案してまいりたいと存じます。 
 次に県内の同規模施設との差別化、ならびに経済効果を生むための施設について、併せてお

答えいたします。 
 多目的ホールには多くの市民が集い、全市規模での行事が開催できるという面と外からのお

客さまを呼ぶことのできる事業を実施し、市の活性化を推進するという面がございます。全市

規模での行事の開催という面では、県内の同規模施設との差別化の必要はなく、いかに市民の

皆さまにとって、使い勝手のよい施設にするかが課題となります。しかし、誘客による市の活

性化を行うためには、議員のおっしゃるとおり、県内の同規模施設との差別化を図り、事業主
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がこの施設で事業を行いたいと思うような、多目的ホールが必要になってまいります。どのよ

うな施設が もよいのかにつきましては、今後、これらの２面性を考慮して、総合的に検討し

てまいりたいと存じます。 
 続きまして、予定地は決めてあるかについてでありますが、現時点については白紙の状態で

あります。今後、施設の可否や内容等の検討が深まった段階で、昨年度策定いたしました都市

計画マスタープランに掲げるまちづくりとの整合性を図りながら、候補地につきましても検討

してまいりたいと考えております。 
 次に２問目のご質問、一宮・御坂インター周辺の整備についてにお答えいたします。 
 中央自動車道一宮・御坂インターの周辺整備につきましては、商工、農政、観光といったあ

らゆる分野で、その重要性を高く認識しております。特に市の主幹産業である観光産業におき

ましては、市を訪れる観光客の６割が交通手段として自動車を利用するというデータのほか、

今まで閑散期とされてきた秋・冬の時期に、ワインや温泉を活用した新たなイベントを今年度

より開催することにより、四季を通じたイベント開催が実現し、誘客促進の期待が高まってい

ることから、インター周辺整備の検討は、今まで以上に重要性を増していると考えております。 
 一宮・御坂インター近くの、市を代表する史跡甲斐国分寺の整備につきましては、現在まで

に国分尼寺跡を含め、全体の約６０％の買い上げを終了し、発掘等の調査を進めており、調査

終了後は調査結果を十分に分析・検討し、整備計画を策定いたします。 
 ご提案の塔の建立につきましては、観光資源として非常に魅力的ではありますが、歴史にお

いて不明な点も多いことから、整備計画策定の過程で、考古学や建築学といったあらゆる面か

ら検討を重ねてまいりたいと考えております。また桃・ブドウの歴史館や美術館、観光案内所

や農産物直売所、ワインや装飾品などの特産品販売展示施設、野外活動も可能な公園を併設し

たテーマパークの建設につきましては、民意を図りながら、都市計画マスタープランに掲げる

まちづくりの基本方針に沿った中で、地域の活性化に向け、今後研究を進めてまいりたいと思

います。 
 次に３問目のご質問であります、これからの学童保育について、お答えいたします。 
 まず、市内の１０カ所において運営されております、学童保育クラブの現状についてであり

ますが、現在、学校の余裕教室や児童館、児童センターにおきまして、学童保育クラブの運営

を行っております。 
 利用登録学童数につきましては、平成１７年度の６１６人から保護者の就労形態等の変化に

伴い、年々利用学童数は増加をしており、本年度の登録学童数は８５８人に至っております。 
 次に、国のガイドラインに向けての問題は何か、また、問題の施設個所はあるのかについて

でありますが、このガイドラインでは、放課後児童クラブの規模を１クラブ 大７０人とする

とともに、児童が生活するスペースにおきまして、児童１人当たりおおむね１．６５平方メー

トル以上の面積を確保することが求められておりますが、現在、市内の学童保育につきまして

は、５カ所の学童保育クラブで、このガイドラインを達成できない状況にあります。 
 また、開設日数でありますが、ガイドラインでは２５０日以上の開設日数が求められており

ますが、現在、市内の学童保育につきましては、年末年始、祝祭日を除く月曜日から金曜日に

開設しており、年間約２４５日の開設日数であります。 
 次に、それらの問題をどのように解消していくのかについてであります。 
 規模についてでありますが、先ほどの５カ所のうち石和西小・学童保育クラブにつきまして
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は、現在、ガイドラインを達成するための増改築に向けた設計を行っており、年内には工事に

着手し、年度内には完成する予定になっております。残り４カ所の学童保育クラブにつきまし

ては、現在、学童保育室に隣接している公共施設等について調査を行い、関係部署と使用につ

いての協議を行っております。 
 次に開設日数でありますが、ガイドラインの２５０日を達成するためには、現在の開設日に

加えまして、１カ月に一度は土曜日に学童保育を開設しなければならない状況にあります。現

在、担当課におきまして、近隣市町村の開設状況等につきまして調査を行っておりますが、国

の基準を達成できるよう、努力をしていきたいと考えております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（上野稔君） 
 再質問を許します。 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 再質問させていただきます。細かく答弁をしていただきましたので、再質問２問、お聞きし

たいと思います。 
 １問目としまして、大型プロジェクトの中で、石和温泉駅および周辺整備事業について、お

聞きいたします。 
 平成１８年の検討委員会での説明によりますと、ＪＲ貨物用地の購入を予定し、この用地を

活用して、国道１４０号線へのアクセスが検討されておりました。しかし、われわれ会派とし

ては何度か足を運び、周囲の環境などを見る中で、将来的にわたっての利便性を考えたときに、

駅舎から、なるべく直線的に国道１４０号線への接続することが望ましいと考えますが、市当

局のお考えをお伺いいたします。 
 ２問目としまして、学童保育についてお聞きいたします。 
 １つ目としまして、学童保育の月額はおいくらでしょうか、お聞きいたします。また、近隣

市町村の状況はどのようになっているのか、お聞きいたしたいと思います。 
 ２つ目としまして、市として保育料等の検討はなされておりますか。また市当局のお考えを

お聞きしたいと思います。 
 以上、再質問とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

〇議長（上野稔君） 
 答弁を求めます。 
 １問目を、岩澤建設部長。 

〇建設部長（岩澤重信君） 
 風間議員の再質問の石和温泉の駅周辺整備の中で、北口、それから南口との接続との関係の

中から、国道１４０号の接続につきましては、直線的に結ぶことについて、いかがかというご

質問でございます。 
 これにつきましては、ご質問のとおり平成１９年の４月、石和温泉駅周辺整備検討委員会の

笛吹市石和温泉駅周辺整備検討結果報告書によりますと、ＪＲ貨物用地を活用し、南北自由通

路の整備に併せて、北口広場と国道１４０号からのアクセス道路を検討した経緯がございます。

これは先ほど市長の答弁のとおり、ＪＲ東日本、それからＪＲ貨物等の協議の中から、ＪＲ東

日本用地に並行いたしますＪＲ貨物用地につきましては、今日現在、協議をしている中では、
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非常に今日現在、取り残されております施設の除却費等々を考えますと、先ほどの市長のご答

弁のとおり、約４億円近い費用を出さなければ、用地が取得できないという事態もございまし

て、現時点ではＪＲ貨物の用地につきましては、南北自由通路の中で飛び越えた状態の中で、

北口の整備をしていくほうがいいんではないかというような考え方も持ってございます。 
 いずれにいたしましても、北口広場から国道１４０号のアクセス道路の直接的に接続させる

案につきましても検討する中で、今後につきましては、その検討結果をふまえる中で、９月に、

その基礎的な調査につきまして発注を計画してございまして、アクセス道路のルート選定等の

概略、予備設計を行う予定でございます。 
 先ほどの市長答弁にもございましたとおり、再度、立ち上げます石和温泉駅周辺整備検討委

員会や駅の北口の周辺の住民の皆さま等々のご意見を十分お聞きした中で、ご理解をいただく

中で、費用対効果を考慮した中で、駅周辺整備併せました北口広場、南北通路、１４０号のア

クセス等々の問題につきまして、今後さらに細かな点を検討していきたいというふうに考えて

います。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（上野稔君） 
 次を、河野福祉事務所長。 

〇福祉事務所長（河野修君） 
 風間議員の２問目の再質問にお答えをいたします。 
 近隣町村の学童保育料等についてでございますが、まず本市の学童保育料につきましては、

月額２千円でございます。県下の市の状況を申し上げたいと思います。月額６千円が中央市、

山梨市。なお山梨市につきましては、夏休みにつきましては１万円でございます。月額５千円

が甲府市と上野原市で、甲府市につきましては、夏休み１万円でございます。月額４千円が甲

州市、夏休みが８千円となっております。月額３千円が大月市、これもやはり夏休みは８千円

となっております。本市と同額の２千円につきましては、南アルプス市と甲斐市でございます

が、甲斐市につきましては、夏休みは４千円でございます。北杜が月額１，５００円。富士吉

田市が月額１千円。これも夏休みは４千円となっております。なお、韮崎市のみが無料という

ことでございます。 
 次の学童保育料の検討ということでございますが、合併時に料金を２千円に統一いたしまし

て、これまで学童保育クラブの充実を図りながら、５年が経過したところでございます。学童

保育につきましては、先ほど申し上げたとおり、県下でも低いほうの自治体ということで、料

金設定がされております。 
 先ほど、市長の答弁にありましたように、国のガイドラインをクリアするというためには施

設整備、あるいは指導員の増員も考えていかなければならないということになっておりますの

で、これまで以上に経費がかさむということになりますので、本来ですと、学童保育料の見直

しを検討したいということでございますが、このところの厳しい財政状況、また本市におきま

しても、他の公共料金の値上げもございますので、来年度の見直しというのは見送る方向で検

討していきたいと考えております。 
 以上で、答弁といたします。 

〇議長（上野稔君） 
 再々質問はありますか。 
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 （ な し ） 
 以上で、正正会の代表質問を終わります。 
 ここで、暫時休憩といたします。 
 再開は３時２０分とします。 

休憩  午後 ３時１０分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ３時２０分 
〇議長（上野稔君） 

 再開いたします。 
 続いて、日本共産党の代表質問を行います。 
 亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 日本共産党を代表して、通告に基づきまして、代表質問を行います。 
 まず合併特例債事業について、お伺いしますけども、前に行いました３つの会派とかなり重

複する部分がありますので、そのところは割愛させていただきます。 
 ６事業のうちサッカー場建設について、伺います。 
 市内へのサッカー場建設については、たしか７年前だったと思いますけども、石和町時代に

も計画がありました。当時は日本と韓国で共同開催されましたサッカーワールドカップの収益

金と、それから富士見地区の環境対策費を主な財源として、砂原地区に造るというものでした。

しかし、議会からも住民からも理解が得られず、建設には至らなかったものであります。あれ

から７年が経過しましたけども、財源や建設場所が違っても、同じような計画が持ち上がった

わけですけども、私としましては、６事業のうち、ほかの５事業については、以前から計画も

あったりとか、可否は別として、それなりに住民要望のあった予定事業というふうに理解して

おりますけども、このサッカー場建設については唐突という感が拭えません。どのような経過

で計画されるに至ったものなのか、この事業の必然性がどこにあるのか、住民要求に基づいた

事業なのか、伺います。 
 私たち日本共産党は、特例債事業においても大型事業ばかりではなく、暮らしや福祉密着型

で、町に住んでいる人がより暮らしやすく、そして豊かさが実感できる事業を求めていきたい

というふうに考えております。当面の、私たちが考えている課題として、次にいくつか挙げた

いと思います。 
 例えば、石和中学校の給食棟の建設と石和中のマンモス校の解消であります。 
 特に給食棟は、毎日作る給食数の多さに比較して、調理室が極端に狭く、調理員の皆さんに

大変な苦労が強いられているところであります。耐震もされておりません。緊急に建設すべき

ではないでしょうか。 
 また、石和中学校は町内の５つの小学校から入学生を迎える、県内でも有数のマンモス校で

あります。今度、小規模の芦川中を、公平性を鑑みてということもあって統合されましたけど

も、大きすぎるということも公平性から考えて、ぜひとも再考していただきたい。建設につい

て、考えていただきたいというふうに考えております。 
 公立保育所のうち耐震化は、先ほど質問ありましたので、あと残すところ３カ所ということ

ですけども、そのほかに老朽保育所の新築・改築はどうなのか。また定員が２１２にもなって
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いる石和第２保育所の分割についても求めたいというふうに考えております。 
 また、児童館の建設については、富士見地域への建設が課題として残っております。建設検

討委員会を早急に立ち上げて、早期建設を望むものです。 
 後に、市営住宅の建設を求めたいと思います。 
 市内のいくつかの市営住宅は、いまだに汲み取り式トイレだったり、老朽化して募集もかけ

ず空き家状態になっているところなど、あります。市内の公営住宅の合計の数、これは市営住

宅と県営住宅と雇用促進住宅ですけど、その合計は７２４戸であります。これは市内の住宅総

数の２．７８％でありまして、全国平均では７％から１０％ということですので、これを大き

く下回っております。 
 入居の申し込みをしても、入居できるまで１年待ち、２年待ちが普通のこととなっておりま

す。このことからも、市営住宅入居のニーズの多さがうかがえるものです。思い切った住宅建

設を合併特例債事業として行うよう、求めたいと思います。 
 次に貧困対策について、伺います。 
 一部には景気回復とか、そういうような報道があるものの、それは輸出や一部の大企業の話

だけでありまして、厳しい経済状況が市民を苦しめている事態というのは、相変わらず続いて

おります。 
 そのような中で、昨年以降、 後の命綱として生活保護を求める相談・申請が笛吹市でも増

加しているところであります。職員の皆さんには、高度な専門性と市民の貧困に向き合い、市

民の立場に立った真摯な対応が求められるものであります。厚生労働省では、今年の３月

１８日付けで通知を出しまして、増加する生活困窮者の生保の相談・申請に対応するため、福

祉事務所の体制整理の充実を通知したところであります。１０分の１０の国庫補助による支援

も実施しております。 
 市の福祉事務所においては、長期病気職員もいるということを伺っておりますけども、相

談・申請の増加に対応できる十分な職員配置がなされているか、伺います。 
 次に、相談・申請から適用までの期間について伺います。 
 生活保護法では、その期間を１４日以内としておりますけども、どうしてもできない場合は

３０日以内も認めております。しかし、急迫した状況で、生保担当に駆け込む市民にとっては、

適用まで３０日もかかってしまうことには、到底耐えられるものではありません。しかし今、

生保担当では扶養調査に時間がかかるということが主要な原因で、１４日を経過する事例が大

半を占めております。早期適用に 大限努力することを求めると同時に、持ち金のない申請者

にどのような対応をしているのかについても、答弁を求めます。 
 後に国民健康保険法４４条の指針について、伺います。 
 国民健康保険法４４条では、医療機関の窓口で払う負担金について、低所得などの理由で払

うことのできない被保険者に対し、負担金の減免、徴収猶予ができると定めております。派遣

切りやリストラ、廃業、倒産などが増加して、生活困窮者が増え続いている中で、厚生労働省

はこの７月に困窮対策として、この４４条の活用を通知しました。全国では、この４４条の活

用がされている自治体は、５５％にのぼっております。私たちは、これまでも低所得者対策、

困窮対策として、この４４条を適用するよう繰り返し求めてきたところです。今、厚労省が通

知を出し、そして財政的にも特別調整交付金で手当をするということを表明しているわけです

から、この制度を実施する絶好の機会ではないでしょうか。お金がなくて医療機関にかかれず、
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命を落とす市民が出ないよう制度の実施を求めまして、日本共産党の代表質問を終わります。 
〇議長（上野稔君） 

 当局の答弁を求めます。 
 市長、荻野正直君。 

〇市長（荻野正直君） 
 日本共産党、亀山和子議員の代表質問にお答えいたします。 
 通告がありましたけども、重なっている部分は除きましたから、そこからお答えをさせてい

ただきます。 
 サッカー場の問題であります。 
 身近にスポーツを楽しめる環境づくりについては、個性輝く人々が育ち、活躍するまちづく

りを目指す第１次笛吹市総合計画の中で、市民のスポーツ活動をより活発化させていくため、

運動施設等の整備について、検討していく必要があるとされています。 
 ご質問のサッカー場建設についても、笛吹市のサッカー協会等々から要望が出されておりま

す。そのほか、いくつかのスポーツ団体から競技場および運動施設などの建設を要望する声を

いただいております。 
 現時点では、あくまでも構想段階であります。境川町大坪農工団地付近の土地につきまして

は、旧境川村時代より度重なる集中豪雨による浸水被害が発生している場所であり、浸水対策

として調整池建設を予定しておりますが、その調整池を含めた周辺土地の活用策として、サッ

カー場の整備を考えているところであります。まだまだ構想段階でありますので、今後、地域

の皆さんや、スポーツ関係者の方々のご意見をさらに伺いながら、具体的な検討を進めてまい

りたいと考えております。 
 次に教育施設、福祉施設、住宅建設など市民の暮らし、福祉、教育優先に事業を行うべきと

考えるがのご質問であります。 
 経済・産業活動の基盤となる施設整備事業、安全・安心の生活に考慮した施設の整備充実、

さらには学校・保育所施設等の耐震改修および改築事業、生活に不可欠な飲料水を確保するた

めの浄水場整備に伴う出資費用、ごみ処理施設建設に充てる負担金などに合併特例債の活用を

考えているところであります。 
 これまでも、合併特例債充当事業につきましては、新市建設計画に基づく事業の中で、旧町

村相互間の交流や連携が円滑に進むような道路整備事業、ならびに合併後の市内の行政サービ

ス水準の均衡を図るための、公共施設の整備等に積極的に活用してきたところであります。 
 今後も、平成２６年度までの残された特例債期間内で、大型事業計画と併せ、財政の健全性

に 大限留意しながら、有効活用を図ってまいりたいと考えておりますので、ご理解をお願い

いたします。 
 次に、２問目の貧困対策についてのご質問にお答えいたします。 
 昨年秋以降の長引く不況や雇用情勢の急激な悪化を背景に、全国規模で生活保護申請が急増

し、全国で１６４万人が受給していると言われております。本市でも本年１月からこれまで、

保護相談件数が前年同期に比べて７９件増え、前年比７８%の増となっており、これまで

１８０件の面接相談を行っております。 
 また、保護の開始件数は５１件で、前年同期に比べ１６件、４６%の増となっており、人口

千人あたりの受給者は６．５人と、県下の平均４．４人を超えている状況であります。受給者
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の増加は高齢者等の増加傾向に加え、現在の社会経済情勢を背景にした受給者が増えているの

が特徴となっており、雇用の改善ができなければ、今後しばらくはこの傾向が続いていくもの

と考えられます。 
 さて、ご質問の生活保護の相談・申請に対して、専門的知識を持った充分な職員配置がされ

ているかについてでありますが、生活保護事業の適正運営の観点から、生活保護業務の責任指

導者である査察指導員を専任として設けております。 
 この査察指導員の指導・管理のもと、各地域の担当ケースワーカー５名を配置し、受給者の

生活状態を把握しながら、窓口での相談、家庭訪問後の申請指導などを行っております。また、

現在、直接相談などの業務に当たる職員は、管理職・臨時職員を含め８名体制であります。そ

のうち専門的知識・技術により、日常生活を営むのに支障がある方への相談・援助を行う社会

福祉士が２名、社会福祉法に定められている福祉事務所での業務に必要とされる社会福祉主事

が４名となっております。 
 なお、この４月の人事異動で配置された職員１名が社会福祉主事の資格取得に向けて勉強中

であります。 
 このような体制の中で、相談者に対し、正確で適切な情報提供や助言などの相談援助を行い

ながら、生活保護申請の意思を確認させていただき、申請書の受理を行うなど、専門的知識を

持つ職員を中心に、援助を必要としている方の生活を少しでも改善することを職務として取り

組んでおります。 
 今後も保護の現状、動向に注視しながら職員の適正配置に努めてまいります。 
 次に、保護申請日から１４日以内の決定にどう努力しているかについてでありますが、生活

保護法第２４条第３項の規定により、申請のあった日から１４日以内に保護の要否を決定し、

そのことを書面によって申請者に通知しなければならないと定められておりますが、保護の決

定にあたっては、綿密な調査の事務とともに、扶養義務者や資産状況の調査、確認などに日数

を要することから、短期間での決定処理が困難な場合には、同項のただし書きの規定において、

その処理を３０日間まで延ばすことが可能と定められております。しかし、生活にお困りの

方々は、１日も早い決定を望まれておりますので、限られた期間内に迅速な対応が行えるよう、

電算システムを利用した処理状況の進行管理のほか、相談から申請までの判断材料となる面接

相談記録票の活用により、申請該当者かどうかの事前判断を行っております。さらに地域ごと

に担当者を定めており、特定のケースワーカーに相談、申請が集中しないよう調整を行うなど、

課内全体での迅速な事務処理に向け、対応させていただいております。 
 次に、持ち金のない申請者にどのように対応しているかについてでありますが、生活保護の

相談の折、詳細な生活状況や親族の状況などの確認をさせていただく中で、申請者自身がさま

ざまな手立てを行ったけれども、これからの生活の維持が大変な状況であるとの確認ができた

場合には保護申請の指導とともに、まずは市社会福祉協議会が窓口となっております福祉金庫

の紹介をさせていただいております。さらに、食事に事欠く状況の方やライフラインの停止な

どにより、生活の維持が明らかに困難となっている方には、法外援護費の支給により、食事の

提供を中心とした一時的な援助を行っております。 
 いずれにいたしましても、保護の相談をいただいた方々の生活状況を的確に把握しながら、

安心した生活が維持できるように、今後も的確な援助体制を確立してまいりたいと考えており

ます。 
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 次に、国保法４４条の一部負担金減免制度の実施を求めるについてでありますが、国民健康

保険法第４４条第１項では、保険者は特別な理由がある被保険者で、医療機関等に一部負担金

を支払うことが困難と認められるものに対し、一部負担金の減免または徴収猶予の措置を取る

ことができることとされています。 
 平成１８年度の全国調査では１，８１８保険者中、条例や要綱等により実施している保険者

が１，００３保険者で、５５．１７％となっています。山梨県内では、現在、甲府市のみが要

綱を制定し、一部負担金減免制度を実施しております。世界的経済不況の中、日本全国におい

て低所得化の傾向はますます進み、生活困窮世帯は高齢者世帯を中心に増加傾向にあります。 
 国民健康保険税の２１年度における７割、５割、２割の軽減世帯数も課税総所得金額の減少

に伴い、前年に比べ約３００世帯増えている状況です。また、保険者としての重要課題であり

ます収納率も依然として低下傾向にあります。 
 このような状況にあって、一部負担金の割合を減ずる場合は、国保法施行令第２８条におい

て、国保財政の健全性を損なうおそれがないことが求められておりますが、減免を行う場合に

おきましても、同様に国保財政の健全性の確保が必要であります。 
 本市におきましても、国保の財政状況は想像以上に厳しく、２０年度末における財政調整基

金残額も、いまや１カ月分の医療費を賄うだけの残高がない状況にあり、仮に減免制度を実施

した場合の減免額については、ほとんどを税に賦課しなければならないことなどを含め、国保

財政への影響は大きいと言わざるを得ません。 
 今後、さらなる財政の健全化に向けた取り組みが必要不可欠であり、まずは国民健康保険制

度の本旨である医療費の適正化と収納率の向上対策に、積極的に取り組むことを重点施策とし

て、事業を進めてまいりたいと考えています。 
 本制度につきましては、ご質問にもありましたとおり、国においても適切な運用を各保険者

に求めながら、今後は国民健康保険担当部局と生活保護担当部局、医療機関との連携強化策を

推進し、２１年度は運用にかかるモデル事業を設定するなど、今後の統一的な取り組みに向け

た施策が進められているところでもあります。 
 このモデル事業の中で、生活困窮による未収金対策として、市町村の財政影響への懸念に対

する配慮等の対策が検討され、制度の適切な運用が図られることとなっております。 
 こうした国の状況から、来年度以降については、統一した内容で制度化されることも考えら

れますが、現状におきましては、悪質な未納者は別として、限度額認定証の交付や高額療養費

貸付制度など、一部負担金を 小限の負担で抑える制度もございますので、こうした制度を利

用していただきながら、本市における実施につきましては、今後の財政状況等も見据えながら

検討していきたいと考えております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（上野稔君） 
 再質問を許します。 
 亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 初に５問、再質問をしたいと思います。 
 １つは合併特例債事業に関わってですけども、先ほど、いくつかの会派に今後の活用策のこ

とを話しましたが、その中に例えば富士見地区の児童館の建設とか、市営住宅の建設はまった
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く選択肢にないのかということも伺いたいというふうに思いますし、それから老朽保育園に関

わってですけども、先ほどの答弁では、第２保育所の改修について計画があるという話でした。

改修とは、どの程度の改修なのか分かりませんが、第２保育所については、昭和４５年の建設

でありまして、かなり老朽化しているということも事実であります。 
 それと、朝と夕方の送迎時、保護者の皆さんが園庭に車を停めて送迎するわけですよね。やっ

ぱり子どもの安全上も大変危険なものがありますので、そのことの解消も含めて、第２保育所

は抜本的な移転・新築が必要ではないかなというふうに考えておりますけども、その点、伺い

たいということと、あと、それから石和温泉駅舎改修に伴うことと、保育所に関わってお尋ね

しますが、石和温泉駅の改修については、南北通路の建設とか、あと北側の開発ということも

計画されておりますけども、その駅裏に石和第５保育所があります。あそこもかなり老朽化し

ておりますけども、その駅舎建設、北側の開発に関わって、第５保育所が今後、どのようにな

るのか。あそこに居続けられるのか、移転を余儀なくされるのか、そのことを合併特例債事業

に関わって、お伺いします。 
 あと貧困対策について、お伺いします。 
 １４日以内の適用のことについて伺いますが、先ほど市長から答弁がありました。しかし

１４日以内どころか３０日以上も時間がかかった例もあります。ある事例では、６月３０日に

相談して、しかし２カ月以上もかかっても適用されないという事例もありました。やっぱり貧

困対策として、困窮者をどういうふうに救っていくのかとか、本当に困窮者にきちんと向き

合っていく、そういう生保行政をどう展開していくのかという、根本を問われる問題だと、こ

の２カ月以上もかかるのは、そう思います。この事例については事前に通告してありますので、

検証されているはずですので、市の見解を求めて、二度とこのような事例がないよう、対策に

ついても伺いたいと思います。 
 ３つ目について、持金のない人の対応について、先ほど法外援護費ということもありました

けれど、法外援護費の執行率というのは、１９年度決算では１０％、２０年度決算では、わず

か６％でありました。２０万円の予算でしたけども、これは本当に困っている人に少しも役立

たせておらないということだというふうに思います。この援護費の利用について、相談者とか

申請者にどういうふうに周知して、利用を図っていくのか。今後どのように対応していくのか、

見解を求めます。 
 ４つ目としては、申請権の侵害が行われているのではないかという事例を話したいと思いま

す。 
 事例としまして、病院に入院するとき、保証人がいるわけですけど、その相談者に保証人が

いると、保証人がいるんだからということで、申請を受け付けないという事例もありました。

そういう扶養を理由にして申請を受け付けないというのは、申請権の侵害にあたるということ

を厚生労働省も見解を示しております。このような事例を再度検証して、このようなことがな

いように求めるものですけども、答弁をお願いします。 
 あと、国民健康保険法の４４条について、伺います。 
 昨日も市民の１人から相談がありまして、会社の倒産によって失業した方が治療を継続する

ために、ぜひともこの４４条を適用してほしいということで、相談に伺ったところです。しか

し、条例がない、要綱がないということで、適用には至りませんでした。しかし、先ほど市長

もおっしゃいましたけども、厚労省では通知を出しておりますし、今度１つの県に１つ以上の
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モデル自治体を設けて、この９月から３月３１日までモデル事業を実施するということになっ

ております。その際、厚生労働省では一定の要綱を出しております。条例がない、要綱がない

ということではなくて、その厚労省が示した要綱を当面、適用すべきではないでしょうかとい

うふうに考えております。それとも自助努力をしなさいといって断ってしまうのか、そのへん

の見解を求めます。 
〇議長（上野稔君） 

 初の答弁を、河野福祉事務所長。 
〇福祉事務所長（河野修君） 

 亀山議員さんの再質問にお答えをいたします。 
 順不同になるかもしれませんが、まず富士見地区の児童館の関係でございますが、この地域

におきましては、現在、石和西小学校と富士見小学校におきまして、放課後子ども教室、これ

をＮＰＯ団体に委託しまして、実施をしております。事業内容、実施日数につきましても拡大

をされてきて、充実しているところでありまして、保護者の皆さまからも好評をいただいてい

るところでございます。この件につきましては、今後、さらに事業内容の拡充を図っていきた

いというふうに考えております。また、石和西小学校につきましては、学童保育クラブ規模を、

面積要件に沿った運営ができますように、現在、施設整備を図っているというところでござい

まして、このような現在、状況でございますし、現在の事業を進めているところでございます

ので、現時点においての児童館の建設は当面、考えていないということになります。 
 次に老朽化した保育所でございますが、まず石和第２保育所につきましては、現在、建設に

つきましての検討をはじめるという段階でございます。 
 それから車の乗り入れの関係でございますが、やはり同じく石和第２保育所と、それから石

和第４保育所につきましては、朝夕の送迎時の車の乗り入れにつきまして、父兄が車を乗り入

れることを認めている保育所でございます。石和第２につきましては、保育所内の道も狭く、

また送迎用の駐車スペースもないということから、送迎時には児童を保育室から出さないよう

に安全対策をとった上で、車を乗り入れていただいているという状況でございます。 
 それから、もう１つ。石和第４保育所につきましては、送迎スペースはあるんですが、ご承

知のとおり、児童数が多いということで、スペースが不足しているということで、一部、乗り

入れを認めているという状況でございます。特に石和第２につきましては、雨の日の翌日など

につきましては、園庭が傷んでいるという状況でございます。その都度、父兄の皆さまにお願

いして、簡単な補修を行っているわけでございますが、根本的な解決には至っていないという

ことで、現在、専門業者にどうしたら、その対策がとれるか、ご提案をお願いしている段階で

ございまして、これらを併せて安全対策について検討していきたいと考えております。 
 それから貧困の関係でございますが、６月３０日のケースということで、お答えを求められ

ておりますが、まず保護の処理期間につきましては、保護法の２４条の３項にありますように、

申請のあった日のということで、申請書に記載をされているんではなくて、保護の実施期間に

おいて正規に受領した日ということでございまして、このケースについては、規定期間内の

３０日以内で、保護決定がされたと理解をされているわけでございますが、しかしながら、こ

のケースにつきまして、保護決定をしたあと、書類に不備が若干、見つかりまして、担当職員

がその整理をしているうちに通知が遅れてしまいまして、ほぼ、保護費の支給決定が近くなっ

てしまったということで、通知のほうは遅れたままになっておりまして、保護費のほうをお届
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けしたというようなケースでございます。 
 今後、こういったことがないように、なおかつ一日も早い決定処理に向けまして、迅速な対

応ができるよう、職員を指導してまいりたいと思います。 
 次に手持ち金のない人への対応ということでございますが、法外援護費の執行率が低いとい

うことでございますが、先ほどの市長の答弁のとおり、食事に事欠く状況の方、あるいはライ

フラインの停止などによりまして、生活の維持が明らかに困難となっている方への一時的な援

助として、これを実施しているわけでございますが、今後の対応をいたしましても、生活にお

困りの方からの相談の折、あるいは親族とも疎遠である、あるいは誰からも援助がない、食事

もとれないというような申し出があった場合には、今後も積極的な対応を図ってまいりたいと

考えております。 
 次に、これは入院中の人からの申請ということだと思うわけでございますが、病院に入院中

の方で、入院治療期間が思ったよりも長期にわたってしまうということから、医療費あるいは

差額ベッド代の自己負担の支払いが困難な方からの相談を、病院の医療相談室を通じまして、

お受けすることがございます。その折には、病状や生活状況の情報提供をいただくとともに、

病院に出向き、本人との面談の中で保護申請の意思、あるいは確認をさせていただいて、事務

処理を行っているところでありますが、しかしながら入院に際しての連帯保証人が判明した場

合には、病院には連帯保証人への医療費の支払い請求をお願いしているという状況であります。 
 申請書を受理しないのかということでございますが、これにつきましては医療費の支払い、

入院雑費の支払いについてはお願いをしてほしいということで、保護申請を受け付けまして、

生活費の支給につきましては、年額決まっておる金額でございますが、それについては支払い

はやぶさかでないということでございます。 
 いずれにいたしましても、申請に際しては、入院中の方に限らず、相談者の意思を確認させ

ていただく中で、ご本人からの申し出により対応させていただきたいと考えております。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（上野稔君） 
 次に、岩澤建設部長。 

〇建設部長（岩澤重信君） 
 亀山議員の、石和第５保育所と石和温泉駅周辺整備との関係でございますが、たしかに現存

の石和第５保育所につきましては、石和温泉駅の南口と、まさにＪＲの敷地を挟んで、まった

く真反対側にあるという立地条件でございますので、先ほどから何回かお話をしてございます

が、これから駅の北口広場の考え方について、いろんな角度からご意見をいただく中で、コン

サルタントの意見をいただく中で、具体的な土地利用計画等を詰めていくわけでございますが、

設定条件からいたしまして、南口のまさに反対にあるという設定条件の中から、石和第５保育

所については、現在地で残しておくことは困難だろうと考えております。 
 そこにつきましては、すでに福祉部局のほうとは事前に調整をしてございますが、現在の石

和第５保育所につきまして、現在地が１，７５２平方メートルということで、２反をちょっと

欠ける敷地になるわけでございますが、これにつきましては、今後の北口広場の造成の計画の

進み具合と合わせまして、今現在、第５保育所に通園されているご父兄の皆さま方の通園等の

距離等の問題を図りまして、不便があまり発生しないような位置、かつ道路条件等をふまえた

中で、適正な位置に代替地を確保して、第５保育所につきましては、移転をせざるを得ないん

 ８８ 



ではないかというふうなことで、協議を進めております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（上野稔君） 
 次の答弁を、加藤市民環境部長。 

〇市民環境部長（加藤寿一君） 
 それでは、亀山議員の再質問であります国民健康保険法４４条の適用につきましての再質問

にお答えをいたします。 
 先ほど、医療の継続で適用ができなかったという、そういう例のお話があったわけでござい

ますけども、今年の４月から退職、要するに失業した方につきましては、１０分の７以下になっ

た場合については、国保税の減免措置がございます。これにつきましても、今年、失業者の状

況等を考え合わせて導入したということでございます。たぶん、この方については、こちらの

ほうには対象になっているんではないかなというふうに考えてございます。 
 それから国保の、今回の４４条を、もし導入するということでございますが、基本的にはこ

の減免した部分については、国保税で賄われなければならないというのが基本的な考え方にな

るかと思います。ご存じのように、笛吹市の国保の財政状況は非常に厳しい状況でございまし

て、今回の一般会計の補正予算でも２億９，３００万円の基準外の繰り出しをお願いしている

状況でございます。なおかつ、先の本算定の段階で、この繰り入れをお願いしても、５．３６％

の国保税の引き上げをお願いしている、そういう状況でございます。これらの状況もございま

すので、国保の財政状況も考慮しなければならないというふうに思っております。 
 それから、先ほどモデル事業のお話がございました。現在、７月に通知がございまして、県

下でモデル事業を実施して、その結果を国から示すという、そういうお話になっております。

今回のモデル事業の実施の中に、市町村の財政影響への懸念に対する配慮等の対策も含まれて

検討するということになってございます。これらの国の対策等も、たぶん検討されてくるんで

はないかなというふうに思いますので、このモデル事業の結果を受けまして、今後、４４条の

適用について、笛吹市としてはどういうふうに対応していくのかについて、検討してまいりた

いと思っています。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（上野稔君） 
 再々質問はありますか。 
 （ な し ） 
 以上で、日本共産党の代表質問を終わります。 
 続いて、新和会の代表質問を行います。 
 内藤武寛君。 

〇１８番議員（内藤武寛君） 
 新和会の内藤です。議長の許可をいただきましたので、通告に従い、質問をさせていただき

ます。 
 笛吹市誕生、満５年をまもなく迎えます。荻野市政５周年でもあります。総合計画も策定さ

れ、合併時の積み残された課題も、ほぼ目安が付きつつあります。先日は、笛吹市の今後の大

型施設整備構想も発表になりました。また８月３０日の総選挙によりまして、国政も大きく変

わろうとしております。笛吹市にも大きな影響が出るではないかなと思います。市民のための

 ８９ 



市政、文化の薫り高き笛吹市政に期待を込め、私たち議員もなお一層の努力をすることをお誓

いしながら、質問に入らせていただきます。 
 笛吹市の社会教育について、伺います。 
 社会教育は公民館活動、生涯教育はもとより子どもクラブ、スポーツ少年団、老人クラブ等、

限りなく幅広いものがあります。私たちが生きがいを感じ、生活に喜びを感じ、幸せを感ずる

ことができ、笛吹市民が人生を豊かに過ごすためには、社会教育の充実が大変、重要なことだ

と思います。 
 １番目として、笛吹市の社会教育をどのように進めていくのか、お聞きしたいと思います。

社会教育ビジョン的なものがあるでしょうか、それも伺います。 
 ２つ。中でも公民館活動は社会教育の中心的な存在であり、それぞれの地域と密着した活動

をしてきました。笛吹市としては、まだ笛吹市としての組織づくりがされていません。山梨県

内では、笛吹市だけだと聞いています。市では公民館活動を今後どのように捉え、どのように

取り組んでいこうとしているのか、伺いたいと思います。 
 ３、育成会について伺います。 
 地域の中で地域の子どもと大人が触れ合う機会としては、育成会が大きな役割を果たしてい

ると思います。現在の混住社会では、小さな行政区であっても、どこに子どもがいるのか分か

りません。それぞれの地区の中でさまざまな取り組みがされ、子どもクラブ活動の援助、協力、

伝統文化の継承にも貢献しています。地域で子どもを育て見守ることは、地域の活性化にもつ

ながると思いますが、いかがでしょうか。 
 ４番、次にいさわ文化・スポーツ振興財団について、伺いたいと思います。 
 今年の３月１８日の議会全員協議会におきまして、市長からこの問題についての発言があり

ました。設立時、平成４年石和町、石和町民の皆さまの「心豊かな人づくりと香り高い文化事

業」という目標に、高い理念のもと設立に至ったことに敬意を表したいと思います。しかしな

がら、合併をして５年、今後の笛吹市の社会教育行政の中での検討が必要なときがきたと思い

ます。石和地区市民の深いご理解をいただく中で、検討をお願いしたいと思います。 
 次に５番、市バスの運営・運行について、お伺いします。 
 スポーツ少年団の遠征、学校のクラブ活動の対外活動、各種団体の研修等々、非常に多方面

からの要望があると思います。現有何台が運用されているか。また活用状況、貸し出し条件に

ついて伺いたいと思います。 
 ６番目、地域振興促進事業、これは市民活動支援課でやっている事業です。それと、社会教

育との関連の中での取り組みについて。 
 地域振興促進事業は社会教育と重なる部分も多く、採択された事業を見ましても、大変、評

価できる事業もあります。しかし、今まで各地で培われたさまざまな事業、例えば地区の運動

会や村祭り、育成会事業等が衰退・消滅しつつあります。原因はさまざまなものがありますが、

地域の伝統と文化を守り、地域振興を図るには行政の後押しがぜひ必要だと思いますが、いか

がでしょうか。 
 ７番目として、笛吹市体育協会、笛吹市文化協会について、伺います。 
 市として把握している数は、どのくらいになるでしょうか。助成金、補助金はどうなってい

るか、伺います。各種の施設、夜間照明の利用料はどうなっていますか、伺います。 
 次に質問２といたしまして、学校給食における地元農産物の利用状況について、伺います。 
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 今、地産地消とか食育とか言われていますが、桃・ブドウ日本一を掲げる本市の学校給食に

おいて、どのように取り組まれているのか、その考え方と、どのくらい利用しているかを伺い

たいと思います。 
 以上、終わります。 

〇議長（上野稔君） 
 当局の答弁を求めます。 
 教育長、山田武人君。 

〇教育長（山田武人君） 
 新和会、内藤武寛議員の代表質問にお答えいたします。 
 はじめに、笛吹市の社会教育についてのご質問でございます。 
 まず、笛吹市の社会教育をどのように進めていくのかにつきましては、議員ご指摘のとおり、

社会教育の目的は、市民一人ひとりが自由に講座や教室およびスポーツ、レクリエーション活

動などを通じて、自ら学ぶと同時に、学びあう者同士がお互いに教育環境を共有して、豊かで

充実した人生を送ることにあると思っております。 
 教育委員会では、このような社会教育を実践するために、第１次笛吹市総合計画「ふえふき

協奏曲第１番」を基本方針といたしております。それらは、いつでも、どこでも、誰でも学べ

る環境づくり、身近にスポーツを楽しめる環境づくり、地域の文化を育み伝える環境づくり、

この３本柱が中心となっています。 
 これらの実現のため、社会教育の舞台となる図書館を含む社会教育施設、体育施設の適切な

維持管理を行う中、施策事業を着実に実施し、市民が生涯にわたって学ぶことのできる地域社

会づくりに取り組んでいるところであります。 
 社会教育ビジョンにつきましては、今後、第１次総合計画の理念をふまえながら、すでに策

定が終了しております学校教育ビジョンとのバランスを図る中、できる限り早期に、笛吹市の

教育全般を視野に入れたビジョンの策定を図っていきたいと考えております。 
 次に社会教育の中心をなす公民館活動の捉え方、ならびに今後の取り組みについて、お答え

します。 
 昭和２１年、わが国に第１号の公民館が誕生し、すでに６０数余年が経過しました。この間、

公民館は社会教育法で定められた社会教育施設として、地域に密着した施設として、また地域

づくりの拠点として地域の社会教育の中核となり、地域の人たちが集い、さまざまに学ぶ機会

の提供など、地域に大きく寄与してまいりました。 
 平成１６年の市制移行時に、それまであった地区公民館役員で構成されていた、公民館連絡

協議会につきましては、組織としては解散をいたしました。しかしながら、各行政区に管理運

営されている、いわゆる自治公民館は公民館、集落センター、コミュニティセンターなど呼び

方は地域によりさまざまですが、地域における も身近な集会施設として、地区ごとの創意と

工夫に富んだ独自事業の展開や、生涯学習の推進はもとより健康福祉の増進、防災対策等の拠

点として、現在も十分なる機能を発揮しています。 
 また、地域の中核となる学びの場として、さまざまな学びの機会や学習情報の提供、コミュ

ニティ形成の場として、旧町村それぞれに、中央公民館の機能を有する施設を設置し、管理運

営をしています。これら、中央公民館の運営につきましては、公民館運営審議委員として２０名

の委員さんを委嘱する中、各種主催事業へのご意見やご提案をいただいております。 
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 今後とも地域に密着した、教育行政の実現の場として、さらなる公民館活動への支援をして

いきたいと考えております。 
 次に地域で子どもを育て見守る育成会の活動は、地域の活性化につながると思うがについて、

お答えします。 
 本市の未来を託す子供たちの育成については、家庭はもちろん、学校、行政、地域を含めた

地域全体で育て、見守っていくことが も重要であると思います。わけても議員ご指摘のとお

り、子どもたちの健全育成やサポート、さらに地域の大人たちとの交流の手助けをしている育

成会の活動は、地域社会の形成や活性化を推進していく上で、大きな役割を果たしていると考

えております。 
 しかし、全国的な核家族化や地域におけるつながりの希薄化等、現代社会の変化の中で子ど

もたちを取り巻く環境は決して良好とは言えず、育成会の活動にもさまざまな影響が生じてき

ているとは思いますが、こうした状況下であるからこそ、ますますこれら組織団体等の活動は

重要であり、その活動には大きな期待を寄せているところでございます。 
 まちづくりは人づくりと言われるように、地域づくりの第一歩は大切な本市の財産である子

どもたちを見守り、育てることから始まるものですので、市でも子どもたちの健やかな成長を

支える環境づくりを柱として、各施策事業の実施を図っております。 
 今後も各種団体との連携を強化・充実し、地域社会全体で対応しながら、地域振興と活性化

につなげていきたいと考えています。 
 次に、いさわ文化・スポーツ振興財団についてお答えいたします。 
 合併から５年が経過しようとする現在、財団は芸術文化振興基金団体などから、さまざまな

事業補助を受けながら市民の要望に応えるべく、多くの文化･芸術･スポーツ事業を展開し、大

きな成果を上げております。 
 財団は、名称こそこれまで「いさわ」と称してきましたが、当然ながら事業展開は全市民を

対象としていることにつきましては、ご案内のとおりでございます。しかし、市民の財団への

移行という意味から、すでに理事会において、その名称を「いさわ」から「ふえふき」に変更

することが決定されています。 
 今後も一層親しまれる組織づくりを進め、市民のニーズを把握して、より市民の希望に添っ

た財団づくりに努力してまいりたいと考えております。 
 次に、市有バスの運営・運行についてのご質問にお答えいたします。 
 市有バスは現在３台を所有しており、このうち１台は市職員が運転し、２台は民間業者へ委

託し、運行しています。 
 利用状況は、平成２０年度５３２回の利用があり、特に生涯学習講座、学校行事、スポーツ

少年団活動などの教育委員会関係で２８７回、これは全体の５３．９％になります。保育所、

福祉活動の保健福祉部関係で１３９回、２６．１％と、教育委員会・保健福祉部、合わせて全

体の８割を利用しております。 
 貸し出し条件は笛吹市有バス使用規程により、市が計画した事業に使用することが原則と定

められているため、各部局で計画された事業への使用を優先しております。また、各種団体の

使用で、保育所・小学校・中学校の行事は保育士・教員が必ず同乗し、安全運行に配慮する中

でご利用いただき、部活動は公式試合への出場、スポーツ少年団は県大会以上の大会出場、社

会福祉協議会は担当職員が同乗し、協議会が計画した事業の使用を、おのおの所管する担当課
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の申し込みにより認めています。しかしながら、使用目的が使用団体の活動目的に合わない場

合や個人の利益に結びつく場合、レクリエーション事業、練習試合等への使用は認められてお

りません。 
 今後も使用規程に即した中で、各種団体など多くの皆さまが利用できますよう努めてまいり

ます。 
 次に地域振興促進事業に関連した育成会事業等に、行政の後押しが必要だと思うがについて

お答えいたします。 
 地域の育成会活動は、その地域のさまざまな状況により相違はありますが、教育委員会では

地域の特性や独自性を尊重しながら、子どもたちの健やかな成長を支える環境づくりを目指し、

地域や家庭での健全育成の施策事業に関連し、ご支援・ご協力をしていきたいと考えておりま

す。また、育成会事業は地区の公民館活動とも緊密な関係があると思われますので、公民館活

動と関連して、可能な範囲のご支援を行っていきたいと考えております。 
 なお、地域振興促進助成事業には、社会教育事業の採択も多くあり、今年度もこれまでに

２０団体への助成を決定しております。育成会事業等につきましても、個々の事業内容により

助成の対象となりますので、この制度を広く市民にお知らせし、多くのご利用をいただくこと

で行政として支援を行ってまいりたいと思っております。 
 次に笛吹市体育協会、笛吹市文化協会の市として把握している数は、どのくらいになるか。

助成金、補助金はどのようになっているのか。各種施設、夜間照明の利用料はどのようになっ

ているかについて、お答えいたします。 
 笛吹市体育協会、笛吹市文化協会は本市の文化・芸術・スポーツの振興・普及の中核であり、

その活動は社会教育を推進実践していく上での、力強いパートナーであることを強く認識して

おります。 
 さて、ご質問の笛吹市体育協会についてですが、現在、体育協会への加盟団体は３６団体あ

り、そのうち１団体は休部しており、４，９００名の方々が活動されております。補助金とし

ては９３８万円を交付し、体育協会本部運営および各支部の運営補助としております。また、

各競技部へも均等割と部員割により交付し、活動に役立てていただいております。 
 体育施設の状況ですが、社会体育施設がスポーツ広場・体育館等２４施設あり、学校のグラ

ウンド・体育館も一般開放をしており、利用施設としては数多くあります。現在、体育施設の

使用料については、笛吹市社会体育施設条例および同施行規則、ならびに笛吹市学校の施設の

開放に関する条例・同施行規則に基づき、使用料をいただいております。 
 なお、スポーツ少年団、体育協会、行政区の事業等の使用につきましては、減免・免除の措

置を適用し、スポーツ振興に供しておるところでございます。 
 次に笛吹市文化協会についてですが、笛吹市文化協会を本会として、芦川町を除く６町に地

区文化協会が組織されおり、全体では延べ１２８の専門部、会員数２，５４０名で構成され、

各地区の特色を活かした活動をしていただいております。 
 補助金につきましては２７１万６千円を交付し、本会および６地区の地区文化協会の運営補

助としています。 
 なお、地区協会への補助金については、均等割と会員数割により算出されております。 
 社会教育施設については市内に１３施設あり、生涯学習の推進や地域コミュニティの形成お

よび団体育成等に利活用されています。また、これら施設の使用料については、それぞれ施設
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の設置条例および同施行規則に基づき、使用料をいただいております。 
 なお、市内小中学校、スポーツ少年団、体育協会、文化協会等の使用については、免除・減

免の措置を適用し、文化芸術の振興や地域のコミュニティ形成等に供しております。 
 次に２問目のご質問であります、学校給食における地元農産物の利用状況についてにお答え

いたします。 
 近年、消費者の新鮮・安全・安心な農産物に対する関心が高まっている中、農産物の振興や

地域の活性化を推進するため、全国各地で地産地消の取り組みが行われています。 
 学校給食の取り組みについてですが、各校の栄養士を中心に、ＪＡ笛吹および納入業者と連

携し、新鮮で旬の食材で、安全・安心の給食の提供をしております。学校給食では、果物より

野菜を多く使用するため、果樹地帯の本市では野菜の種類、量が少なく流通ルートの確保が大

変厳しい状況下にあります。 
 今後は、本年７月に消費者団体、生産団体、商業団体等が一体となり、市民に地産地消につ

いての認識を深めてもらうことを目的に設置されました笛吹市地産地消推進協議会と連携し、

計画的な量の確保および価格、安全性、衛生面などを考慮しながら、地産地消の推進をしてい

きたいと考えております。 
 次にどのくらい利用しているかですが、平成２０年度の使用率になりますが、山梨県産につ

きましては２４．５％、国内産の使用となりますと９１．４％、輸入品は８．６％となってい

ます。本市の使用産物はホウレン草、トウモロコシ、ブドウ、柿、桃のビン詰め、ジャム等を

使用しております。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（上野稔君） 
 再質問を許します。 
 内藤武寛君。 

〇１８番議員（内藤武寛君） 
 どうもありがとうございました。いくつか再質問をさせていただきます。 
 まず公民館活動、育成会活動について、再度伺います。 
 地域に密着した教育行政の実現を目指していくとの答弁もありました。私は、この公民館と

か育成会の活動は、市民の連帯感というものを生むためにも、また情報交換や意見交換の場を

つくるためにも、ぜひ横のつながりが必要だと思うわけですけども、この点をぜひ考えてほし

いと思います。 
 次にいさわ文化・スポーツ振興財団ですが、今度、名称をふえふきスポーツ振興財団に変更

されるのが決定されているという答弁ですが、設立のときにご苦労された石和市民の皆さんの

深いご理解があってのことだと思います。感謝を申し上げたいと思います。 
 今、財団は指定管理になっているわけですけども、理事長が荻野正直氏と聞いております。

荻野正直理事長と笛吹市長との指定管理の契約ということになるわけですが、その点は問題が

ないでしょうか。また契約上、問題がないとしても、市民の感情とすれば、なんか不自然なも

のを感じるわけですが、いかがでしょうか。そして、理事長が市長で、副理事長が教育長だと

も聞いています。もし、そうだとすれば、指定管理にする必要がないではないかと思うわけで

すが、その点の見解を教えてください。 
 次に地域振興促進助成事業について、伺います。 
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 今回の補正にも、８億６千万円という金額が基金に盛られています。先ほども申し上げまし

たが、この事業と社会教育は重なる部分が非常に多く、採用された事業も地域に結びついたさ

まざまな事業もあり、その成果は期待できるものがあります。しかし、この事業のほかにも生

涯学習課があり、ただいまのいさわ文化・スポーツ振興財団があり、市民には分かりにくい制

度で、縦割りの制度になっているのではないかと思いますが、そのへんの見解を伺いたいと思

います。 
 後に給食における地元農産物の利用状況について、お伺いします。 
 地元の農産物利用については、大変ご苦労されているようですが、日本一の生産量を誇る生

の桃とブドウを、ぜひ給食の中に取り入れてほしいと思います。なんか缶詰めとか瓶詰めを

使っているようですが、今、小学生４，２００人、中学生２千人、約６，４００人の児童生徒

がいるわけですが、１シーズン、桃５個を食べると大体３万２千個、１シーズンですね。そし

てブドウを５００グラム食べると、３，２００キロ。私の計算では５００万円ぐらいあれば、

大体、なんとかクリアできるんではないかと思うんだけど、その計算はともかく、現在の笛吹

市の混住した住宅の社会では、ブドウや桃を口にしない子どももたくさんいると思います。小

さいころの舌で覚えた味というのは、将来、ふるさとの思い出とともに決して忘れない味とな

り、将来の消費拡大にもつながっていくんではないかと思います。ぜひ、検討をお願いしたい

と思います。 
 以上です。 

〇議長（上野稔君） 
 答弁を、早川教育次長。 

〇教育次長（早川哲夫君） 
 内藤議員の再質問にお答えいたします。 
 初でございます。公民館の活動でございますけども、答弁にありましたとおり、１６年の

合併時に今現在１３６ぐらい、市内に地区公民館があるわけですけども、それを公民館として

ではなく、自治公民館といいますか、コミュニティーセンターという位置づけになりました。

各町にある中央公民館を公民館というふうな位置づけにしたわけでございます。 
 それによりまして、それまで各地区にあった、いわゆる中央公民館、分館連絡協議会という

組織が教育長の答弁にあったとおり、なくなりました。その結果、いわゆる公民館同士の情報

というものがなくなったということで、内藤議員のご質問の趣旨があるわけでございますけど

も、たしかにそれがなくなったために、いわゆる地区の組織としては、役員としては生きてい

るんだけども、中央に通じていないということで、情報がなかなか得られないということで、

地区の人も不自由しているということだと思いますけども、これにつきましては、来年に向け

て、形は公式なものではなくても、いわゆる情報交換という感じで、組織として位置づけられ

ると、こういうふうに考えております。 
 それから、２問目の財団の関係でございます。 
 市長と理事長がというふうな部分のことでございますけども、いわゆる指定管理制度という

ことでございますけども、指定管理者を指定し、公の施設の管理運営を代行させるというもの

でございますけども、これは請け負い行為には該当いたしませんので、地方自治法９２条２お

よび１４２条の兼業禁止規定の適用には、当たりませんということでございます。財団等の出

資法人においても同様でございます。よって、指定管理者としては、財団の代表者が市長であっ
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ても問題ないということでございます。 
 それから財団の役職の関係でございますけども、理事長としては、今、おっしゃったとおり、

荻野市長が理事長ということで、副理事長は石和体協の会長、それから文化協会の会長が副理

事長というふうになっておりますので、教育長は理事でございます。 
 それから、給食でございます。議員のおっしゃるとおり、たしかに日本一の桃、ブドウを生

産している市として、給食になぜ使わないのかということでございますけども、１つは給食の

費用でございます。１食当たり、単価が 高額で中学校が３０８円、小学校２６０円というふ

うな厳しい状況でございます。桃につきましては、児童生徒に１個提供するということにつき

ますと、非常に単価的に高い。それから切って出すと色が変わってしまうということで、非常

に難点がありまして、現在のところ、利用は皆無であるということでございます。 
 ブドウにつきましてはデラ、巨峰、ベリ－Ａ、これを時期的に、１人１房は無理でございま

すので分けて、年３回くらいは出しているというふうな状況でございます。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（上野稔君） 
 市民環境部長。 

〇市民環境部長（加藤寿一君） 
 それでは内藤議員の再質問であります、社会教育のうちの地域振興促進事業と、ほかに生涯

学習課もあって分かりづらいという、こういうお話でございます。それから、もう１点は地域

振興促進事業の８億５千万円の積み立てが、今回、補正であったというお話がございました。

若干、今回の地域振興促進事業ができた経過でございますけども、これは１９年度に市民と行

政との協働のまちづくりを推進しようということで、市民活動支援課が設置をされました。市

民活動支援課が設置をされまして、その協働について支援していく方法の１つとして、地域振

興促進事業ができたということであります。 
 基本的に、今までの補助金と違うのは、今までの補助金は決まった事業に関して補助金を、

言うならば、行政側がこういう事業というのを決めた中での補助をさせていただいたというこ

とでありますけども、今回の促進事業については、市民の方が自分で考えていただいて、まち

づくり、要するにまちを元気にしていただく事業について、助成をしていきたいということで

ございまして、根本的に考え方が違うということを、まずはご理解をいただきたいと思います。 
 そういう意味もございまして、今回のこの地域振興促進事業につきましては、期限がござい

まして、平成１９年度から３０年までの１０年間に限定をしております。それから、もう１点

は同一事業については、原則的には３年間の助成と。この３年間の中で、できるものなら自立

をしていただきたいと、こういう考え方に基づいての助成事業でございます。そういう意味で

ございますので、若干、今までの補助金とは違うということをぜひ、ご理解をいただきたいと

思います。 
 ただ、事業の内容でございますけども、非常に社会教育等々も重なる部分も非常に多いんで

ございますけども、分野的には１０の分野を並べさせていただいてございまして、例えばまち

づくり事業、たいがいできるんですけど、例えば神社・仏閣などの宗教に関する経費は駄目で

すとか、あるいはすでに補助金を受けている事業については、それでやっていただくと。新た

な取り組みについては助成をさせていただくと、こういう基本的な考え方がございます。 
 今、受け付けをしているのは市民活動支援課でございますけども、各支所にもこの助成金の
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内容を説明してございますので、ぜひ支所も通じて、ご相談いただきますと、今までいくつか

社会教育的な事業を行っておりますので、それらの内容も紹介しながら、ぜひ活用していただ

きたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（上野稔君） 
 以上で、新和会の代表質問を終わります。 
 本日の議事は、すべて終了いたしました。 
 明日９日は、午前１０時から再開します。 
 本日は、これにて散会いたします。 
 ご苦労さまでした。 

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

散会  午後 ４時３５分 
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再開  午前 ９時５８分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（上野稔君） 

 おはようございます。 
 ただいまの出席議員は２４名であります。 
 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 
 本日も上着を脱いで結構です。 
 本日、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、騒ぎ立てることは禁止されておりますので、静

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

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

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（上野稔君） 
   日程第１ 「一般質問」を行います。 

 今議会へは、７名から１４問の通告がありました。 
 質問は、通告順に行います。 
 なお、関連質問については、申し合わせのとおり同一会派のみ１０分間としますので、ご承

知願います。 
 それでは２０番、渡邉清美君。 

〇２０番議員（渡邉清美君） 
 公明党の渡邉清美です。２点、質問させていただきます。 
 はじめに女性のガン対策について、お伺いいたします。 
 ２００７年４月施行のガン対策基本法の制定を突破口に、同法に基づく具体策の目標と、そ

の達成時期を明示したガン対策推進基本計画が策定され、ガン検診について、５年以内に乳ガ

ンなどの検診受診率を５０％以上、引き上げる目標を掲げました。近年、わが国では特に女性

特有のガンが増えております。２０代から３０代の女性で子宮頸ガン、４０代から５０代の女

性で乳ガンが増えており、女性特有のガンに関心が高まっております。 
 子宮頸ガンの原因となるヒトパピロマウイルスには、約８割の女性が一生の間に感染すると

いわれております。国内では、毎年約２，５００人が子宮頸ガンで亡くなっています。公明党

は、これらの対策強化を訴えてまいりました。 
 子宮頸ガンは他のガンと違い、ガンになる前に容易に発見でき、ワクチンの使用と併せて

１００％近く防ぐことができます。すでに予防ワクチンも開発され、１００カ国以上でワクチ

ンを使用しておりますが、アジアでは北朝鮮と日本が承認されておりません。日本は、この秋

には承認される予定となっております。また、乳ガンと子宮頸ガンの検診受診率は、欧米では

８割から９割、それに対し、日本はわずか２割から３割であり、先進国では 低のレベルです。 
 そこで、国の２００９年度補正予算に女性特有のガン対策の一環として、乳ガン、子宮頸ガ

ンの検診無料クーポン券付き、ガン検診手帳の配布が盛り込まれ、期待が高まっています。対
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象者は、乳ガン検診は昨年４月２日から今年４月１日までの間に４０歳、４５歳、５０歳、

５５歳、６０歳になった女性。子宮頸ガンは２０歳、２５歳、３０歳、３５歳、４０歳になっ

た女性です。４０歳になった女性は、両方を受診することができます。技術的には１００％近

く予防できても、大半の女性は受診せず、毎年約２，５００人が命を落としている現状は、大

きく変えていく必要があります。 
 公明党女性局で実施したガン検診に関するアンケートによると、女性特有のガンについて、

検診を受けたことがないと答えた２０代の女性は、７５％にのぼります。受診しない理由とし

ては、婦人科に行くのに抵抗がある。忙しくて時間がとれないなどが多く、受診しやすくする

ための対策としては定期健診に組み入れる、女性の医師なら受けるなどの回答が目立ちました。 
 アンケート結果を通して、１つには受診への心理的抵抗を減らすことが重要になると思いま

す。また、検診を受けない理由として挙げられた婦人科に抵抗がある、女性の医師なら受ける

などの点は、個々の女性に自己責任で改善を求めても無理があり、普及啓発を強力に進めてい

かなければならないと思います。 
 また、近代では女性はホルモンバランスの影響で、年齢によって心と体が変わっていくと

いった特性に着目した性差医療の考え方も注目されています。こういう考え方が浸透すれば、

女性の心理的負担も軽くなるのではないかと思います。 
 また、忙しいという理由もよく分かります。近年、女性を取り巻く社会環境、生き方は大き

く変化しています。女性の社会進出が進み、既婚・未婚問わず、働き続ける女性も珍しくあり

ません。少子高齢化が進み、労働力人口全体の減少が見込まれる中、こうした傾向は今後さら

に顕著になると予想されます。女性の社会進出は大きな時代の流れでありますが、そうであれ

ばこそ、女性の健康を守ることができる環境の整備は急務であります。 
 そこで、本市における女性特有のガン検診の普及啓発への取り組みを伺うとともに、無料

クーポン券を単年度で終わらせるのではなく、定着すべきであると考えます。また、居住地以

外でも検診を受けることができる使い勝手のよい、無料クーポン券を望むものでありますが、

当局のご所見をお伺いいたします。 
 ２点目としまして、多重債務者の経済対策について、お伺いいたします。 
 地方税の滞納分を回収するための、多重債務者の滞納者がこれまでに消費者に支払った法定

利息を超えた金利、過払金の返還請求を差し押さえて、市が代わって業者に返還請求する取り

組みが注目を集めています。税滞納者に多い多重債務への救済支援策として、期待されており

ます。過払金は利息制限法の上限金利１５％から２０％を超えて、消費者金融などに支払った

金額です。出資法の上限２９．２％までは、刑事罰のないグレーゾーンですが、本来、支払う

必要はありません。 
 そこで、消費者金融に返済中の滞納者を調査し、過払金が発生していた人たちの請求権を差

し押さえて、滞納者に代わって市が消費者金融に過払金返還を請求するものです。市が取り戻

した分から滞納額を差し引いた金額は、滞納者に支払われます。回収された過払金によって、

滞納者の生活支援にもなりますが、こうした多重債務者への経済対策につきまして、当局のご

所見をお伺いいたします。 
 以上で、質問を終わります。ありがとうございました。 

〇議長（上野稔君） 

 当局の答弁を求めます。 
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 １問目の答弁を、中川保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（中川啓次君） 

 渡邉清美議員の一般質問、女性のガン対策について、お答えをさせていただきます。 
 今般、国の経済危機対策として成立した補正予算では、一定の年齢の女性に対し、子宮頸ガ

ン、乳ガンの検診手帳と無料クーポン券を配布する事業が盛り込まれました。 
 本事業の目的は、女性特有のガン検診における受診を促進し、早期発見を図るものでありま

す。本市においては、現在１９歳以上の市民を対象にこの女性特有の子宮頸ガン、乳ガン検診

を含む７種類のガン検診を実施しており、その費用も市が助成しております。対象年齢、検診

種類とも、近隣の市町村と比較しても充実しております。 
 本市の平成２０年度の受診状況につきましては、子宮頸ガン検診の受診者は３，３４２人、

受診率は１９．４％、乳ガン検診の受診者は５，１６９人、受診率は３０％でした。 
 国のこの事業は５歳刻みで行われ、また本年度限りの事業であるという制約はありますが、

普及・啓発という観点から、受診率の向上に一定の効果が期待できるものと思われます。 
 さて、ご質問の来年度以降もこの無料クーポン券を使った事業を実施すべきとのことですが、

本年度の受診状況、国の動向等を見ながら検討してまいりたいと考えております。また、居住

地以外の無料クーポン券の使用については、受診結果等のデータ管理が必要となりますので、

乳ガン検診は市で行う集団検診と市が契約している県内の１０医療機関で利用できるよう、ま

た子宮頸ガン検診は、県内の５１医療機関で利用できるよう対応してまいります。この事業の

普及啓発については、市の広報、ホームページに掲載するとともに、該当者には直接個人通知

を行い、周知を図ってまいります。 
 なお、この事業実施に向け、本議会に補正予算をご提案いたしましたので、よろしくお願い

いたします。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（上野稔君） 
 ２問目の答弁を、梶原総務部長。 

〇総務部長（梶原清君） 
 渡邉清美議員の一般質問、多重債務者の経済策について、お答えいたします。 
 グレーゾーン金利とは、消費者金融からの貸付金を受ける債務者が、業者に支払った利息の

うち出資法の上限利率である２９．２％以下で、利息制限法の上限利率である１５％から

２０％を超えて支払った部分の、この間の利率のことを言います。債務者が、このグレーゾー

ン金利によって支払った利息のうち、利息制限法の上限金利を超える部分については過払金と

して、業者に返還請求することが認められています。 
 市では、市税滞納者から納税相談を随時受けておりますが、消費者金融への返済額に、この

過払金が存在する状況が予想される場合は、これを調査し、債務者が有している消費者金融へ

の返還請求権の差し押さえを行っております。 
 本９月議会に提案しております訴えの提起については、市税滞納者からの納税相談において、

判明し差し押さえた過払金の返還請求権により、消費者金融業者に市が返還請求し、それに応

じない業者に対し、訴訟を起こすものであります。訴訟により返還された場合には、裁判費用

や市税の滞納金へ充当されるほか、滞納金が完納する場合は滞納者へ残金をお返しすることと

なりますので、滞納者であるということの精神的な苦痛を和らげ、生活支援にもつながるもの
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と考えております。 
 本来、債務者自らが返還請求の手続きをとることではありますが、今後も滞納市税の納付に

重点を置いて、多重債務者にこのような過払い利息の存在が疑われる場合は、調査などを行い、

実情を把握する中で、対応手続きをとってまいりたいと思います。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（上野稔君） 
 再質問を許します。 
 渡邉清美君。 

〇２０番議員（渡邉清美君） 
 ありがとうございました。 
 多重債務の件なんですけども、これからまた、来年の６月までに法の規制が厳しくなりまし

て、かなりグレーゾーンの枠なんかも撤廃するような、そういうことになっております。そう

すると、消費者金融に通っていた人が今度は闇金融のほうに流れ込む傾向もありますので、ど

うか、いろんな相談を受けられた場合は、そちらのほうも厳しく教えてあげて、約８割の方が

そういうことを知らないそうですので、今後、厳しくなることを教えてあげて、多重債務が少

なくなるよう、またご指導をよろしくお願いいたします。 
 私のほうとしましては、女性のガン対策について、質問させていただきます。 
 里帰り出産とか、また住んでいるところでも勤務先が遠いところとか、そういうところへ

行っている方たちがどうしても他県で受けたいという要望があったときには、そういう手立て

があるのかという点をお伺いします。 
 そして、あと子宮頸ガンですけど、これは早期に発見されれば、そうすれば一部摘出だけで

もって、子どもを妊娠することもできますし、出産することもできるそうです。ちょっと、そ

れを添えておきます。 
 そして、この健康のほうに関するボランティアというか、こういった検診を推進するような、

ボランティアの方たちを育成していっていただきたいということなんですけど、各地域にそう

いう方たちがいれば、こういう検診の受診率も多くなりますし、また検診のときの受付なんか

のお仕事もしていただけると思います。笛吹市には、いろんな人材の方がいらっしゃいますか

ら、そういう方たちにお願いするということもいいではないかと思います。 
 また、検診をした結果、何か見つかったということでもって、それっきりになってしまって、

あとはその病院のほうにお任せという格好になる部分が多いかと思いますけど、やはりそう

いった面も、受診者を見守っていくという体制も、これからは必要ではないかなということを

感じます。その点について、お伺いいたします。 
 それとあと学校教育としまして、この子宮頸ガンの場合は、ヒトパピロマウイルスというウ

イルスによって病気になりますので、なんとかそのへんを、大体２０代からこういうのがすご

く多くなりますので、教育のほうで、何か勉強の中に組み入れて、話をしていただきたいと思

いますけど、そのへんはいかがでしょうか。 
 以上で終わります。 

〇議長（上野稔君） 
 中川保健福祉部長。 
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〇保健福祉部長（中川啓次君） 
 渡邉清美議員の、女性のガン対策についての再質問でございます。 
 里帰り出産の妊婦さんでありますとか、居住地が勤務地と離れている、遠いなど、さまざま

な事情で、笛吹市以外で受診したい場合の対応ということでございますが、先ほどご答弁を申

し上げましたが、笛吹市以外での受診につきましては、検診の精度、受診結果等のデータ管理

が必要となりますので、乳ガンにつきましては、市内での集団検診を市と契約している県内の

１０病院となります。また、子宮頸ガンにつきましては、５１施設で利用できるように対応い

たしますが、里帰り出産前後の妊産婦さんや居住地等、勤務先が遠いなど、さまざまな事情で

笛吹市と契約している施設で受けられない場合におきましては、その状況に応じて、相談に応

じながら、できるだけ受診できるように対応していきたいと考えております。 
 それから検診におけるボランティアや検診推進員の設置ということと、あと検診後の見守り

についてはどうなのかというご質問でございますが、検診の推進につきましては、毎年、作成

しております健康診断の検診の予定をつくりました、健康カレンダーを全戸配布させていただ

いております。さらに検診通知を個別に、全員に配布をさせていただいております。 
 そうした状況で推進を図っているわけなんですが、ご質問のボランティアとか検診の推進員

の設置につきましては、現在、一部の地域でございますが、子どもが活発に動きまわるような、

５歳児検診なんかにおきましては、日赤の奉仕団の方のお手伝いをしていただいている地区も

ございます。そうしたこともございますが、なんせ市全体では検診の数も非常に多いわけで、

日数も長期にわたっておりますので、なかなかお手伝いのボランティアを頼むというのは、非

常に難しい部分もございますが、日赤奉仕団でありますとか、愛育班等のお手伝いをいただく

中で、そういった対応も可能になってくるんではないかというふうに思っております。また推

進員は、検診の受診率を高める対策の１つの方法ではあろうかと思いますので、今後そういっ

た検診の受診率を高める、対策を立てる上での参考に、検討させていただきたいと思っており

ます。 
 それから検診後の見守りにつきましては、検診結果が出ましたときに、指導の必要な方には

説明会を実施させていただきまして、定期的に医療機関に受診をされている方につきましては、

主治医に相談するように通知をさせていただいておりますが、精密検査が必要な方につきまし

ては、必ず本人に精密検査の依頼書を渡しながら、具体的な受診を進めるようにさせていただ

いております。 
 医療機関の検査後の結果は、本人にはもちろん通知されるわけですが、同時に市にも結果が

通知されてまいりますので、その状況を見ながら、また再検査でありますとか、再受診を進め

るように対応をしている状況でございます。 
 以上でございます。 

〇議長（上野稔君） 
 早川教育次長。 

〇教育次長（早川哲夫君） 
 渡邉清美議員の再質問にお答えいたします。 
 学校におきますガンですとか、感染症の予防についてでございますけども、学校によりまし

て取り上げ方に多少の違いがございますけども、小学校高学年の体育、それから中学校の保健

体育の授業、さらに学習活動等におきまして、生活習慣病の予防、それから感染症の予防とい
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うことで、ガンですとか糖尿病、心臓病、またインフルエンザ、さらにエイズ、そして性感染

症など、感染全般を取り上げまして、その内容と予防法を学習しております。今後におきまし

ても、教育課程の中で取り組んでいきたいというふうに考えております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（上野稔君） 
 再々質問はありますか。 
 （ な し ） 
 以上で、渡邉清美君の一般質問を終了します。 
 関連質問を許します。 
 （ な し ） 
 関連質問を終わります。 
 一般質問を続けます。 
 大久保俊雄君。 

〇１６番議員（大久保俊雄君） 
 笛政クラブの大久保俊雄でございます。議長の許可をいただきましたので、質問いたします。 
 総選挙も終わり、歴史的な夏が深く刻まれようとしています。長い経験ではなく、未知の可

能性という変化を求めた、風どころではない地殻変動であり、国民の感覚と大きく乖離した力

学に対して、強烈なレッドカードを突きつけたものであります。 
 新首相は目指すべき国家ビジョンを目指し、有権者も変化を選択した責任として政権公約で

ある、いわゆるマニフェストがどう実行されるか、注視し続ける必要があります。また、特に

地方自治体として注目しなければならないのは、マニフェストの中に国の総予算２０７兆円の

全面組み替えと税金の無駄づかい根絶を掲げており、地方への交付金や補助金のあり方が見直

されれば、予算編成への影響も懸念されます。さらに国の社会保障などを除く、ひも付き補助

金を全面廃止し、地方の自主財源に転換する政策を明示。権限と財源が地方に移され、補助金

は地方の裁量で使える一括交付金とする方針であります。 
 いわゆる地方主権の確立により、疲弊し切った地方再生に期待する動きもありますが、地方

分権で も大切なのは、従来の国と地方の上下主従関係ではなく、対等協力関係をつくり上げ

るのにふさわしい自己決定・自己責任の能力と気概であります。市民目線での地域ニーズの的

確な把握と創意工夫の政策化、市民第一主義による迅速な仕事振りであり、国の発想・意識を

変えていくには、地方自治体職員の気概と能力もまた試されていると言えましょう。 
 そして、ここ近年、行政と住民との協働、いわゆる共に働くのまちづくりの必要性というも

のも頻繁に耳にします。協働とは、地方自治体の能力開発と同時に市民の能力を開発し、それ

を発揮し、市民活動、事業者、企業、各種団体等の力を高めると定義されておりまして、地方

政府改革には必須とされております。笛吹市においても、その協働の事業にふさわしい職員像

とは何か、６８０名の優秀な職員が市長の言われるところの市民第一主義という、その市民の

期待に応えるべく、具体策を以下、お伺いします。 
 まず市民自治の基本は、先ほど述べましたように、協働とコミュニケーションでありますが、

特に市民との情報共有と市民活動参加は、職員おのおのが仕事を進める上で必要不可欠ではな

いでしょうか。 
 例えば、各行政区は地域コミュニティの一翼を担う市民組織ではありますが、組織運営はど
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この地区もそうだと思いますが、高齢化が進み、なかなか若い世代への移行が困難な状況であ

ります。地域活動、特に行政区の活動へ職員が積極的に参加することで、地域住民が区の活動

を通じて、行政のことを知っていただく、よい機会にもなり、職員にもまず、地域の現状を知

る機会にもなり、それが地域の活性化にもつながるのではないでしょうか。さらなる職員の参

加を推進していただきたいと考えますが、市民との情報の共有策および市民活動、参加推進の

具体策はとられているか、お伺いします。 
 次に２００７年問題と言われました、団塊の世代退職に伴う業務や仕事のノウハウの継承に

関して、お伺いします。 
 近年、自治体の現場では行財政改革による人員削減、非正規職員の拡大とともに指定管理者

などのアウトソーシング、いわゆる外注も進み、そのサービスの質と費用削減効果も問われて

おります。さらに約３年ごとの人事異動ですとか、ＩＴ化の振興等、すでに技術系などの専門

職種の存在意義さえ問われております。 
 国から地方へという地方分権の進展や住民ニーズの多様化・複雑化によって、求められる仕

事のレベルも量も高まる中で、これから自治体職員に求められるスキルとはなんでしょうか。

さらに笛吹市においても、ここ３年ほど、２０名前後の職員が採用される中で、単に古い観光

や根拠のないマニュアルを引き継ぐのではなく、地域エゴを排除した新しい時代に向けて、伝

えていくべき本質は何かを問うとともに、確実な業務遂行には組織としても不断の努力、研鑽

が必要になる中で、部長から新入職員まで、その目標達成のためにどのような研修がなされて

いるのか、お聞かせください。 
 次でありますが、職員と市民との協働の重要性を述べましたが、地域の市民の皆さんのため

に便宜を施すのが役所であり、自治体職員が市民の意識から大きく乖離・遊離することは好ま

しいことではありません。 
 景気長期低迷の中、次のようなデータがありますが、総務省の平成１９年地方公務員給与実

態調査結果の概要によりますと、地方公務員の平均年収は７２８．８万円で、一方、国税庁発

表の平成１８年民間給与実態統計調査では、民間のサラリーマン平均は４３５万円。笛吹市に

おいては、平成１９年度、平均５８３万円。退職手当、１人平均２，２９５万円と高い数字に

なります。国とのつながりで決まっておりますし、単に人を減らせ、給料を下げろと言ってい

るわけではありませんが、残業の管理をはじめ、市民はボランティアで参加しているのに、職

員は時間外手当をもらっているなど、地域住民から遊離しているのではないかとの指摘も耳に

いたします。職員の処遇や境遇の間に、あんまり違和感のないような仕組みを、これからどう

つくっていくのか、お聞かせください。 
 ２問目としまして、通年、いわゆる１年中における安心・安全なにぎわいのあるまちづくり

は、地域活性化に不可欠であるという観点から、以下、本市の取り組みについて、お伺いしま

す。 
 まず本市の災害時における防災の備えの必要性は、昨日の笛政クラブ、網倉議員の代表質問

でも指摘いたしましたが、急峻な山岳に囲まれ、また糸魚川・静岡構造体、いわゆる地殻の裂

け目であるフォッサマグナが真ん中を通っている山梨県はもとより、山梨県の独自の災害防災

対策、ハザードマップの作成は必要であり、各種マップは作成されておりますが、２００８年

までに管理する目標となっている地震マップは、作成されておりません。 
 県も２００５年に東海地震を想定した大まかな震度分布図を作成しておりますが、市町村独
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自でより細かいマップで、住民に周知させることが望ましいと指摘しております。７万２千余

名の安全と多くの来訪者の安全を考慮した中で、本計画の今後の見通しと複合的な考えも予想

される中で、防災の被害も、定期的に住民に危険度を知らせることも望ましく思われますが、

具体策をお聞きします。 
 次に笛吹市の安心・安全な水について、伺います。 
 口にするものの安全性や災害時のライフライン、水の確実な確保は喫緊の課題でありますが、

自然の恵みを受けた笛吹市の水も、生活用水のほかに地域活性化のための活用も考えられます。

現在は琴川ダム、笛吹畑かんと、その水が使われておりますが、リニア掘削も開始され、まだ

２キロほど掘ったばかりでありますが、湧水の９割が笛吹市に流れると予想され、その量は確

定できる段階ではないにしろ、今後の総合的な水の活用策も検討する必要もありましょう。さ

らなる生活水、畑かん、そのほかに非常用飲料水、ミネラルウォーターのペットボトル化等、

期待される中で、とりわけ非常用飲料水の備蓄の現状と地域の活性化への活用策について、考

えがあるか伺います。 
 次に１年を通した農・工・商、観光を結びつけた地域のにぎわい創出のための方策について、

伺います。 
 昨年１０月の観光庁発足から、まもなく１年が経とうとしていますが、特に観光立国推進基

本計画に掲げられている数値目標、１．訪日外国人１千万人、２．日本人の海外旅行者数２千

万人、３．観光旅行消費額３０兆円、４．国内宿泊旅行数４泊、５．わが国の国際会議件数５割

増し。達成に向けた取り組みについて、さまざまな検証がなされなければなりません。しかし、

アメリカ発の経済不況による景気低迷、そして政権交代による観光行政への負の影響も懸念さ

れます。 
 本市においても、この夏は安・近・短への旅行のシフト化とはいえ、高速道路一律１千円に

よる恩恵はほとんど享受できませんでしたし、今後も新型インフルエンザ等、客足が遠のく心

配もあります。観光ビジョンも策定中ではありますが、即効性のある民間と行政、観光協会な

どの各種観光団体と有機的に結びつけた地域活性化策は、一刻も早く始動せねばなりません。

中小零細企業、個人事業者はまさに崖っぷちであります。 
 そこで伺いますが、果実の収穫が終わる１１月からハウスの桃が始まる２月までの約３カ月

間、観光立市笛吹市においては閑散期であります。この時期の新たな誘客イベントを望む声が

大きい中で、積極的な施策について伺います。 
 また、これからは地域特性に着目した旅行商品、いわゆる地旅を以下に魅力発信できるかが

観光地の存亡にかかってまいります。県は推進機構を立ち上げて情報発信している中で、本市

も行政や観光産業との連携による着地型旅行への期待が高まる中で、どのような具体策をお持

ちなのか、お聞かせいただいて、演台での質問とします。 
〇議長（上野稔君） 

 当局の答弁を求めます。 
 １問目および２問目の前段部分の答弁を、梶原総務部長。 

〇総務部長（梶原清君） 
 大久保俊雄議員の一般質問のうち、はじめに職員が地域住民から遊離しないための方策につ

いてにお答えします。 
 まず市民と職員の情報共有、市民活動参加推進についてでありますが、近年の少子高齢化な
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どによる社会構造の変化は、地域課題や住民のニーズの多様化、複合化、専門化となって表れ

ています。その結果、多様な市民・地域のニーズや課題に対し、行政だけが担うことでは解決

しない、満足できないものになってきています。 
 この現状の中で安全・安心な地域社会をつくり、市民の満足感を達成する市政を実現するた

めには、市民と行政とが共に汗を流す協働の取り組みが不可欠であることは、明らかでありま

す。同時に協働の実現にあたっては、市民と行政が対等な立場に立つことが必要であり、情報

の公開、共有は市民との協働への基礎であると考えます。 
 ご質問の市民と職員の情報共有という点ですが、本市においては笛吹市情報公開条例の運用

はもとより、インターネットを活用して、部局ごとの情報提供や市ホームページへ公開情報

コーナーを設けて、市民への情報公開に努めております。 
 中でも第１次笛吹市行財政改革大綱に基づき、開かれた市制の実現を図るため、パブリック

コメント制度の導入や財政状況、入札情報および市策定の各種計画書の公表、さらに昨年７月

には、市付属機関等の会議の公開に関する要綱を策定し、本年４月から審議会の公開と審議結

果の公表を行っているところであります。 
 これらの取り組みにより、日本経済新聞社による２００８年度全国市区の行政比較調査結果

による笛吹市の行政の透明度は、全国７５０市区で７９番目の透明度となっております。また、

本年度から市民協働の原点である市民活動の活性化を目的として、市民活動団体などが情報発

信や情報共有を行うことを目的とした市民活動・地域づくり支援サイト「よっちゃばるネット

笛吹」を構築し、すでに８月より本稼動を開始いたしました。現在、行政関係機関を含め２１団

体が登録をし、市民に向けて情報を発信しております。 
 今後、市民活動団体や行政機関も積極的にこのサイトを活用し、情報を公開、共有できるよ

うに利用の促進を図ってまいります。市民と行政との協働を進めるためには、情報においても

対等な立場に立つことが必要でありますので、さらなる情報の共有を進めてまいります。 
 次に市民活動参加の推進についてでありますが、平成１９年度より市民活動支援課を設置し、

新しい地域フレームや地域づくりを進める市民自治の基礎をつくるべく、市民の自主的・自発

的な活動の促進に取り組んでおります。 
 その１つとして、地域振興基金の運用益を利用した地域振興促進事業を行っております。

３年目を迎え、今年度も現在２０団体の事業提案に助成を決定しております。本助成事業につ

きましては、８月７日に平成２０年度の助成団体による事業報告会を開催し、その成果の発表

を行っていただいたところでありますが、こうした内容も含め市民活動・地域づくり通信を作

成して、市民への周知に取り組み、市民活動の活性化を図る考えです。また、職員の市民協働

に対する理解を深めるため、協働の取り組みの実現について、職員による庁内プロジェクトを

立ち上げ、市民との協働庁内指針策定に向けて、取り組んでおります。 
 今後、市民の皆さまと協働の手法を使って、市民との協働のあり方を検討する場をつくり、

市民とともに知恵を出し合って、市民協働のあり方を検討していく考えであります。 
 一方、職員自身が地域の一員として、市民協働を推進することも大事な要件であります。職

員の意識改革を進める中、職員で構成する市民活動支援サークルもすでにつくられ、市民活動

との連携を探りはじめております。さらに、多くの職員が地域のイベントや各種行事への積極

的な参加および地域との関わりを持つことを奨励していきたいと考えております。 
 また、さらなる市民活動の活性化を支援する取り組みとして、市民団体やボランティア、Ｎ

 １０９ 



ＰＯなどが活動拠点として使用できるスペースの提供、情報提供や共有のできる市民活動支援

センターの設置も検討してまいります。 
 続きまして、新たな職員像、人事制度見直しの具体策についてですが、長期化する経済不況

や厳しい財政状況の中で、市民との協働による魅力あるまちづくりを進めていくためには、組

織経営の視点が欠かせませんが、その重要なポイントは人材をいかに育成し、活用するかにか

かっています。市では平成１７年度に笛吹市人材育成基本方針を策定し、その中で求められる

職員像として、次の５つを掲げています。 
 １つとして、自治体職員としての使命と責任を自覚し、笛吹市で働くことに誇りと喜びを持

つ職員。 
 ２として、仕事への情熱と柔軟な思考力を持ち、活力ある職場づくりのために事務事業の改

善に積極的に取り組む職員。 
 ３として、サービス業という意識と専門的な知識を持ち、常に誠意ある態度で職務を遂行し、

市民から信頼される職員。 
 ４として、広い視野と創造力・行動力を持ち、市民の立場に立って考え、市民とともにまち

づくりを進める職員。 
 ５として、人権尊重の精神を貫き、人権を擁護する人間性の豊かな職員。 
 以上、５つが求められる職員像です。 
 このような人材を育成するための１つの方策として、人事評価制度の導入を進めており、職

員のチャレンジ精神、積極性を引き出し、職員育成を進める制度としての定着を目指していま

す。 
 また、山梨県市町村職員研修所が実施する職務階層別の研修や各種専門研修への積極的な受

講を推進するとともに、市独自の職員研修を毎年開催することで、職員としての自己形成や能

力開発、公務能率の向上に努めており、このことによって一定の効果が上がっていると考えて

おります。具体的には、先日の総選挙の開票事務の効率化で、本市がトップであったことなど

に表れております。さらに来年度実施する職員採用試験では、自己アピール枠を設けるなど、

有能で個性ある人材の確保にも努めているところです。 
 続きまして、市民の意識と自治体職員の処遇や境遇の間に違和感のない仕組みづくりについ

てですが、昨年来の世界的な金融危機に端を発した経済の急速な悪化は、民間企業の雇用や給

与情勢に反映され、国民生活に大きな影響を及ぼしています。 
 こうした中で、本市職員の給与などの勤務条件は、地方公務員法に定める情勢適応の原則に

基づき、民間企業従業員の給与水準などと均衡させることを基本とする国の人事院および県の

人事委員会による勧告に準拠したものとなっています。 
 近１０年間の公務員給与は、民間賃金が厳しい状況にあったことを反映して、平成１９年

度を除き、月例給や特別給の減額による年間給与の減少、または据え置きが続いております。

本年においても、特例的な措置として６月に支給されるボーナスの支給月数の一部凍結が勧告

され、本市においても同様な措置をとったところであります。さらに、本年８月１１日には、

月例給の平均０．２％の引き下げ、ボーナスの年間０．３５月分の引き下げなどを盛り込んだ

人事院による勧告がなされたところです。また、行財政改革を推進する中で、職員定数の計画

的見直しによる人件費の削減に取り組み、合併以降８８名の職員数削減を進めてまいりました。 
 こういった状況下ではありますが、市民第一主義を念頭に置き、行政サービスの向上に努め
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るとともに、厳正な服務規律や公務員倫理の確立を図りながら、市民からの信頼確保に努めて

まいります。 
 続きまして、２問目のご質問、通年における市のにぎわい、安心・安全なまちづくりは地域

の活性化には不可欠である。本市の取り組みについて問うのうち、前段の部分についてお答え

いたします。 
 まず地震マップについてのご質問ですが、国の地震防災マップは揺れの大きさ、地盤被害の

程度、建物被害の程度、火災延焼の程度、避難場所までの困難性の程度などを地図上に示した

ものでありますが、災害への事前の備えを喚起するとともに、災害時の避難などに役立てるも

のであります。本市では未作成ですが、県内の自治体では、甲府市と富士吉田市の２市で地震

マップを作成しております。 
 さて、地震マップの作成についてでありますが、地域の危険度を簡単に周知でき、災害への

備えを喚起するとともに、実際に避難するときに力を発揮するものでなければなりませんので、

その具体的内容および有効性等につきまして、関係各課と協議・検討をしていきたいと考えて

おります。 
 次に、非常用飲料水の備蓄状況と地域活性化への活用についてのご質問ですが、発災時にお

ける も必要な物資の１つに、飲料水があることは言うまでもありません。現在の非常用飲料

水の備蓄状況につきましては、水道施設を活用しての、緊急遮断弁が付いた耐震性配水池が市

内に１７カ所ございます。また飲料水兼用耐震貯水槽も７カ所ございまして、両施設の合計貯

水量は約２万１，８００トンとなっております。災害時には、これらの飲料水を給水車両およ

び水槽付消防車両などにより、避難所等へ運搬することとなります。さらに、飲料水メーカー

と災害時の飲料水供給に関する協定を締結し、有事の際の飲料水供給を行う対策も講じており

ます。 
 議員ご質問の琴川ダムの水や、リニア実験線建設工事に伴う湧水などを利用した笛吹の水の

活用でございますが、現状につきましては、琴川ダムからの水はすべて、水道水として活用し

ております。また、リニア実験線建設工事に伴う湧水は、現段階において恒久的に流出するか

否かは明確ではありません。仮に湧水が出続けるといたしますと、湧水の利用は鉄道・運輸機

構が行うことになります。機構は、トンネル掘削により既存水源に影響がある場合の代替補償

水源として使用することを 優先とし、その後の余剰水の利用方法は市に委ねるとの意向を示

しております。 
 市といたしましても、今後、沿線地区の代表者や地質学、水資源活用の専門家等による協議

会を立ち上げ、飲料水への活用も含めた利活用について、検討をお願いしていく計画でござい

ます。さらに、本市には多くの水資源がございますので、水量、水質、コスト等、総合的に調

査研究を行い、飲料水としての商品開発の検討を行ってまいりたいと存じます。また、仮に商

品化された場合は、地域活性化に活用するとともに、災害時の１次的な備蓄飲料水として各支

所へ備えるなどの検討も重ねてまいります。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（上野稔君） 
 ２問目の後段部分の答弁を、保坂産業観光部長。 

〇産業観光部長（保坂利定君） 
 大久保俊雄議員の通年における市のにぎわい、安心・安全なまちづくりは地域の活性化には
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不可欠である。本市の取り組みについて問うの後段の部分について、お答えをいたします。 
 まず、果実収穫終了から春のイベントまでの３カ月の閑散期におけるイベント実施等の具体

策にかかるご質問についてですが、果実の収穫が終了する１１月中旬から２月のハウス桃園が

開催されるまでのおよそ３カ月間につきましては、以前から地域を活性化する新しい取り組み

が観光業界を中心に望まれておりました。関係諸団体と協議を重ねる中で、今年度は新しい秋

冬イベントの実施を予定しております。 
 市といたしましては、一連のイベントの大手エージェントパンフレットへの掲載のほか、特

に名古屋、大阪方面の新聞紙面への情報掲載など、笛吹市観光物産連盟と綿密な連携を図り、

徹底的な宣伝ＰＲを予定しております。 
 まず、秋のイベントといたしまして、昨年県が制定しました山梨ヌーボーの解禁日でありま

す。１１月３日を中心とした、ワイン関連のイベントを多数予定しております。県が提唱する

「ヌーボーで乾杯」を合言葉に、笛吹市ワイン会や石和温泉旅館協同組合が中心となって、新

酒ワインの無料提供や会員制ワイングラスの作成、解禁日前日のカウントダウンパーティーの

開催など、本市ならではの新しいイベントを企画しております。 
 山梨ヌーボーの解禁に向け、石和温泉旅館協同組合では独自でワイン講習会を実施し、ワイ

ンサービスのできる仲居さんの育成を開始しております。市の特産品であるワインを利用して、

他の温泉郷と差別化を図ることは例がなく、大きな可能性を感じております。このような観光

関係団体の将来を見据えた取り組みに対しまして、市といたしましても積極的に協力してまい

りたいと考えております。 
 また、秋には「スニーカーで石和にＧＯ！」と題し、従来の石和温泉健康増進プランを気軽

に利用できるように改良した旅行商品も実施予定であります。石和温泉の周辺とかぶと造りの

古民家を数多く残す、芦川町内の２地域を連日ウォーキングする宿泊型商品であり、主に健康

に関心のある中高年層を対象に、誘客の促進を図ります。 
 冬のイベントとしましては、石和温泉観光協会が１月３０日を「いさわ温泉の日」と定め、

前後１週間程度の期間を設け、源泉足湯ひろばをメイン会場に石和温泉をご愛顧いただくお客

様のためにイベントを開催予定であります。 
 以上のように、今年の秋から冬にかけては、諸団体と綿密な連携を図る中で、将来的に笛吹

市の秋冬を代表するイベントとして、観光振興、地域活性化につながるように笛吹市観光物産

連盟と市が共同して取り組んでまいりたいと考えております。 
 続きまして、行政と観光産業の連携による着地型旅行への市の具体策について、お答えをい

たします。 
 旅行形態の変化に伴い、着地型旅行が注目されておりますが、着地型旅行の取り組みにつき

ましては、関係団体と連携を図る中で、既存メニューの定着と新たなメニューの創設といった

両面から取り組んでおります。 
 既存メニューにつきましては、日本一の桃の郷ならではのハウス桃園や甲府盆地の夜景と新

酒ワインを組み合わせた夜景と新酒のナイトワイナリーツアー、今年夜景１００選に選定され

た八代ふるさと公園からの夜景と、ホタル観賞を組み合わせた夜景とホタルの鑑賞会などが代

表的なメニューとして挙げられ、年２回実施している市長トップセールスや２月に旅行エー

ジェントを対象に実施するエキスカーション、各キャンペーンやイベントなど、機会あるごと

に宣伝・ＰＲを行い、メニューの定着を図っております。 

 １１２ 



 また、ホタルが生息できる河川の環境整備やハウス桃の管理委託など、観光資源の保全につ

いても取り組み、事業終了後には問題点を整理し、次回開催時には改良を加え、よりよいもの

になるように関係団体との検討も重ねております。 
 結果として、いくつかのメニューが認知され、年々各メニューへの参加者も増加傾向である

のと同時に、旅館組合主催ツアーにＪＡふえふきが参加者プレゼント用に完熟桃を無償提供す

るといったような、観光業界内での団体間の連携も生まれてきております。 
 新しい着地型旅行のメニュー創設につきましては、地元の観光資源の継続的な情報収集およ

び整理と旅行エージェントや観光客のニーズの把握により、参加者に満足していただけるメ

ニューづくりに取り組んでおり、新たにメニューを創設した際は、既存メニューの定着と同様

に可能な限りの宣伝ＰＲを行い、周知徹底しております。 
 石和温泉周辺と日本の原風景がそのまま残る芦川地域を地元ガイドと散策し、地産料理を堪

能する「スニーカーで石和にＧＯ！」や春日居中輪菊愛好会の方々にご協力いただき、会員の

庭先を巡り、菊を観賞する菊の散歩路は、地域の素材を利用した新しいメニューでございます。

引き続き、地域の資源と顧客のニーズが合致したメニュー開発を進め、年間を通じて楽しめる

ような多種多様なメニューの定着に向け、取り組みを進めたいと考えております。 
 以上で、答弁といたします。 

〇議長（上野稔君） 
 再質問を許します。 
 大久保俊雄君。 

〇１６番議員（大久保俊雄君） 
 会派の持ち時間がにわかに少なくなりましたので、簡潔にお伺いしますけども、民間の企業

でも人事評価制度というのを設けて、ある部分、給与に反映されると。日ごろの仕事振りです

か、そういったものは、まだ作成されていないんですけど、今後、必要だと思われるわけです

けども、そこらへん１点、答弁を願いたいということと、あとハザードマップ等、いろんな障

がいをお持ちの方に対しても、障がいをお持ちの方別に理解できるという、重要な、生命に関

わることですので、例えば音声で聞けるとか、こういったものが必ず必要になってくるという

ような気がするんですけども、今後、案内方法は考えていますか。 
 以上２点、お伺いします。 

〇議長（上野稔君） 
 梶原総務部長。 

〇総務部長（梶原清君） 
 大久保議員の再質問、人事評価制度の導入についてでありますが、先ほどの答弁でも言いま

したように、１７年度からこれまで、人材育成を目的とした人事評価制度についての試行を行

い、１９年度におきまして、笛吹市の人事評価の手引きを作成するに至りました。 
 ２０年度から課長職を対象として、評価結果を給与手当等の処遇反映を行うこととしたわけ

ですが、本格導入を実施したところでありますが、職種ごとにおける目標設定時の難易度とか

達成度の基準、評価時における達成度の目安などが不十分であったことなどで、課題が残る結

果ということであったために、反映をするのは見送りました。 
 今年度は、またこれまでの試行結果をふまえ、人事評価制度の手引きの若干、見直しを図る

とともに、職員研修を強化し、本年度も課長職の処遇反映を行うことを目標とした事業実施を、
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今、実施を行っているところであります。 
 それからハザードマップの音声につきましては、先ほども言いました地震ハザードマップに

つきましては、まだ未作成ということでありますので、作成時に、また音声等の部分、マップ

についても検討をしていきたいと思います。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（上野稔君） 
 再々質問はありますか。 
 （ な し ） 
 以上で、大久保俊雄君の一般質問を終了します。 
 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） 
 ２点ほど、関連質問をしたいと思います。 
 ただいま、保坂部長からも答弁がありましたけども、観光物産連盟は本年度発足したという

ことで、各地区の観光協会と、いろいろ連携をとりながらやっているとは思いますけども、こ

ういった中で、祭りですとか、事業の担当を決めるばかりでなくて、また商工会にも観光部会

というものがございます。観光関連団体として確実な誘客に結びつく、具体的な、有機的な集

客プランの作成ですとか、ＰＲのための方策等も検討していただきたいなと。 
 あともう１点は、先ほど、琴川ダムの質問もありました。そういう中で、笛吹川沿岸土地改

良事業の、いわゆる広瀬ダムを利用した畑かん事業等も取り入れられておりますけども、旧町

村ごとの負担等に大変格差があるということも聞いています。市当局でも見直すという話も聞

いておりますけども、このへんの進捗状況等、この２点につきまして、お伺いいたします。 
〇議長（上野稔君） 

 当局の答弁を求めます。 
 保坂産業観光部長。 

〇産業観光部長（保坂利定君） 
 前島議員の関連質問にお答えします。 
 景気の低迷、あるいはインフルエンザ、高速道路の割引等、今、石和温泉、本市を抱える観

光産業は大変なダメージを受けております。石和温泉宿泊客が年間１１０万人、去年は

１１０万７千人ほどでありますけれども、現在６月までの統計だと、宿泊者につきましては月

１万人減というような状況で、大変厳しい状況になっておりますので、先ほど大久保議員の質

問に答弁したとおり、特に秋冬の商品につきましては、気合を入れて取り組んでいきたい、こ

んなように思っております。 
 それから４月に笛吹市観光物産連盟、一般社団法人化をいたしました。組織の充実を図って

いるところでありますけども、まだまだ内部の組織体制の確立、あるいは自主財源の確保とい

うものが、まだまだできていない状況であります。これは観光ビジョンと併せて、観光物産連

盟の組織については、将来的にしっかりした方針を定めていきたいと思います。 
 観光物産連盟の中に、各地区の協会の方々が副理事という形で入っておりますけども、特に

商工会、ＪＡ、あるいはタクシー業界、料理飲食組合というような各専門部をつくりまして、

県の山梨観光推進機構というような形を、将来はつくり上げていきたい。問題は自主財源の確
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保ということで、ある程度、景気がこういう時代ですから、その会費の負担の徴収についても、

まだまだ煮詰めなければならない問題がありますけれども、自主財源ができた場合には、職員

の出向はもとより観光物産連盟で、ある程度のエージェントのＯＢ等、旅行商品が確立できる

ような人材を雇用いたしまして、その中での観光商品のメニュー等々、行政とは違う面での笛

吹市観光物産連盟の充実、要するに組織と、それから自主財源の確立を、これから重大なテー

マとして取り上げていきたいと考えております。 
 次に、笛吹沿岸土地改良事業の個人償還金の負担問題であります。 
 ６月定例会で、建設経済常任委員会、あるいは６月の農業委員会の定例会、あるいは一宮地

区の笛吹畑かんの総代会で説明を行ったところでありますけれども、旧町村ごとに償還金につ

いての格差が違うという状況でございます。 
 私どもといたしましては、ある程度、学識経験者の意見を参考に、７月に担当者会を開催し

て、内容の検討を行ったところでありますけども、合併協定項目の中で笛吹沿岸土地改良事業

の負担金賦課金については、現行どおり新市に引き継ぐということであります。特に不公平感

はありますけども、土地に付属する義務であると。要するに個人の生産性の向上をするために、

本人が負担金を承知で加入しているという状況でありますので、個人償還方法は当時の町村で

当然、支払い方法を決めてありますので、各旧町村の支払い義務は、新市では引き継ぎますけ

れども、受益者の負担の義務は新市では引き継がないということです。簡単に言うと、現行ど

おり、従来どおりの負担償還金方法で進めていくという考えで、意思統一を図っているところ

であります。 
 以上で、答弁といたします。 

〇議長（上野稔君） 
 再質問ありますか。 
 前島敏彦君。 

〇２３番議員（前島敏彦君） 
 答弁ありがとうございました。 
 ただいま部長のほうから、この畑かんの負担金、当時は当然、２０年以上経っていると思う

んですけども、今、見ていただければ、農業委員の会長もいらっしゃいますし、分かりますけ

ども、傾斜地とか遊休農地とか、結局、荒廃地が多くなっている現状の中で、当時の親の代に

入ったけども、なかなか自分も農業をやりたいけども、栽培もできない状態になっているとい

うのが現状であろうと思います。 
 私にも何人か、まわりの人から賃借で、利用集積で借りるのもいいんだけども、やはりその

へんの、先ほどの負担金のものまで払って借りるではというような話も、数多く聞いておりま

す。ぜひ、そのへんもふまえた中で検討していただければ、よろしいかと思います。ぜひ、今

後、難しい問題かと思いますけども、お願い申し上げまして、要望で結構でございます。お願

いします。 
〇議長（上野稔君） 

 以上で、関連質問を終わります。 
 ここで、暫時休憩といたします。 
 再開は１１時２０分。 
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休憩  午前１１時０７分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午前１１時２２分 
〇議長（上野稔君） 

 再開いたします。 
 一般質問を続けます。 
 ７番、渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 私の残り時間１２分ということですが、日本共産党の渡辺でございます。一般質問をさせて

いただきます。 
 まず地域経済対策、それから雇用創出対策について、伺います。 
 昨年来の経済危機、雇用危機のもとで地域活性化・経済危機対策臨時交付金、緊急雇用創出

事業交付金などの臨時的交付金が、平成２１年度当初予算から今回の３次補正までで１５億円

を超えるという話でございます。さらに併用される従前の制度の補助金を加えると、２２億円

を超える交付金になると思います。 
 私はこうした資金の活用について、一時的な雇用創出に留まらない、地域経済の持続的発展

と雇用の継続につながる事業とすることを求めてまいりました。そこで、まず地域経済の持続

的発展・持続的就業を意図した事業について、その事業名を伺いたいと思います。 
 なお、質問時間が少ないので、今回、項目のみご紹介いただきたいと思います。 
 それから２つ目に、私は笛吹市の基盤産業である農業の発展のために、新規就農者確保・育

成支援を訴えてまいりました。新規就農者への直接的な支援金交付でなくても、農協、農業法

人、ＮＰＯ、個人経営者に委託して臨時交付金を活用し、新規就農者の雇用、研修支援事業を

行うよう提案してまいりましたが、市の取り組みと考えを伺いたいと思います。 
 次に山の問題ですが、山梨の山林は県有林が多く、針葉樹の人工林が多いのが１つの特徴で

ございます。樹齢は成熟期を迎えておりますが、採算が合わないため、伐採時期は先送りされ

ているのが実態です。国・県の施策の中で、ある程度、下刈りや干ばつなどの手入れがされて

いるものの、山林の公共的機能は依然、低下し続けております。すなわち治山利水機能の低下、

鳥獣害被害の増大などであります。下刈り、干ばつ等の山林管理を進めるとともに、自然林、

複層林を増やす造林事業が重要だと思いますが、市の考え方を伺いたいと思います。 
 しかし、林業造林従事者の激減と高齢化が進んでおります。そこで山林管理、造林事業を進

めるとともに造林関係団体、造林業者に委託して、意欲ある造林従業者の確保、育成支援を行

うことを求めたいと思いますが、市当局の考えを伺います。 
 次に都市計画税の対象地域を拡大するという案が出ておりますけども、この問題について質

問いたします。 
 笛吹市は、都市計画税の課税対象区域を石和町以外の旧町村の各町村にも広げようとしてお

ります。今、料金あるいは税に市民は喘いでいる状況です。そして、この旧町村を見ますと、

実態は皆さんご存じのとおり、田舎、田園でございます。名前だけの都市計画区域からも税金

を集めたいという意図しか感じられないものであります。 
 都市とは限られた地域に人口が集中し、行政、商業、流通、交通、サービス等の機能が集中

した地域を言うのではないでしょうか。その再開発整備には莫大な費用を要するとともに、そ
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れが成功裏に進んだ場合、そこの固定資産には大きな付加価値が生じます。そこに着目した目

的税が都市計画税でございます。そうした点から、以下、伺います。 
 新たな対象地域は、都市でも市街化区域に、あるいは市街化区域に準ずる地域でもございま

せん。都市計画税を賦課する理由はないと思うが、いかがでしょうか。 
 ２つ目に都市計画施設には、多大な予算が必要となります。この新規都市計画税の賦課対象

地域で、どんな事業を行う予定か伺います。 
 ３つ目に、都市計画税課税対象区域は拡大するのではなく、都市部、もしくは市街化区域に

準ずる地域に限定する。あるいは、もっと、これはさまざまな議論を呼んでいる税目でござい

ますので、廃止すべきではないかと思いますが、当局の考えを伺います。 
 以上で、一般質問を終わります。 

〇議長（上野稔君） 
 当局の簡潔な答弁を求めます。 
 １問目の答弁を、保坂産業観光部長。 

〇産業観光部長（保坂利定君） 
 渡辺正秀議員の一般質問、笛吹市の地域経済対策・雇用創出対策について、お答えいたしま

す。 
 まず緊急雇用創出事業、ふるさと雇用再生特別基金事業の持続的発展、持続的就業を意図し

た事業項目についてですが、山梨県内の雇用情勢につきましては、７月の有効求人倍率が０．

３９倍と依然と厳しい状況が続いており、中でも正社員の有効求人倍率が０．２３倍と持続的

な就業に対しては、より厳しい状況となっております。 
 雇用の創出は、経済の向上を図る政策など国政に頼るところが大きいわけではありますが、

本市といたしましても、前定例会での一般質問にお答えさせていただいた、さまざまな施策に

加え、１０月２７日には市内に本支店等を有する企業約３０社の参加を予定し、求職者と求人

企業の個別面接会を行う就職ガイダンスの実施や笛吹市緊急雇用・経済対策会議での雇用労働

相談窓口の設置など、多方面から雇用対策に取り組んでおります。 
 ご質問の緊急雇用創出事業、ふるさと雇用再生特別基金事業につきましては、緊急雇用創出

事業が離職を余儀なくされた非正規労働者、中高年齢者等の一時的なつなぎの就業機会の創出

を目的とすることに対し、ふるさと雇用再生特別基金事業は、失業者を雇い入れて実施するこ

とを前提とし、地域ニーズがあり、地域の発展に資すると見込まれる事業のうち、その後の事

業継続が見込まれる事業を民間企業やＮＰＯ法人などに委託するものであります。 
 持続的な発展や就業という面では、直接的にはふるさと雇用再生特別基金事業の目的が合致

いたします。ふるさと雇用再生特別基金事業といたしましては、前定例会の補正予算として、

ご議決いただいた観光振興事業、援農支援システム構築事業、芦川地区地域間交流促進事業、

地産地消促進事業、育児サポート事業、地域の情報発信によるまちづくり事業、文化スポーツ

振興事業、アクティブ・インフォメーションセンター事業の８事業を実施しております。また

間接的ではございますが、一時的な雇用創出を図りながら、次の持続的な就業機会につなげる

という面では、緊急雇用創出事業も一助になると考えられます。 
 次に新規就農者確保のため農協、農業法人等へ委託しての新規就農者の雇用・研修支援事業

の推進について、お答えいたします。 
 近の経済状況の中、農業所得の低迷や果物などの単価が不安定な状況にあることなどから、
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定年帰農の方はいますが、若者の新規就農者の方は非常に少なく、平成２０年度の新規就農者

は１８人、うち３９歳以下は６人で地域の農業を支える担い手の不足と高齢化の問題は、非常

に重要な課題だと認識しております。 
 ご質問の新規就農者確保のための雇用・研修支援事業の推進につきましては、県と市、ＪＡ

などと連携を図る中、山梨県就農支援センターを核に新規就農相談会の開催や農業大学校や園

芸高校の生徒を中心に、市内の農協や農業法人などへの研修の斡旋を行っております。また就

農後の農地の確保などの相談も農地流動化地域総合推進事業などを活用し、積極的に推進して

いるところでございます。 
 また、現在の「日本一の桃・ぶどうの郷」を維持していくための施策として、年々増える生

産者からの援農需要に応えるため、援農者の技術向上や新規就農者の方への農業技術の習得を

目的に、本年７月から市と農業委員会、ＪＡおよびシルバー人材センターで構成する笛吹市援

農支援センターを設立いたしました。すでに広報ふえふきなどで受講者を募集しており、果樹

を中心とした農業技術講習会を実施し、農業の活性化を図っていきたいと考えております。 
 次に、治山植林事業の推進についてにお答えいたします。 
 笛吹市は、市の面積の５８％を森林が占め、その豊かな緑は、市民生活やそこに生息する動

植物に豊かな環境を提供しています。しかし、森林の保護育成の実態は、林業の採算性の悪化

により森林所有者の林業意欲の低下を招き、特に私有林において管理不十分な森林が多くなり、

このまま放置すると水源の涵養、災害の防止、地球温暖化の防止など森林の持つ公益的機能の

発揮に著しく支障を来たすおそれがあります。 
 このような状況をふまえ、公有林や保安林を除いた私有林において、公的関与による森林整

備を計画的に実施するため、県は国補事業である造林事業の個人負担分を全額負担するという

環境公益林整備事業を平成１８年度よりスタートさせ、平成２０年度までに１６３ヘクタール

の荒廃森林を整備いたしました。 
 本市におきましても、この環境公益林事業の採択から外れた森林を積極的に整備するため、

平成１９年度より所有者負担金なしで森林整備が行える笛吹市森林総合整備事業を創設し、笛

吹市森林整備計画に基づき、これまでに２０ヘクタールの森林整備を森林組合や民間の林業事

業体により進めております。これらの事業の展開は、林業関係者の雇用の創出にもつながって

いるものと思われます。 
 将来にわたり森林の恩恵を享受し、安心して生活していくためには、地域はもちろん民間企

業も含めて、今、森づくりのための国民運動を進めていくことが必要で、企業による森づくり

への取り組みとして市内に３カ所、企業の森推進事業を展開しております。 
 また、このような森林の持つ多面的機能とその大切さについて理解を深めるとともに、豊か

な自然を未来に引き継ぐため、市植樹祭を平成１８年度より開催し、森を愛する心豊かな子ど

もたちの育成や市民一人ひとりの緑化思想の高揚に努めているところでございます。 
 以上で、答弁といたします。 

〇議長（上野稔君） 
 渡辺議員の持ち時間は終わりましたが、２問目の答弁を、梶原総務部長。 

〇総務部長（梶原清君） 
 渡辺正秀議員の一般質問、都市計画税の対象地域は拡大より縮小をのご質問にお答えいたし

ます。 
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 議員のご質問は３点ございますが、課税対象区域、充当事業については、当然関連性がござ

いますので、総合的にお答えさせていただきます。 
 笛吹市都市計画税については、合併前、石和町全域に賦課され、新市施行後において、市町

村の合併に関する法律第１０条第１項の規定により、笛吹市都市計画税条例附則第４項で、平

成１７年度から平成２１年度までの各年度の都市計画税については、合併前の条例の適用を受

けていた区域を除き、賦課しないものとされております。 
 平成２２年度以降の都市計画税の取り扱いについては、平成１６年本市誕生にかかる合併協

定項目の中で、都市計画税については目的税であるため、新市施行後において都市計画法土地

利用計画に基づいて、検討していくこととするとされました。 
 都市計画税の検討根拠とされた都市計画法土地利用計画については、関係計画に当たる笛吹

市第１次総合計画および土地利用計画の笛吹市計画を平成２０年３月に、笛吹市都市計画マス

タープランを平成２１年３月に策定し、土地利用の方向を定めたところです。そのため、都市

計画税の検討については、都市計画マスタープランの策定作業と並行して、平成２０年後半か

ら行政内部の検討会議を進め、本年６月には市議会各常任委員会に対し、制度、現状などにつ

いてご説明し、ご意見を求めたところです。 
 検討過程での論点については、１．都市計画税は目的税であるため、どのような都市計画事

業に充当するかということ。２として、自治体を取り巻く経済情勢は悪化しており、市民生活

にも大きな影響があること。さらに本市においては、水道料金や下水道使用料の統一化、また

国保税、介護保険料などの引き上げ等もあって、当面これ以上の市民負担の増は避けたいとい

う２点であります。また、各常任委員会においては論点を含め、各地域へ十分な説明を行うよ

う、意見をいただいております。 
 都市計画税は、都市計画事業または区画整理事業を行う市町村において、その事業に要する

費用に充てるために目的税として課することができるものです。都市計画事業とは、都市計画

施設の整備に関する事業等であり、本市における都市計画施設については、現状、街路などの

交通施設、公園、緑地などの公共空地、下水道、ごみ焼却場などの処理施設があり、これまで

都市計画税を充当した事業は公共下水道事業、土地区画整理事業などであります。都市計画税

は、地方税法により都市計画区域内の土地・家屋に市町村が条例で課すことのできるもので、

新たに都市計画税を課する区域は、現在、峡東都市計画区域と東八代都市計画区域に指定され

ている本市都市計画区域であります。 
 今後、都市計画税を充当する事業としましては、公共下水道事業をはじめ、都市計画マスター

プランに示しました、優先的に推進するまちづくり施策として位置づけてあります都市計画事

業に充当していく考えであります。 
 今後、各地域審議会などにおいてご説明申し上げ、ご意見をいただく中、議員の皆さまとも

議論を重ね、進めてまいりたいと考えております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（上野稔君） 
 以上で、渡辺正秀君の一般質問を終了します。 
 関連質問を許します。 
 ８番、亀山和子君。 
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〇８番議員（亀山和子君） 
 関連質問を３ついたします。 
 １問目は経済危機対策に関連することですけども、議会の初日、市長は行政報告および提出

議案要旨説明のところで、学校教育のところで、経済危機対策として、学校の先生方たちの１人

１台パソコンの導入について、ふれておりました。その中で、このことについて教職員が自宅

においても、安心して仕事ができるようなシステムを導入するということを述べておられまし

た。学校の先生たちの仕事量の多さということについては、よく承知しておりますけども、で

も持ち帰りの仕事を是正することこそ、本来の仕事だというふうに思っておりますけども、こ

の家に帰って安心して仕事がやれるようにするということについて、情報管理とか労務管理の

面から、いかがなものかというふうに考えております。この点について、所見を伺いたいと思

います。 
 ２つ目は、森林整備の問題についてです。近年の土石流、そのようなことが大変多くなって

ございますけども、マスコミとか写真で見る限り、針葉樹の単層林地域に圧倒的に、そのよう

な土石流が多いというふうに考えております。手入れのされていない針葉樹の単層林という地

域では、土壌がもろくなっているということもありますし、大災害につながる立木も針葉樹が

ほとんどではないかなというふうに思っております。また、サルとかイノシシとかクマの被害

も大変、大きいわけですけども、そのようなことも奥のほうの山にエサになる、いろんな実が

少ないということも、原因の１つというふうに言われていることは、ご承知のことと思います。

やっぱり、防災面からもそういった鳥獣害の対策という面からも山林整備とか、改善の課題が

大きいんではないかなというふうに考えています。 
 そこで笛吹市には、９つの恩賜県有財産の特別会計があるわけですけども、その２０年度の

決算を見ましても、造林費というものは、およそ４５０万円足らずでありました。県有財産と

はいえ、笛吹市が特別会計を持っているわけですから、県に働きかけて、山林整備とか改善に

積極的に取り組むべきだというふうに考えておりますけども、その点についての所見を伺いた

いと思います。 
 ３つ目は、国において、これからも経済対策とか雇用対策は、今後とも必要になってくると

いうふうには考えておりますけども、しかし、あるなしということについては、まだ分かりま

せん。そして、そのことにかかわらず、次のことを提案したいというふうに思っております。 
 下水道とか合併処理浄化槽設置事業というのは、都市計画区域で共通に行うということでし

た。下水道会計の多額な赤字というのは、皆さんもよくご存じだと思いますけども、大変な赤

字を抱えております。その赤字の原因というのは、私たちは本当に財政を無視した下水不利地

域での事業の推進に、大きな原因があったんではないかなというふうに考えております。しか

しながら、下水道の持つ公共性から考えても、一般財源を投入するということについては、当

然ではないかというふうに思っております。 
 また、下水道の供用開始区域の宅地というのには、付加価値が上がるということで、受益者

負担を課しておりますけども、こうした中で下水道を理由に、新たに都市計画税を課すという

ことについては、二重の賦課になるんではないかなというふうに考えておりますけども、その

へんについての見解を伺います。 
〇議長（上野稔君） 

 当局の答弁を求めます。 
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 早川教育次長。 
〇教育次長（早川哲夫君） 

 渡辺議員の会派の関連質問にお答えをいたします。 
 ２０年の１月ですか、ウイルスがコンピューターを侵しまして、情報が漏れる状況にあった

ということで、今回、いろいろと経済対策等で５００台以上のコンピューターが入るというこ

とでございます。それが新クライアントシステムというふうな方式でございまして、これによ

りまして、情報漏えいなどの危険性が少なくなって、先生方は安全に学校の情報を扱えるよう

になったということでございますけども、その反面、簡単に情報を持ち出すことができなく

なって、学校でしか仕事ができないというふうな部分でございました。 
 しかしながら、当然ながら、学校の先生方は学校が終わったあと、さらに翌日の授業の資料

作りですとか、非常に時間がかかるということで、どうしても自宅に仕事を持ち帰らなければ

ならないというふうな状況が、たしかにあると思います。今回の新クライアントシステムの中

では、自宅でも学校でも同じ環境で、公務が処理できるというふうなシステムの導入を考えて

ございます。 
 しかしながら、できるからといって、自宅で仕事をするということを決して、教育委員会は

推奨するものではございません。あくまでも多忙な先生方が、子どもたちの教育のために時間

を有効に使いまして、安全に公務をできるように支援するという部分でございます。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（上野稔君） 
 ２問目の答弁を、保坂産業観光部長。 

〇産業観光部長（保坂利定君） 
 亀山議員の会派関連で、森林整備についての質問にお答えをいたします。 
 たしかに議員ご指摘のとおり、先ほど答弁したとおり、管理不十分な森林が多く、あるいは

森林が持つ公益的機能の発揮に著しく支障を来たすおそれがあるということで、水源の涵養、

災害の防止、あるいは鳥獣害対策等々で対策を、森林整備計画に基づいて実施しているところ

でございますけども、ご指摘の９つの財産区管理会を市で管理しております。これにつきまし

ては、大きな管理面積を持っているところと小さい管理面積、大きいところでは１，２４３ヘ

クタール、小さいところでは１８３ヘクタール等々の管理面積を保有しているわけであります

けども、現在、高齢化ということが考えられます。この高齢化に対処するために、この経済対

策に基づく雇用事業を使いながら、森林財産管理会と協議をしながら、委託事業の中で雇用創

出と森林の整備を図っていくように努めてまいりたいと思っております。 
 いかんせん高齢化ですので、人材育成という面におきましては、ある程度の民間企業を育て

なければならないということも考えられますので、県あるいは林業公社等々と協議をしながら、

本市の森林整備計画に基づいて、事業推進を図っていきたいと考えております。 
〇議長（上野稔君） 

 梶原総務部長。 
〇総務部長（梶原清君） 

 都市計画税の関連質問でありますが、一般財源の投入も必要ではないかという質問でござい

ますが、先ほど答弁しましたように、都市計画税の該当事業につきましては、下水道事業をは

じめ都市計画マスタープランで優先的に推進する事業も当然やるわけでありまして、道路ある
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いは公園等の事業も導入するわけでありまして、それで下水道の繰り入れにつきましては、過

日の全員協議会でも説明しましたとおり、実際１７億円ぐらい、一般財源から繰り入れしてい

るわけです。 
 大変、下水道につきましては、起債残高、借入金残高が２４２億円という、巨額な借り入れ

でありまして、当然、償還も多いわけですが、これから長期の償還計画によりましても、１２年

後におきましても、一般財源を１７億円、継続的に投入していかなければ、事業を減らしても

下水道事業財政が成り立っていかないということでございまして、当然、１７億円の中には繰

入基準が５億６千万円。それから基準外におきましても、現在１２億円ぐらい投入しているわ

けであります。それで、当面、下水道事業が該当になるわけですが、先ほど言いました下水道

事業以外の事業にも当然、都市計画税については、使っていきたいということでありますが、

仮に６億円全額、下水道事業へ投入した場合においても、まだ１１億円ぐらい不足ということ

で、一般財源を、それ以外に投入していかないと、ということでありますので、これから地方

交付税がだんだん減る中でありまして、他の事業への影響もあってはならないということであ

りますので、２年据え置きで、都市計画税の賦課をしていきたいという考えであります。 
 以上であります。 

〇議長（上野稔君） 
 関連質問を終わります。 
 ここで、暫時休憩いたします。 
 再開は１時３０分といたします。 

休憩  午前１１時５２分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 １時２７分 
〇議長（上野稔君） 

 再開いたします。 
 一般質問を続けます。 
 ５番、中村正彦君。 

〇５番議員（中村正彦君） 
 正鵠会の中村でございます。議長のお許しをいただきましたので、通告により質問をさせて

いただきます。 
 ９月に入り、朝晩涼しく感じるようになり、秋の気配が漂いはじめてまいりましたが、今年

は長雨による天候不順により、農作物も思うように収穫することができず、農家にとっては厳

しい年になってしまいました。 
 近年、第１次産業衰退傾向にある中、笛吹市も例外ではなく、新規担い手の減少、高齢化に

歯止めがかからない現状でもあります。このような中、先の衆議院選挙により、新しい政権が

誕生し、政権交代を目の当たりにし、私たち国民も今後、期待と不安を抱きながら、農業政策

をはじめ、各種の政策に期待をするとともに、政治に一層関心を持ち、自分たちのため、子ど

もたちの将来のため、公約どおりマニフェストが実行されているか、一層厳しい目で監視する

義務を課せられた選挙ではなかったでしょうか。 
 今回、消防団関係の質問をさせていただきますが、この場をお借りいたしまして、ご報告と

お礼を申し上げたいと思います。 
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 先日、行われました県下消防団操法大会に笛吹市消防団の代表といたしまして、ポンプ車操

法に御坂分団、小型ポンプ操法に一宮分団が出場し、消防署のご指導をいただきながら、２カ

月余りによる厳しい訓練・練習を重ね、それぞれ仕事・家庭等のある中で、両分団の選手・団

員には大変ご苦労を願い、ありがとうございました。御坂分団は準優勝、一宮分団も好成績を

収めましたことをご報告させていただきます。 
 それでは、質問に入らせていただきます。 
 消防団の統合および自主防災組織の現状と強化についてであります。 
 時代の変化をともに、サラリーマン団員の増加やボランティア活動への希薄化等による消防

団の団員不足等により、部の統合の問題が取り上げられましたことは過去の代表質問、また一

般質問におきましても、多々あるものと記憶しております。しかしながら、合併後５年経過し

ましたが、大した進展が見られない状況でもあります。 
 私も御坂町消防団、笛吹市消防団を務めさせていただいた中で、一線を退きましても常に気

にかけていた問題でもあります。私もしばしば、団員と話す機会を設け、笛吹の耳を傾けてま

いりました。 近では入団を断られるケースが多い、入団していても名前は入っているが、参

加しない。いわゆる幽霊団員の増加。また職場の理解が得られず、活動に参加できない等の団

員が多く、普段の活動にも支障を来たしている現実があると聞いております。 
 御坂分団の伝統ある機動隊におきましても、団員不足の問題に悩まされているという話を耳

にしました。御坂地内は規模の大きい地区であり、消防に対する意識も高い地区の１つでもあ

ります。このような規模の大きい地区でも、団員不足に直面しているということですので、ほ

かの地区については、ご説明するまでもないことはご理解いただけることと存じます。 
 総務省では、消防団員の削減については積極的ではないとの話もありますが、地域の実情を

ご理解いただき、消防団がなぜ統合しなければならないのか。それは団員不足による普段の活

動がままならない現状があり、統合することにより守る地域は増えますが、実働人数を少しで

も確保できるという考えから、統合に踏み切る部が出てきているという実情であります。統合

イコール人員削減イコール自主防災組織の強化という、３点セットでの防災体制の構築を望む

ところであります。 
 当局におかれましては、このような現状をふまえ、地区や消防団頼みではなく、一歩も二歩

も踏み込み、市の指導により進んで統合に向けた計画を作成・実行していただき、部の統合は

もとより特に団員不足の問題につきまして、現状を確認いただき、なんらかの対応をお願いす

るところであります。 
 また、消防団の活動資金であります分団交付金につきましても、合併５年をめどに旧町村不

均一であった交付金の統合を実施するという内容でしたが、今なお分団による差異が生じてい

るという話も耳にします。人口が多い地区、少ない地区、また団員が多い地区、少ない地区に

おいても活動内容はほぼ等しく、使用機材や活動資金におきましても、分団により不公平が生

じているという問題は団員にも理解しづらく、早々の統一をお願いいたします。 
 次に、自主防災組織の現状と強化についてであります。 
 先に述べさせていただきましたように、団員不足は深刻なものがある中、昼間の火災、災害

時における団員不足の問題から、自主防災組織の強化が必要であることは言うまでもありませ

ん。向こう三軒両隣、阪神・淡路大震災による近隣の連携による救助活動は、まさしくこの代

表事例であり、今さらご説明するまでもないことは周知のとおりかと存じます。時代の変化と
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ともに消防団員も様変わりする中、消防団と自主防災組織がより一体となり、災害を 小限に

抑えるため、まい進する心構えが必要かと痛感するところでもあります。 
 そこで今回の質問といたしまして、切実な消防団員不足をご理解いただいた上で、消防団の

統合の現状および人員削減も含めた統合への今後の具体的取り組み、また分団交付金の統一時

期について、さらに各町村の自主防災組織の現状と自主防災組織の強化に対する市当局の考え、

また強化すべきであれば、自主防災組織に対しましての交付金、待遇など具体的な取り組みに

ついて、お聞かせ願います。 
 続きまして、２問目に移らせていただきます。遊休資産の処分および公会計制度の現況につ

いての質問です。 
 先日、新聞の紙面上に自治体財政健全化法に基づく記事の掲載がありました。これにより財

政状況を判断するための４つの財政指標が設定され、積極的に情報開示を行い、地方自治体に

あっては、企業会計的手法を導入しようとする動きが強まっているというものであります。さ

らに本市をはじめ、いくつかの自治体では４つの財政指標が作成されており、多くの自治体で

企業会計の考え方である、発生主義に基づいた会計処理を導入する動きがあるというものです

が、本市においても市民の税に対する納入の低さ等が、まず目につきやすい部分はありますが、

市サイドとしましても、無駄のない税金の効率的活用・運用が求められているのではないかと

思うところであります。 
 時代の変化に従い、市町村においても民間企業同様、財務諸表を使って住民に財政状況を説

明しなければならない時代になり、職員一人ひとりの質の向上も一層求められているところで

もあります。言いかえますと、株式会社笛吹市であります。株主イコール市民の皆さまに満足

していただき、税金という利益を得て、それを有効に運用していくという、まさに経営手腕が

試される時代になってきたのでは、ないでしょうか。 
 私たち市議会議員も株主イコール市民であり、株式会社笛吹市の一社員でもあります。国民

の義務の１つでもある納税に対し、市民の皆さまに納めていただくよう呼びかけるとともに、

私も不必要と思われる事業・政策に対してはノーと言えるよう、勉強してまいる次第でありま

す。市当局におかれましても、荻野市長を先頭に無駄のない行政運営を推し進めていただけま

すよう、お願いするところであります。また、このような取り組みと並行いたしまして、少し

でも無駄をなくすという観点から、遊休資産の取り扱いと現状について、併せてお聞きいたし

ます。 
 遊休資産とは、市が将来的に使用しないと見込まれる資産であります。例を挙げますと、御

坂町地内にあります旧葵保育所跡地については、現在、倉庫等に使用しているわけですが、地

域からは公民館として使用したいという要望もあると、お聞きしております。毎年の維持費、

また防災上の観点からも、危険な公共施設の１つではないかと危惧するところでもあります。

ほかにも目につくところでは八代の婦人の家、若彦路ふれあいセンター等、利用頻度の少ない

施設、石和町広瀬にあります倉庫、一宮町竹原田地内の公園等、管理が行き届いていない土地、

これ以外にも複数の遊休地があるものと考えます。 
 今後、数年で大きなプロジェクトも控えているところであり、民主党の政策にもありました

が、まず無駄をなくすという基本的なことを念頭に置いていただき、資産の再洗い出しを、資

産の有効活用を考え、必要な施設・土地については、市民の皆さんに有効にご利用いただき、

差し当たり使用頻度が極端に少ない施設、特に土地につきましては、払い下げや競売等の方法

 １２４ 



による処分等の売却促進による努力をお願いするところであります。 
 話が少しそれた場面もありましたが、今回の質問の趣旨といたしましては、少しでも無駄を

なくすという観点からも、遊休資産の現状と今後の取り扱いについて、無駄をなくせば財政の

悪化を妨げる、財政の健全化のための公開制度へのさらなる取り組みについてお尋ねし、質問

を終わらせていただきます。 
〇議長（上野稔君） 

 １問目、２問目とも答弁を、梶原総務部長。 
〇総務部長（梶原清君） 

 中村正彦議員の一般質問にお答えいたします。 
 まず、消防団の統合および自主防災組織の現状と強化についてでありますが、本市消防団は

合併後も合併前の形態がそのまま移行されてきており、分団において団員数、部の数、消防車

輌、詰め所施設など地域間に偏りがあることから、市内全体の平準化が図れるよう部の統合を

進め、統合された部から消防車輌、詰め所施設の整備等を行ってきました。 
 平成１９年度に御坂分団で１つ統合しましたが、その詰め所と車輌の整備が平成２０年度に

完了しました。さらに、本年度４月と５月に一宮分団で統合された２つの部についても、車輌

１台については今年度に整備を計画しており、詰め所につきましても諸条件が整い次第、整備

をしていきます。 
 現在、７分団９６部、条例定数１，８０４名の本市消防団でありますが、部の統合を進める

ことで消防車両をはじめとする機材、車庫詰め所の整備を効率的に進めることができ、課題と

なっています消防団員の確保の一助にもなるものと考えております。部の統合は、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きましても行政区との深い関わりがありま

すので、消防団と行政区を中心に十分に協議を重ねていただき、 良の方途を探っていただき

たいと考えております。  
 統合が進んだ部につきましては、これまでどおり、車両や詰め所の整備を優先的に進めてい

く中、笛吹市消防団の装備の充実、消防団活動の活性化を進め、総合的に非常備消防力の一層

の向上に努めてまいります。また、消防団分団交付金については、平成２０年度から３年間か

けて調整に取り組んでおりますが、今後につきましても、各分団の管轄、人口、世帯数、団員

数、活動状況などを検証しつつ、部の統合と併せて見直しを検討していきます。 
 次に自主防災組織についてですが、本市では、自主防災活動を中心的に進める自主防災組織

を行政区ごとに組織し、一斉防災訓練などの実施をしてきましたが、これからも図上訓練や学

習会などの取り組みを進めてまいります。また、災害時に必要な資機材につきましては、各支

所に備えるとともに、各自主防災組織においては自主防災組織防災設備整備費補助事業を活用

していただき、防災備品等の整備を進めているところであります。 
 安全への備えはまちづくりの基本であり、市民のかけがえのない生命や財産に関わる重要な

使命と考えておりますので、地域の防災力の充実強化を今後も進めてまいります。 
 続きまして、遊休資産の処分についてのご質問にお答えします。 
 市では合併後５年が経過し、行政機能の再編・統合により職員数は年々減少し、利用しなく

なった庁舎の事務スペースが増えています。現在、支所の空きスペースの中で一宮支所の３階

を笛吹きらめきテレビ（株）、八代支所の１階を笛吹市社会福祉協議会、境川支所の２階を甲

府・峡東地域ごみ処理施設事務組合との間で、笛吹市公有財産管理規則に基づき賃貸契約を結
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び活用されています。そのほか、公共施設の空きスペースについても、施設を管理する担当課

が使用内容を判断し、貸し付けしています。 
 今後も空きスペースが発生した場合は、申請者の使用目的を検討し、貸し付けを進めていき

たいと考えます。 
 市で所有する未利用地について、現在、隣接者等の有効利用が図られ、申し出があった物件

に関しては、関係所管課で組織する公有財産管理運用検討委員会で検討し、条件の合ったもの

については、公有財産管理規則により処分を行っています。 
 今後は企業会計方式を用いた、新地方公会計制度に向けた公有財産台帳システムの整備を進

め、将来的に行政財産として利用されない売却可能資産の洗い出しを行い、市民の皆さんに公

表し、有効活用できるよう処分・貸し付けを行いたいと考えています。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（上野稔君） 
 再質問を許します。 
 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。分団交付金につきましても、各分団、旧町村の歴史、文化等を背

負った中で活動していて、一概に均一というわけにはいきませんが、ぜひ団員の皆さまにも納

得していただけますよう、公平な交付をお願いしたいと思います。 
 質問ですが、今のお話の中で、一宮のほうで統合されたというお話が出ましたが、そこの行

政区をお聞きしたいと思います。 
 それと自主防災組織についてですが、現在、市内において行政区、また職場、官公庁などに

おきまして、おおよそいくつぐらいの自主防災組織が構成しているのか、分かったらお願いし

たいと思います。 
〇議長（上野稔君） 

 山下総務課長。 
〇総務課長（山下真弥君） 

 中村議員の再質問にお答えします。 
 一宮町の部の統合でございますが、２組ございました。１組が１６部の神沢、１７部の東新

居、２０部の土塚、これが今年の４月、統合をしました。それから、もう１組が１８組、狐新

居、１９部の金沢、これがやはり今年の３月に統合をしております。 
 それから、もう１点。自主防災組織等の数でございますが、ご承知のとおり１３２の行政区

に自主防災組織がございますが、そのほかに消防法に基づきます自営消防組織が一定規模以上

の施設で、主に本市ではホテル、旅館等でございますが、自営消防組織の設置が義務付けられ

ております。設置義務のある施設につきましては、市内に５９５施設ございますが、そのうち

８０％にあたります約４８０施設に自営消防組織が組織されております。消火器や避難器具等

の点検など、日常的な取り組みのほかに、避難訓練など行う組織でございますので、未設置の

施設につきましては、消防本部を通して、設置について引き続き指導をしてまいります。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（上野稔君） 
 再々質問はありますか。 
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 （ な し ） 
 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。 
 １７番、小林始君。 

〇１７番議員（小林始君） 
 関連質問をさせていただきます。 
 統合問題についてですけども、先ほど笛吹市の分団が７分団、９６部あると伺いました。そ

れで、統合問題につきましても、何年か前から、この事業が進んでいるわけでございますけど

も、 終的に、この統合事業が何部になるのか。そして団員数の削減も、現在１，８０４名で

すか、これが何名になるのか、この点と、そして統合の、先ほど３組の例がありましたけども、

この３組の統合にあたりまして、その統合した後の、例えば問題点、よかった点、悪かった点

についてありましたら、お聞きをしたいと思います。 
 以上でございます。 

〇議長（上野稔君） 
 答弁を、総務部長。 

〇総務部長（梶原清君） 
 小林議員の関連質問にお答えいたします。 
 消防については９６部ですが、合併当初につきましては、７分団、１００部でありましたが、

現在は７分団、９６部になっております。統合の過程は、先ほど言いましたように、御坂で

１９年に１８部と１９部が統合しまして、１９部。２１年度、一宮分団は１８部、１９部が統

合して１８部。一宮分団で１６部、１７部、２０部が統合して、１６部ということで統合にな

りました。 
 市としましては、当面の目標としましては現在９６部を６５部前後に目指しております。こ

れにつきましては、基準として１つの部の管轄がおおむね人口１千人くらい、世帯については

３００から４００ぐらいを基準に考えておりまして、ただし石和分団と芦川分団については、

若干、その基準には合わないではないかと思いますが、目標としては６５部を目標にしており

ます。部員数につきましては現在１，８０４名ですが、おおむね３割減ぐらいの、１，５００名

くらいの団員数を目標としております。 
 いずれにしましても、部の統合および部員数につきましては、分団と部、それに行政区との

ご理解を十分呼びかけながら、進めてまいりたいと思います。 
 それから統合した部の問題点、課題はあるかということでありますが、一宮の統合につきま

しては、まだ統合をしたばかりでありまして、車両とか詰め所、先ほど答弁でも述べましたが、

詰め所の用地の問題等がございまして、まだ具体的な整備はしてありませんが、御坂分団につ

きましては１８年度に車両、２０年度に詰め所ということで、統合したところについては、す

でに車両と詰め所については、整備を行いました。 
 御坂分団につきましては、まだ２つの部が統合して、部員数を削減するわけですが、まだ実

際、部と協議の人数が整いませんので、現状定員については、まだ減ではありませんが、統合

した場合については、今、団員確保が非常に難しいときでありますので、協議を行いまして、

部員の数の減員等がされると思います。そんなことで、一宮分団につきましても、まだ具体的

な整備は進んでおりませんので、特に今のところ、合併したところについて、問題等について
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は聞いておりません。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（上野稔君） 
 再質問はないですか。 
 （ な し ） 
 以上で、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） 
 正正会の新田治江です。通告に従いまして、２点質問いたします。 
 １点目、医療費、国保削減対策について。 
 国民健康保険で負担する医療給付費が５０億円を突破する見込みで、財政を大きく圧迫して

います。一人ひとりが医療費削減に努めることが大切となってきます。また、日本人の生活習

慣の変化などにより、糖尿病などの生活習慣病の有病者予備軍が増加しており、それを原因と

する死亡者数は、全体の約３分の１にものぼると推計されています。平成２０年４月より実施

されている生活習慣病予防のための新しい健診、保健指導ですが、受診率が３２．３％という

数字でした。以下、質問に入ります。 
 １．医療費の増加は著しく、国保財政を圧迫している状況を市民に知らせ、理解してもらう

工夫はどのようにしているか。 
 ２．特定健診、健診受診率３２．３%を向上させるための対策は。 
 ３．特定健診の結果から生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善による生活習慣病

の予防効果が期待できるように対して、生活習慣病を見直すサポートをする動機付け支援

と積極的支援がありますが、今の体制で保健師、栄養士の人員は足りていますか。 
 ４．健診結果後の指導の状況は。 
 ２問目に入ります。平成２１年全国小中学生俳句会の進行状況をお聞きします。 
 この本日の質問なんですが、ちょっと、その動きを少しお話します。 
 「母の日の 田んぼで渡す ネックレス」この句は、境川村のときに小学生の部で 優秀を

受賞した作品です。とても楽しい俳句で、私の心の中に今も留めています。 
 俳句の姿は、年齢に従って変わってくるものです。子どもでなければ作れない俳句、そうい

う意味でも、この小中学生俳句会は大切なものと思っています。文化の里事業として定着し、

第１３回目となることに感謝しつつ、質問いたしました。 
 小中学生俳句会は、文化の笛吹市をアピールするためにも、平成２１年度の取り組みと状況

をお聞かせください。 
 以上です。 

〇議長（上野稔君） 
 当局の答弁を求めます。 
 １番目の答弁を、加藤市民環境部長。 

〇市民環境部長（加藤寿一君） 
 新田治江議員の一般質問、国保医療費削減対策について、お答えいたします。 
 国民健康保険事業はご承知のとおり、国民皆保険のもと他の医療保険加入者でない、すべて
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の住民が加入する、地域に も身近な医療保険制度です。笛吹市の人口の約３５％が国民健康

保険の被保険者となっております。医療費の状況は合併後も伸び続け、昨年の医療費総額は

４８億６，４７０万円でした。今年度もすでに昨年のペースを上回っており、年間総医療費は

５０億円を超えるものと見込んでいます。また現在、全国的大流行期に突入したといわれる新

型インフルエンザによる医療費の増加も懸念されるところであります。今後、全市的な医療費

の削減対策が必要な状況にあると言わざるを得ません。 
 まず、医療費の増加に対しての理解を求める方策についてですが、従来より実施しておりま

すのが２カ月に一度、本人にどのくらいの医療費がかかったのか、ご確認いただくために発送

する医療費のお知らせです。また、頻繁に医療機関にかかった方や重複して同じ症状で別の医

療機関を受診した方を保健師が訪問し、指導をすることなどを継続的に実施しております。 
 近の医療費の状況につきましては、冒頭に述べたとおりでありますが、現在の国民健康保

険財政を取り巻く環境は悪化の一途をたどっており、収納率の低下や医療費の高騰により国保

財政は極めて厳しい状況にあります。さらに今後、新型インフルエンザの流行が叫ばれる中、

医療費を抑制するには、国保に加入する全被保険者の意識改革を行うことが何よりも大切であ

ると考えているところです。 
 以前から広報等により、医療費の削減についてのお知らせや通知を行ってまいりましたが、

今後さらに加入者の目に留まり、医療費の削減に対し啓発できるよう早い時期での国保新聞を

発行したいと考えております。 
 また、笛吹市ホームページ上にあります情報広場に、常時、医療費情報の掲載を行い、広報

ふえふきへは毎月、国保情報や特定健診などのお知らせを掲載しています。さらに病気の重症

化を防ぐための方策として、昨年から実施しております特定健診の検査項目の中に、常に疾病

統計の上位に位置する腎不全に対する早期発見を目指し、本年度から尿酸およびクレアチニン

の検査項目を国保単独で上乗せし、実施しているところです。 
 次に特定健診、特定保健指導の受診率向上対策についてのご質問ですが、昨年度から高齢者

の医療の確保に関する法律に基づき、４０歳から７４歳の方々を対象に生活習慣病に着目した

特定健診、特定保健指導の実施が義務付けられました。市でも平成２０年３月に特定健康診査

等実施計画を策定し、健診や保健指導の受診率等の目標設定をした中で、鋭意取り組んでいる

ところです。 
 昨年の特定健診の受診率は、実施計画における被保険者１万６，８０７名に対して５，

４３１名で、受診率は３２．３％でありました。本年度の健診は４月２７日の一宮地区から始

まり、延べ４７日間を計画しております。すでに一宮、石和、芦川地区を終了しておりますが、

３地区での受診率は昨年を上回っている状況であります。また、国保人間ドックは４０歳から

６４歳の受診希望者を対象に６月１日から１２月まで、１０医療機関と契約し、現在実施中で

あります。 
 受診率向上に向けた取り組みでありますが、本年度は実施時期を前期と後期の２期に分けて

実施し、前期に都合がつかない方の融通を図ることで受診率の向上に努めているところです。

また、年度当初の申し込みができなかった方やご存じない方のために、９月１２日、春日居か

ら再開される健診に向け、御坂、八代、境川、春日居の各支所を通じて「特定健診を受けましょ

う」のチラシの回覧を、各行政区長に依頼したところであります。 
 また、未受診者約１万５千名の１割の方を抽出し、アンケート調査を実施し、受診しない、

 １２９ 



またはできない原因を究明し、来年度の受診率の向上に向けての検討資料とする予定です。さ

らに現在、来年度以降での受診率向上対策として、笛吹市医師会と個別健診の実施に向け、協

議を行っているところです。 
 今後、協議が順調に進み、かかりつけの医療機関において特定健診が受診できるように、市

として前向きに取り組んでまいりたいと思います。 
 次に保健師、栄養士の人員についてでありますが、健診後の指導状況についてのご質問と併

せて、お答えさせていただきます。 
 昨年の特定健診における特定保健指導対象者は積極的支援２７８名、動機付け支援４２１名

で出現率１２．９％でした。このうち指導実施者は積極的支援１９名、動機付け支援１７５名

で指導実施率２７．８％とういう状況でした。 
 昨年の制度改正により、保健指導の内容も従来のプロセス重視の保健指導から結果を出す保

健指導へ、健診結果の経年変化および将来予測をふまえたフォローアップの実践へと変わって

きており、現在、国民健康保険課に保健師２名、栄養士１名の体制で保健指導を行うとともに、

終的には医療費の削減に取り組んでいるところです。 
 今後、国が示す平成２４年度の目標受診率６５％に向けて、毎年の受診率を上げていく必要

がありますので、これに伴い、保健指導の対象者も増えていくことから、現状での人員では対

応できない部分も出てくることと思いますが、生活習慣病対策と予防重視の基本的な考えのも

と、保健指導に必要な保健師の配置、在宅の専門職の活用、アウトソーシングなどの活用を含

め、検討してまいりたいと考えております。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（上野稔君） 
 ２問目の答弁を、早川教育次長。 

〇教育次長（早川哲夫君） 
 新田治江議員の一般質問、平成２１年度全国小中学生俳句会の進捗状況はについて、お答え

をいたします。 
 議員もご承知のとおり、小学生・中学生俳句会は文化活動を身近なものとして感じ、小学生・

中学生の皆さんが、ただいま議員がご披露してくださいました俳句に象徴されますように、み

ずみずしい感性による俳句づくりを通して、心豊かに成長することの手助けにしていただきた

いことを趣旨に、平成９年に旧境川村で始まり、合併後の笛吹市が継承しているものでござい

ます。関係機関のご協力をいただきながら、今年度で第１３回を迎えることになります。 
 第１回は東八代郡下を対象としまして、１人２句以内で、小中合わせて２，８９１句という

規模でした。第２回からは山梨県内に規模を広げ、第４回からは１人１句としまして、平成

１４年、第６回には境川村の村制施行１００周年を記念して、全国規模の俳句会として、１，

０９６校、３万４，３６５名の投句がありました。 
 第７回からは文部科学省の後援をいただきまして、大賞を文部科学大臣奨励賞とすることに

なりましたが、第６回を頂点に投句数が減少しまして、合併を迎えました。 
 担当課の努力もございまして、前回の第１２回では２１８校、１万６，４９６句と合併後、

も多くなりました。特に市内２０校すべてが参加しまして、３，２３３句が投句されており

ます。 
 さて、ご質問の今年度の第１３回の小学生・中学生俳句会でございますけども、４月に教育
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委員や文化協会俳句部長などの関係者によります実行委員会を開催し、募集要項などを決定い

たしました。それを受けまして、文部科学省や山梨県などの後援名義使用許可および各賞の申

請を行い、昨年より２週間ほど早い、５月２５日に各学校に募集要項などを送付し、募集を始

めました。 
 今年は平成２５年、第２８回国民文化祭の山梨県開催に向けまして、初めて第２４回国民文

化祭静岡大会の協賛事業といたしまして、文化庁に申請をいたしました。募集要項にも明記さ

せていただいております。また昨年度は、約９００校に募集要項を送付しましたが、基本的に

は俳句会を周知することが、投句数の増加、しいては笛吹市のアピールとなると考えまして、

今年度は山梨だけではなく、東京、神奈川、静岡、長野の４都県のすべての小中学校と北は北

海道、南は九州・沖縄までの約６，２００校に対しまして、要項を送付しました。 
 これによりまして、８月下旬の時点で、昨年度同時期より学校数・投句数とも、ほぼ倍近い

状況となっております。すでに９月７日に募集を終了いたしまして、 終審査をふまえ、１１月

２２日に表彰式を開催する運びとなっております。多くの子どもたちの素直な、みずみずしい

感性によります作品に、大いに期待をしたいと思っております。 
 なお、公務ご多忙ではございますけども、その時期には議員さん方にも表彰式のご臨席を賜

り、入賞した子どもたちにぜひ、お祝いをしていただきたいと存じます。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（上野稔君） 
 再質問を許します。 
 新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 
 答弁の中にも、啓発として国保新聞を出すというお話でしたが、今までの広報ですと、字が

小さくて読みづらい。そして、こういうふうな国保のカレンダーとかも配布はしてあるんです

けど、比較的字が小さくて読みづらいですね。そして、例えば、これは公民館のところにあっ

たんですけど、笛吹市を元気にしよう料理コンテストとか、やはり食生活の面から元気にとい

うことで、こういうチラシを出しているんですけど、こういうふうに字が大きいと、パッと見

て、何かなと興味を引くので、例えば国保新聞にしても、こういうふうな大きな字で読みやす

くしてほしいと思います。 
 そして、めくれば、こういうふうな事業を進めていくには、市民と一体になって減らしてい

こう、自分たちも生活習慣病を取り入れたということをよく理解してもらうためにも、例えば

地域に下りていって、先ほどの中にもありましたけど、行政区におりていくとか、そんなこと

も言っていましたけども、やはりいろんな事業というのは、市民と一体になっていくので、行

政区に、例えばおりていくとか、そしていろんな面でＰＲしてもらいたいと思います。そして、

よく地域で「やってみるじゃん」もしていますね。そういう「やってみるじゃん」のところで

も、こういう国保財政のこととか、お医者さんのかかり方、生活習慣病を予防するにはという

ふうな分かりやすいことを、もし自分たちが行けなかった場合には、横のつながりで、情報を

提供して、そんなところでも、いつでもそういうことが話題にのぼるようなことなどをしてほ

しいと思います。 
 そして、先ほども区長さんには話をしてあるとおっしゃっていましたけど、やはり区の常会

なんかでも、区長さんによく、その話をして、市民も自分たちで気をつけていく、そういうこ
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とを一番分かって、市民と一体となって医療費の削減をしていくことが大切と思いますので、

そのようなＰＲをしていってほしいと思います。 
 そして、私も 近、歯医者さんへ行くようになって、歯医者さんのところに歯周病検診とい

うことが載っていましたけど、このカレンダーを見ると、やはり歯周検診とか出ているんです

けど、こういうふうなことも、今は健康は口からといって、歯がある人こそ医療費もかからな

いという、山梨県の実態調査からも出ています。ですから、そんな面でも、この歯周検診をもっ

とＰＲをしたり、そしてこの中にも、対象の年齢が４０歳からとあるんですけど、できればも

うちょっと早いうちに、２０歳からというような拡大ができないか、そんなこともお聞きした

いと思います。 
 それと俳句の件ですけど、やはり今、聞きますと、すごく、たくさんの学校に出してくれて、

とてもご苦労なことと理解しますが、なるべく多くの、全国に発信して、笛吹市俳句の里とい

う意味でも、ぜひアピールをしていただきたいと思います。 
 そして表彰式のことですが、表彰式は、スコレーではなくて境川総合会館でしてくれるとい

うことは、その地を大事にしてくれている配慮だと感謝しています。そして、その表彰の方法

なんですけど、表彰式で賞状を渡して、あとで１冊の冊子にして渡すようですけども、そのあ

と、終わったあと、俳句のできる小黒坂ですね、その地を案内して、そして地域発見ではない

んですけど、小黒坂の地へ行くと、坂道が多くて石畳がある。そういう実態が俳句を作る場所、

そういうものを表彰者には、直に肌で触れてもらいたいと思いますので、ぜひお願いしたいと

思います。 
 そして、今、９月の句に「芋の露 連山影を 正しうす」、その作られた場所、南アルプス

があって、そしてサトイモの葉っぱに朝露がのって、そういうそこで作ったという場所も近く

にありますので、ぜひ俳句の作られたという、そういうところも子どもたちに案内してあげれ

ば一生の思い出となり、笛吹市の思い出にもなると思いますので、大変だと思いますが、そん

なこともお願いしたいと思います。 
〇議長（上野稔君） 

 当局の答弁を求めます。 
 まず 初に、加藤市民環境部長。 

〇市民環境部長（加藤寿一君） 
 それでは、新田治江議員の再質問にお答えをさせていただきます。 
 なお、歯周病につきましては、保健福祉部のほうでお願いしたいと思います。 
 まず、国保新聞を今回、補正でお願いして、発行する予定をしております。今、お話にござ

いましたように、たしかに皆さんに見て、よく知っていただきたいというのが大きな目的でご

ざいますので、注目して見ていただけるように、その字の大きさ等にも心がけ、また見やすい

ような形での発行を心がけていきたいと思っております。 
 それから、この財政状況とか、あるいはかかり方のＰＲでございますけども、これにつきま

しても、今、非常に国保財政が厳しいのは、医療費が年々上がっているというのが非常に大き

な要因でありまして、２１年度につきましても、昨年度より４．３６％も医療費の増を見込ん

での予算編成をしてございます。こういう意味で、その医療費が上がった分については、被保

険者の国保税に跳ね返るという、そういう現状がございますので、そのへんについて、被保険

者の皆さまに理解をしていただきますよう、例えば今、お話がありました区長会とか、それか
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ら「やってみるじゃん」のお話がございました。「やってみるじゃん」につきましては、高齢

福祉課が社会福祉協議会に委託してやっている事業ということで、１千数百回やっている、あ

ちこちでやっている事業でございます。ただ、基本的に言えば介護予防が主な目的ということ

でございますけども、それにしても、医者にかかる機会が非常に多いかと思いますので、これ

らもいろいろな機会を見つけて、皆さんに今の厳しい状況、それから医療費を削減するための

協力等のお願いを心がけていきたいと思っております。 
 以上で、答弁を終わります。 

〇議長（上野稔君） 
 中川保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（中川啓次君） 
 新田治江議員の再質問の中で、歯周病検診につきましては、健康づくり課のほうで実務を担

当しておりますので、私のほうからご答弁を申し上げます。 
 歯周病検診につきましては、健康増進法に基づきまして、４０歳、５０歳、６０歳、７０歳

の節目の年齢の方に受診券の交付をさせていただきまして、毎年４月１日から１２月３１日の

期間に山梨県の歯科医師会に加盟している、歯科医院での検診を実施させていただいておりま

す。 
 昨年の実績を申し上げますが、２０年度は対象者２０４名に通知を差し上げまして、このう

ち４０歳の方が１０名、５０歳の方が７名、６０歳の方が１９名、７０歳が７名ということで、

合計で４３名の方が受診をされております。この対象者の年齢の拡大につきましては、ただい

ま申し上げましたように、健康増進法に基づく年齢の該当者ということで、対象年齢を絞らせ

ていただいているわけですが、今後２０歳、あるいは３０歳の方のご要望が多ければ、また検

討させていただきたいというふうに考えております。 
 以上です。 

〇議長（上野稔君） 
 早川教育次長。 

〇教育次長（早川哲夫君） 
 新田議員の再質問にお答えいたします。 
 俳句会の表彰式、一時はアクセス的にも境川よりも、むしろスコレーのほうが近いではない

かというふうな議論がございましたけども、やはり議論の上、俳句の里 境川でやるのが正し

いんではないかということで、現在も表彰式を行っております。 
 それから小黒坂の部分の、飯田蛇笏・龍太の生誕の地、実家があるところでございますけど

も、入賞者は、例えば昨年の場合は九州から来ているというふうな部分がございまして、非常

に日程的に見学が難しい部分がございますけども、おっしゃるとおり、そういったメニューも

設けようかと考えております。 
 以上でございます。 

〇議長（上野稔君） 
 再々質問はありますか。 
 新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 
 健康の面では、やはりまだまだ、そして２０年度と、昨年度が初めてで、やはり 初のとき
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には少なかったんですけど、今年度は増えているということで、できるだけいろんなところで

ＰＲをしていくようにお願いします。 
 そして、国保税についても、自分を出さなくても国、県、市、そして国保の税金から出てい

るという、そういう成り立ちが分からない人もまだまだいますので、そういうことをよく分か

る、自分たちが使っているから上がるということをよく分かったり、そしてそのために、今、

このような特定検診になったという経過などをよく説明して、本当にいろんな事業は、やっぱ

り市民も一体となってやっていかなければ、やはり進みが悪いと思いますので、ぜひよろしく

お願いします。 
 そして積極的支援、動機付け支援ももうちょっと率が上がるように、また大変でしょうが、

そして人員削減といいますが、やはりそういうときに人がいなかったら、やはり思うように仕

事もできないと思いますので、ぜひそちらのほうも考えてほしいと思います。 
 そして俳句のほうでは、これは市長にお願いなんですけど、境川のときには角田村長がいつ

もいろんな面で、冒頭に俳句を言っていました。ぜひ、いろんな面で、観光のトップセールス

を市長、一生懸命して、大変ご苦労ですが、今度は文化の面のトップセールスで、また俳句を、

市長にしていただきたいと思いますので、ぜひ文化面、トップセールス、よろしくお願いした

いと思います。 
〇議長（上野稔君） 

 これは要望で。 
〇１５番議員（新田治江君） 

 できれば。もし。 
〇議長（上野稔君） 

 では、荻野市長。 
〇市長（荻野正直君） 

 ご提案をいただきまして、ありがとうございます。 
 私もまだ俳句に関しては、あまりよく勉強しておりませんから、しっかり勉強して、人前で

しっかりできるようになりましたら、そのようなことも取り入れていきたいなと、こういうふ

うに思っております。よろしくお願いします。 
〇議長（上野稔君） 

 以上で、新田治江君の一般質問を終了します。 
 関連質問を許します。 
 １１番、中村善次君。 

〇１１番議員（中村善次君） 
 ２、３、お聞きしたいと思います。 
 わが国を代表する俳人である飯田蛇笏・龍太氏の２代にわたり、「きらら」「雲母」等の発刊

の地であります、境川町の小黒坂を全国に発信しようということで、質問をいたします。 
 ご承知のとおり、全国の俳句を愛する方なら小黒坂の地名を知らない人はいないだろうと、

私は思います。龍太氏の文学に寄せる思い、特に俳句に寄せる熱い思いの残る石畳を中心に散

策コースを設定し、仮称、文学の道の策定について、また歴史・文化の町をネット等を通じ、

全国へ発信し、誘客を計画する用意があるのか。その２点について、伺います。 
 また本日、私の手元に山梨県県立文学館で編集しました飯田龍太展、この作品集の中にも小
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黒坂の石畳が写真で載ってございます。そんなことで、よろしくお願いをしたいと思います。 
 次に例年、開催しております俳句の発表でございます。作品に対する表彰式を小黒坂で行っ

たら、いかがでしょうかということでございます。市の所有する建物内でのありきたりの表彰

式より、ご当地、小黒坂において行ったら、出席者それぞれ思い思いに想像し、心に残る表彰

式ができるだろうと、そんなふうに考えておりますけども、この点についても伺います。 
 それから、もう１点。境川町には、俳句の立て看板がいくつかございます。この差し替えは

支所職員がときどき行っていると、私は聞いております。また、旧町村時には町民会議等の組

織があり、青少年の健全育成を願い、これも標語を募り、町内各所に立て看板を設けた経緯が

ございます。 
 合併５年が経過し、看板の文字の判明ができないもの。あるいは破損しているもの。途中か

ら折れているもの等がございます。現状では管理不十分ではないかなと、私、感じております。

青少年育成上からも、きちっと整理をしておくことが肝要であると思いますけども、以上、数

点について、お考えをお聞きしたいと思います。 
〇議長（上野稔君） 

 答弁を、早川教育次長。 
〇教育次長（早川哲夫君） 

 ご質問にお答えいたします。 
 突然のご提案でございますけど、文学の道ですとか、歴史・文化のまちの宣伝というふうな

ことでございますけども、文化財関係はただいま調査しております国分寺、それから春日居寺

本、そして今現在、資料作成中であります芦川の古民家群という部分もございますので、それ

も合わせまして、これから総合的に考えていきたいというふうなことにさせていただきたいと

思います。 
 それから俳句の発表の場所でございますけども、おっしゃるとおり、小黒坂もよろしいんで

ございますけども、やはり車の関係ですとか、主要な部分で今のところ、境川総合会館がよろ

しいというふうなことで、終わったあと、その地を、例えばバスを用意してまわるとかという

ふうなことで、やったらいかがかなと考えております。 
 それから俳句の立て看板でございますけども、これは私も昨日、境川の職員に聞いたもので

ございますけども、境川の出入り口に看板があって、それを支所で借りているというふうな話

を聞いております。各町村には、現在は例えば、当時は町民会議ですとか村民会議ですとか、

青少年のためのそういう会議がございまして、それがそれぞれの標語を作った立て看板が、た

しかございました。中には、八代で言いますと田もつくり、詩もつくろう、というふうなもの

がございまして、非常に印象深い標語でございますけども、たしかに言われてみますと、町民

会議の看板も古くなっておりまして、それはどこが管理しているのかと言われますと、それは

どこというふうな明確な管理もございませんので、これにつきましては各支所と相談しまして、

しかるべき対応をしていきたいというふうに考えております。 
 以上でございます。 

〇議長（上野稔君） 
 再質問ありますか。 
 中村善次君。 
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〇１１番議員（中村善次君） 
 先ほど、文学の道の策定について、ちょっとお答えに、甘いというか曖昧というか、そのよ

うに感じましたので、その点もう一度、お願いしたいと思います。 
〇議長（上野稔君） 

 早川教育次長。 
〇教育次長（早川哲夫君） 

 今からは食べるものとかではなくて、やはり文化というものが非常に重い価値を持ってくる

と思います。その代表が、いわゆる千年の都 笛吹市というふうに代表される文化だと思いま

すので、それは当然、文学も歴史もすべて文化でございますので、併せまして、何かしらの方

法を考えていきたいというふうに考えております。 
 以上でございます。 

〇議長（上野稔君） 
 荻野市長。 

〇市長（荻野正直君） 
 飯田龍太・蛇笏氏の生家を中心にして、俳句の里をつくっていくと、こういうことに関しま

しては、実は地元からもいろいろご提案をいただいております。しかし、一番肝心になります

飯田家でございますけども、このへんの話が、もうひとつ前に進まないということで、地元の

人たちは、そのことがＯＫになったときには、市長、しっかり一緒に考えていきましょうと、

こういうふうな話し合い、ここまでは、実は話が進んでいることをご報告しておきます。 
〇議長（上野稔君） 

 では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。 
 特定健診の関連質問をさせていただきます。 
 特定健診の受診率が３２．３％を向上させるには、集団健診だけではなく、医師会の協力に

より個別健診ができれば、普段、自分が通っている医師にみていただけるので、受診しやすい

と思いますが、その協議等々、どの程度、進んでいるのか、お聞きいたします。 
 以上です。 

〇議長（上野稔君） 
 加藤市民環境部長。 

〇市民環境部長（加藤寿一君） 
 それでは、風間議員の関連質問にお答えをさせていただきます。 
 今、おっしゃられましたように、健診率を上げるには、当然、日ごろ通っている医療機関で

かかってもらうというのは、非常に有効な手段だというふうに思っています。そういう意味で

は、実は去年までは、集団健診と人間ドックだけの健診でありましたけども、今年に入りまし

て個別健診をしたいということで、市内３４の医療機関があるんですが、この先生方と協議を

今、させていただいている 中でございます。 
 初でございますけど、６月１８日になりますけども、市の医師会の定例会がございました。

こちらのほうに、私どものほうで担当が出向きまして、特定健診と個別の健診導入について、

お願いをしてまいりました。その後、医師会の先生３名と、それから国保課と、介護の生活指
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導もございますので、高齢福祉課の３者で小委員会を設置いたしました。すでに２回協議を

行っております。今月中には３回目の協議をする予定でございますけども、この協議をする上

で、大きな部分、協議しなければならない部分というのは、健診の費用でございます。これは

集団健診よりも、当然、健診費用は高くもなるということと、それから国の補助金は限られて

いると、その兼ね合いがございます。それから、あとデータにつきましても、それぞれの医療

機関から電子データで打ち込んでいただくわけにはいきませんので、これを統一的に挙げてい

ただく方法がございます。この２点が非常に大きな協議でございますけども、今、協議を続け

ている 中でございます。そういう健診の受診率向上という意味からも、なんとか平成２２年

度には個別健診が導入できるように、今後とも努力をしていきたいと考えております。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（上野稔君） 
 以上で、関連質問を終わります。 
 ここで、暫時休憩といたします。 
 再開は２時５０分。 

休憩  午後 ２時３５分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ２時５０分 
〇議長（上野稔君） 

 再開いたします。 
 一般質問を続けます。 
 ３番、野澤今朝幸君。 

〇３番議員（野澤今朝幸君） 
 改革市民派の野澤今朝幸です。議長の許可を得ましたので、２つの論題について質問したい

と思います。 
 １問目は経費を伴う１００条調査、この議案の提出要件についてです。２番目は、再三出て

います大型施設工事整備に関する中の、いわゆる多目的ホール建設の適否の判断についてとい

うことで、質問します。 
 質問に先立ちまして、昨日の代表質問でも、また市長、議長のあいさつでも政権交代につい

ての言及がありました。私も民主党の推薦のもとに議席をいただいていますので、一言、言及

したいと思います。 
 特に言及されたことは、どちらかというと不安と多少の批判が入り混じったものかと思いま

した。その中で大久保議員は、極めて分析的な発言があり、ありがたかったです。 
 今回の政権を新型インフルエンザに例えた人もいますけれど、これは風邪とか、そういうも

のでは、私はないと思います。大久保議員も言われましたように、これは地殻変動であるとい

うふうに思っています。 
 ５５年体制からの、まさに宿痾といわれるような病理現象が、これが国民の怒り、これが飽

和状態になったというような結果であろうかというふうに思います。言うまでもなく官僚への

丸投げ、そして政官業の癒着、さらに国益よりも商益、そしてわれわれに も関係する中央集

権・中央特権、このような、今までの宿痾ともいうような、そのものに対する批判が、このよ

うな形になったかというふうに思っています。そういう意味で、われわれ地方自治体の政治を
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預かるものも、自分の問題として受け止める必要があろうかというふうに、私は考えています。

とりわけ、民主党は中央集権から地域主権ということで、明治以来の中央集権を抜本的に改革

して、そして地域主権国家へ転換するというふうに原則の中で述べています。 
 そういう中で、私が今回、２つ質問しますけれど、ここに関わることであります。とりわけ

地域主権が進めば、これは言うまでもなく、市長の権限は増大します。それに比例するように、

われわれ議会の市長、あるいは市政に対する批判、そして監視、修正、対案をまとめる、こう

いう能力がそれに並んで、同じように重要であるわけです。言うまでもなく、これが、いわゆ

る地方自治の二元代表制であります。 
 そういう中で、今回の第１問目に質問します経費を伴う１００条調査議案の提出要件につい

てでありますけれど、１００条調査というのは、これは議会が与えられている行政への監視、

これの も厳しい局面での保障、担保されたものであります。議会に。そういう中にあって、

ご存じのように、６月の臨時議会におきまして、審査順番まで決まろうとしている過程におい

て、聞くところによりますと、市長の調査経費、限度額１０万円が議案に載っているようだが、

これはどこから出せるかという発言があり、この発言をきっかけに不受理ということの結果で

ありました。これは裏を返せば、予算計上なしには、このような案件の議案の提出自体、無理

と考える、このように解釈できるわけです。 
 先ほども言いましたように、行政に対する監視、この１００条調査、これが保障されている

わけです。それに対して、市長がこのような発言をしたわけですから、もう一度、市長にお伺

いしたいです。 
 では、逆にどういう要件がそろえば、経費を伴う１００条調査、こういう議案は議会へ提出

可能かということをまず、市長の口から明言していただきたいというふうに思います。非常に

重要な論題であろうかというふうに、私は認識しています。 
 ２番目ですけれども、多目的ホール、この建設の適否の判断について、お伺いしたいと思い

ます。 
 ご存じのように、６会派からの代表質問のうち４会派から、この多目的ホールを含む大型の

施設の整備構想についての質問がありました。重ならないように、できるだけ突っ込んだ質問

をしたいと思います。 
 この多目的ホール、特に合併特例債を使うというのは、ある意味では、今、民主党が言って

います、ひも付き補助金から一括補助金への流れ、こういう形に変えていく中で、１つのケー

ススタディになろうかと思います。つまり何を優先するかということは、われわれ自治体側に

預けられているというふうに考えますので、しっかりしたご答弁をいただきたいというふうに

思います。 
 多目的ホールの概要は、構想の概要から１，５００人規模のホールを用意し、敷地は３ヘク

タール、そして事業費は５０億円程度。そしてさらに、維持管理費は４千万円というふうに載っ

ています。人件費を加えると、たぶん維持管理費が１億円近い金になろうかと、規模から考え

て思うわけです。これだけの大きな施設を、一番怖いのはどこで決断したということが分から

ないうちに、どんどん進んでいく、こういう状態が市民からして一番分かりにくく、また不透

明であろうかと。先ほど情報公開において、非常に素晴らしい実績ということで、全国的に評

価されたと言われますけども、こういうものこそ、しっかり市民に示す中で進めていただきた

いというふうに思います。 
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 そこで具体的な質問ですけれど、すでに構想の中にあるように、今年度の事前調査、そして

地域住民説明会、これはどのような内容で進めようとしているのか、この点が１点。そして、

先ほども言いましたように、市長はどの時点で、何をもってこの建設の適否、可否を決めよう

としているか。これが２点目。そして３点目ですけれど、第１番目と重なるかも知れませんけ

れど、本当に市民のニーズ、あるいはコンベンションとしたら市場ニーズ、こういうものが本

当にあるのか。徹底的な調査、つまり建設の可否、適否を判断できるような調査をする考えが

あるかどうか。この点について、お聞きしたいと思います。 
 以上です。 

〇議長（上野稔君） 
 当局の答弁を求めます。 
 １問目の答弁を、梶原総務部長。 

〇総務部長（梶原清君） 
 野澤今朝幸議員の一般質問、経費を伴う１００条調査議案の提出要件についてにお答えいた

します。 
 １００条調査につきましては、地方自治法第１００条第１項で、普通地方公共団体の議会は、

当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、選挙人その他の関係人の出頭および証言、

ならびに記録の提出を請求することができると定義されています。また第１１項では、議会は

第１項の規定による調査を行う場合においては、あらかじめ予算の定額の範囲内において、当

該調査のため、要する経費の額を定めて置かなければならないとの規定がございます。さらに

同法第２２２条第１項では、普通地方公共団体の長は、条例その他議会の議決を要すべき案件

が新たに予算を伴うこととなるものであるときは、必要な予算上の措置が的確に講ぜられる見

込みが得られるまでの間は、これを議会に提出してはならないとあります。 
 実例によりますと、長のみならず、議会が予算を伴うような条例、その他の案件を提出する

場合においても、この規定の趣旨に則って、あらかじめ長との連絡を図って財源の見通しなど、

意見の調整をすることが適当であると記されています。 
 このような規定となっておりますので、ご質問の発言につきましては、予算を伴うような案

件の場合の取り扱いについての、原則論としての所見を述べさせていただいたものであります。

ご理解をお願い申し上げます。 
 以上で、答弁といたします。 

〇議長（上野稔君） 
 ２問目の答弁を、池田経営政策部長。 

〇経営政策部長（池田聖仁君） 
 野澤今朝幸議員の一般質問、多目的ホール建設の適否の判断についてにお答えいたします。 
 多目的ホールにつきましては、議員のおっしゃるとおり、大きな施設構想であり、多額の費

用も必要となると思われますので、十分な検討が必要になります。 
 １番目のご質問、事前調査、地域住民説明会の内容についてでありますが、検討にあたり、

どのような利用形態の施設が本市にふさわしいのか、建設費やランニングコストはどの程度か、

全国の同規模程度の施設の状況など、基礎的な部分での調査研究を行ってまいります。また、

先の全員協議会で現段階での構想を示させていただき、今議会にも多くのご質問をいただきま

したように、市民の皆さま方にも地域審議会などへご説明させていただき、広く市民の声を伺
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いたいと考えております。 
 次にどの時点で、何をもって可否を判断するのかとのご質問ですが、本年第２回定例会での

ご質問にもお答えいたしておりますとおり、建設に向けては、市民の皆さまの気運の高まりが

必要と考えております。このため、長期的な視野に立ったビジョンを明確にして、さまざまな

機会に市民の皆さまのご意見をいただきたいと存じます。しかしながら、合併特例債が活用で

きる期間は限られておりますので、特例債が利用可能な期間での建設を念頭に入れ、可否につ

きましても検討してまいります。 
 次のご質問、市民ニーズ調査などの実施についてのご質問です。 
 先ほども申し上げたとおり、市民の皆さまのご意見をいただくことは、この事業を検討する

にあたり重要な部分でございますので、どのような形でご意見を伺うかも含め、検討してまい

りたいと存じます。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（上野稔君） 
 再質問を許します。 
 野澤今朝幸君。 

〇３番議員（野澤今朝幸君） 
 まず第１問目の１００条関係ですけれど、前も子どもの医療費無料化のときに、特に

２２２条の話が出ましたけれど、これはこれからの議会、先ほども申しましたように、地方分

権において、本当に市長部局と議会がともに知恵を出して、こういうところで、よりよい政策

を出していくということを考えますと、２２２条があるからというような固い話ではなくて、

議員の能力がもっと引き出せるような、そういう意味で、こういう予算を事前にということに

なれば、その時点で、市民にどういう問題があるかということを、表に出さないうちに取り下

げる、そういうようなことが予想できるわけですけれど、もっともっとここは、ぜひこれは執

行部局にお願いですけど、このへんは笛吹市の議会の風土として、自由に、もっと立案提案で

きるような形であってほしい。これはどこまでいっても、見解の相違みたいな話になりますけ

れど、そういう中で、よりよい自治体経営、自治体運営ということを求めていきたいと思いま

す。これについては、答弁は必要ありません。 
 ２番目の多目的ホールについてですけれど、非常にこの間、６大プロジェクトということで

示されましたけれど、非常に唐突な感じがします。すべてが同じ、同列に論ずることができな

いようなものが、６大プロジェクトということで並べられていたように考えます。とりわけ、

このいわゆる多目的ホール、そしてサッカー場、こういうものが、実はマニフェスト、市長と

部長、そして市民へのお約束ということで、マニフェストを暮れに、皆さんのほうに公表した

時点で、まるで入っていない。それは急にということもありましょうけれど、それにしても、

こういう情報が流れることによって、すでに私が耳にするところによれば、もう造る方向で考

えてみてはどうかということで、地域の婦人の方が動いているようなところも、それは行政が

したことでもなんでもないかもしれないんですけれど、非常に判断のできないところで、先ほ

ど言われましたように、建設の適否の判断ができないような時点で情報が流れていくと、なん

となく、今度はそれに押されるような形で、建設せざるを得ないような、こういうような形に

なろうかというふうに思います。 
 特にこの問題は、一方では市民ホール、一方では観光目的のコンベンション、これはだいぶ、
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両方が重なるにしても、目的が違うものだと思います。形態も違いますし、場所も違ってくる

かというふうに思います。どうも目的と手段があべこべになっているんではないかと。先に、

そんなホールみたいなものを造る。そして理由付けとして、住民の一体化、あるいは観光の振

興というようなことが、あとづけというふうに思えてならないわけです。例えば住民の一体化

ということを考えて、本当に今、多目的ホールが必要なのか。スコレーセンターがあり、桃の

里があり、確かに１，５００人から一緒になれるところはありませんけれど、必要なのかとい

うこともありますし、例えば観光振興で考えれば、本当にコンベンションが、これは今から調

査するということですけれど、コンベンションが、ある程度、これは観光振興ということでは、

採算性も十分考えなくてはいけないと思いますけれど、本当にそういう需要があるのか。先に

手段ありきで進むと、なかなか後戻りできないというのが行政の体質かと思います。むしろ、

例えば観光振興でしたら、今、笛吹市では、非常に軽スポーツ、ソフトボールとかゲートボー

ルとか、こういうものを誘致しまして、かなりうまい形で進んでいるかと僕は思うんですけれ

ど、例えばドーム型のスポーツ広場、こういうものだって、逆に言うと考えられるわけですか

ら、 初、もっと間口を広くして、何に、その目的をしっかり定める中で、手段としてのホー

ルなりスポーツ広場、こういうものを考えていく必要があろうかというふうに思いますけれど、

どうも逆立ちしているように感じるわけです。 
 そういう中で、でき得るならば、市長の口から、市長の発言として、そのへんの、私の今の

疑問等に答えていただきたいというふうに思います。 
 以上です。 
 （「議長、暫時休憩」の声あり） 

〇議長（上野稔君） 
 暫時休憩いたします。 
 再開は、追って連絡いたします。 

休憩  午後 ３時１３分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ３時４８分 
〇議長（上野稔君） 

 再開いたします。 
 当局の簡潔な答弁をお願いいたします。 
 荻野市長。 

〇市長（荻野正直君） 
 野澤議員の再質問にお答えをさせていただきます。 
 １００条の件でございますけども、これは議会の議運の中でのお話でございますから、私は

ルールに則って、予算をどうするんですかと一言申し上げただけでありまして、もし、そのま

ま、それを議案としてあげたならば、間違いが起きなかったかどうか、それは皆さんがご判断

いただくことでございます。 
 次に多目的ホールの建設の件でございますけども、何も唐突に、この話を申し上げたわけで

はなくて、合併協議の段階から、この問題については、実は出ている、新市の建設計画の中に

入っている問題であります。それをなかなか、やっぱり踏み切れなかったというのは、やはり

新市を、いかにして新市の一体化をするかということが 大の、いわゆるテーマでありますか
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ら、そちらのほうに専念をしてきたと。５年を経ちまして、いよいよ、こういった問題にも手

を付けられるような状況になってきたというようなことで、ご提言を申し上げた次第です。 
 なおかつ、この問題につきましては、すでに平成１６年の６月から文化ホールを造ってくだ

さいという要望が御坂地区の方からも出ておりますし、平成１８年７月には商工会、笛吹市経

済懇話会、石和温泉観光協会、御坂町観光協会、一宮観光協会、八代町観光協会、境川町観光

協会、春日居町観光協会、石和温泉旅館協同組合、春日居温泉旅館協同組合、笛吹農業協同組

合等々、２千人規模の多目的ホールを考えてほしいという要望もいただいているところであり

ます。 
 また、平成１９年９月に行われました青年会議所のパネルディスカッションの中でも、この

件については、新市の建設計画の中にあるんだから、早くこの問題について議論をしていただ

きたいと、こういうふうにたくさんの方からご要望をいただいておりますから、なおかつ議会

の中でもお二人の方から、質問をいただいております。 
 したがって、５年経って、ぼつぼつ、この問題に手をつけなければいけないということで、

なおかつ結論ありきで出した場合には、駅舎の問題もそうですけども、進行状況を議会のたび

に、あるいは全協があるたびに報告をしていただきたいということで、駅舎についても報告を

させていただいております。この問題についても、いよいよ、この問題について議論をしたい

ということですから、先の全員協議会において、この５つの問題について、これから残された

合併特例債をいかに有効に活用するかということについて、提案をさせていただいているわけ

でありますから、決して、私が唐突に申し上げた問題ではございませんし、それから、いわゆ

る議会の中にも、できればこの問題について検討委員会なり、あるいは、どういう名前にする

かは分かりませんけども、協議する場所をつくっていただきたいと、こういうところまでお話

をさせていただいているわけでありますから、野澤議員のおっしゃるように、決して、私、い

わゆる執行部が唐突にこの問題を、ここで持ち上げたわけではありません。ぜひとも、ご理解

をいただきたいと思います。 
〇議長（上野稔君） 

 以上で、野澤今朝幸君の一般質問を終了します。 
 一般質問を続けます。 
 ２番、志村直毅君。 

〇２番議員（志村直毅君） 
 笛政クラブの志村直毅でございます。議長の許可をいただきましたので、これより一般質問

を行います。 
 私の持ち時間、残りがわずかということですので、再質問まで想定しておりましたが、お聞

きしたいことはより深く踏み込んだものですので、演台からの質問に含めてお伺いいたします。

通告した範囲内で十分、ご答弁いただけるものと考えておりますので、駆け足になりますが、

答弁をお願いしたいと思います。 
 まず、本市の行財政改革の取り組み状況について、伺います。 
 本市では、現行の第１次行財政改革大綱実施計画の検証をすすめ、第２次大綱の策定に着手

していますが、これまでの検証の状況および今後の取り組みの方向性について、以下、質問い

たします。 
 はじめに行財政改革に取り組む中で、事務事業の再編整理の状況について伺います。 
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 集中改革プラン２００５では定員適正化、市税納税率の向上、事務事業の再編整理、公共施

設運営の見直しなどについて、具体的な目標を掲げ、取り組みを進めているものと思います。

行政サービスが、あれもこれもと広範にわたって行うことが厳しくなってきている状況にあっ

て、事務事業の評価、再編整理は市民の皆さまのご理解もいただく中で、避けて通ることがで

きないと考えますが、これまでの達成状況はどのようになっているでしょうか、お尋ねいたし

ます。 
 次に昨日も笛政クラブの代表質問に対する答弁の中でありました、平成２２年度から導入予

定とされる施策別枠配分予算について、対象とする施策および予算編成の方法について、具体

的にどのようなものとなるのか、お示しください。 
 次に現在、進めている第２次大綱の策定にあたり、今後の市政運営、市営経営の大きな課題

として、財源の確保や大幅な経費節減ということがあると考えられますが、今後の財政見通し

と行財政改革についての基本的な方針をお聞かせください。 
 併せて、実質地方交付税とされる臨時財政対策債について、国の地方交付税特会の赤字は、

すでに５０兆円を超えているわけですが、臨時債は元利償還金の全額を後年度、基準財政需要

額に理論的に算入されるという地方債であり、どの程度、発行するかは、あくまで自治体判断

という中で、できるだけ抑える。そうはいっても借りてしのぐ、活用して市民サービスに役立

てる等、方向性が大切だと思います。市のお考えをお尋ねします。 
 続いて、明日、９月１０日は下水道の日であります。本市の公共下水道の普及促進について、

伺います。 
 本市の特別会計の財政状況には、厳しい状態となっているものも見受けられるところですが、

こうした状況の中、下水道についても整備した下水道施設の活用を促進しながら、自主財源の

確保のために水洗化率の向上を図り、早急な経営健全化に向けて下水道事業の見直しに取り組

んでいるものと思います。 
 そこで、下水道の普及促進のための融資制度についてお尋ねするとともに、若干のご提案を

させていただきながら、現在までの見直しの状況について、お伺いします。 
 まず平成２１年度マニフェストに掲げた目標値には、下水道事業の普及率５７％台後半。水

洗化率７４％台半ばとあり、本年７月末現在で、この数字を達成している状況です。これはど

のような要因によるものなのか。あるいは、２１年度末までには変動していくものなのか、お

聞かせください。 
 次に本市においても排水設備の整備改造のための資金について、下水道法第１１条の３の第

５項に基づく融資斡旋制度がありますが、現在までのこの制度の利用件数を伺います。それと

ともに、同法は公示された下水の処理を開始すべき日から３年以内の水洗便所への改造。下水

への連結を義務付けており、処理区域内において、これら行われていないものについて、相当

の期間を定め、これを命令できるとしていますが、本市でこのような事例はあるのでしょうか。

あるとすれば、命令に従い、改造連結が行われたのか。また、従わない事例があった場合、同

法第４８条による罰金というようなケースはあったのでしょうか、お聞かせください。 
 また、より一層の水洗化率の上昇に資するためにも、この融資斡旋制度がより市民に利用し

やすい制度であることが望ましいと考えるわけですが、例えば連帯保証人の要件を緩和するな

どの手直しを行うなど、有効に活用していける制度改善をご提案いたしますが、これについて

のご所見を伺います。 
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 併せて、こうした見直しや拡充策を講じている他の自治体の例を参考に、下水道に接続する

インセンティブを感じられるような配慮とともに、下水道料金の統一を機に、公平性に留意し

た受益者負担金および補助金の取り扱いをお願いしたいと考えていますが、この点についても

ご所見を伺います。 
 後に下水道事業計画の見直し状況について、お尋ねします。 
 下水道事業は平成１９年７月に発表された政府の社会資本整備審議会、都市計画部会に設け

られた下水道小委員会による新しい時代における下水道のあり方について、 終報告書は地域

性の重視、事業の重点化、事業体系等の見直しなどの５つの視点を提示するなど、厳しい財政

状況の中、国としても政策転換の方向性を示しているものと認識するものですが、本市の見直

し対応について、自治体の財政健全化に寄与するアセットマネジメントの考え方、手法を導入

しているのか。あるいは、ＲＯＡ分析手法などを取り入れているのかどうかも含めて、これま

での進捗状況をお聞かせください。 
 以上、私の一般質問とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。 

〇議長（上野稔君） 
 当局の答弁を求めます。 
 １問目の答弁を、池田経営政策部長。 

〇経営政策部長（池田聖仁君） 
 志村直毅議員の一般質問、行財政改革の取り組み状況について、お答えいたします。 
 初に事務事業の再編整理の状況ですが、集中改革プラン２００５の項目に沿ってお答えい

たします。 
 はじめに事務事業の棚卸しにつきましては、平成１８年度から款項目別予算書に基づいて設

定されている事務事業の単位を、事業別予算に再編する作業を行ってまいりました。これによ

り、どの事業にいくらコストがかかっているかが明らかになりつつあります。 
 続きまして事務事業評価の導入についてですが、平成１８年度に事務事業評価に着手、

２０年度から前年度に実施した、すべての事務事業の評価を行っております。事務事業マネジ

メント・シートに基づいて、事務事業を目的妥当性、有効性、効率性、公平性の観点で見直し、

次年度の方向性を検討する仕組みができ上がりました。 
 次に組織別枠配分予算の導入につきましては、平成１９年度当初予算編成時から部局別枠配

分予算を導入し、これまでの積み上げ方式の予算編成を枠配分方式に改めました。これにより、

予算を投入して重点的に取り組む事業と、限られた予算の中で工夫して展開していく事業との

メリハリが生まれ、選択と集中の行政経営の形をつくることができました。 
 次に事務事業の再編整理の目標公表についてですが、事務事業の再編整理の方向性は事務事

業評価により示す仕組みとなっております。そこで、事前に再編整理の目標を公表するとした

プランの記述は見直すこととなりました。 
 続いて施策評価の導入につきましては、平成２０年度から２１年度にかけて、施策に関係す

る課長をメンバーとする施策マネジメント会議を施策ごとに立ち上げ、それぞれの施策の現状

把握と目標設定を行い、２８本の施策評価を実施いたしました。 
 こうした方法で事務事業の再編整理を実施し、平成２０年度には１９年度に実施した

７７９本の事務事業について評価を行い、廃止・休止の方向性を示した事務事業が３本、目的

再設定が５本、事業統廃合・連携が５本、有効性改善が１５０本、効率性改善が１６３本、公
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平性改善が６４本、現状維持が３８８本という結果を得ることができました。 
 続きまして、平成２２年度から導入予定とされる施策別枠配分予算について、お答えいたし

ます。 
 まず、施策別枠配分予算の対象となる施策は、総合計画の前期基本計画に定めた２８本の施

策、すべてであります。 
 続いて施策別枠配分予算の編成方法についてですが、まず各施策の目標を達成するために実

施している事務事業の事業費をそれぞれの施策ごとに合計して、各施策の事業費を算出します。

次に経営会議、これは市役所内に設置しております庁議ですが、経営会議で２８本の施策評価

結果を参考にして、次年度に優先的に取り組む施策を協議します。併せて、各施策評価で優先

的に取り組む方針を示した事務事業および、新たに取り組む方針を示した新規事務事業、なら

びに事務事業評価で成果向上・コスト増加の方針を示した事務事業について経営会議で協議し、

次年度に重点的に取り組む事務事業を決定します。この時点で、次年度の経営方針が庁内決定

されるわけですが、これにより次年度に力を入れていく施策が決まり、経営資源を重点配分す

ることになります。 
 重点的に取り組む方針を決定した事務事業を政策事業と位置づけ、必要な予算を政策予算と

して確保するとともに、政策予算を差し引いた予算を各施策にそれぞれの事業費の割合で枠配

分します。 
 次に施策マネジメント会議では、施策別に枠配分された予算を上限として関係する事務事業

の予算配分を行っていくことになります。ただし、平成２２年度当初予算編成においては施策

別に配分された予算を部局に再編成し、部局が予算編成していく部局別枠配分の方法で実施し

ていく予定です。その後につきましては、段階的に施策別枠配分を導入する予定でございます。 
 続きまして、第２次行財政改革の策定における今後の財政見通しと行財政改革の基本的な方

針についてですが、あくまでも現時点の見通しでございますが、歳入面につきましては、人口

減少に伴う地方税収入の減収および地方交付税の縮小等により、全国の自治体の歳入は減少し

ていくものと思われます。さらに、合併した本市におきましては、合併特例期限が終了する平

成３３年度の普通地方交付税収入は、現在より２７億円ほど少なくなることが見込まれます。 
 一方、歳出の見通しにつきましては、少子高齢化や失業率悪化等に伴う社会保障費の増加

等々、自治体の歳出は引き続き増加していくものと考えられます。こうした中、市財政の健全

性を保っていくためには、さらなる経費節減と財源確保に取り組む必要があります。 
 行政改革推進本部では、第１次行財政改革の検証と行財政の現状と課題を分析したところ、

引き続き市税収納率の向上と定員の適正化に努めるとともに、公共下水道会計をはじめとする

特別会計への繰出金の抑制等に、重点的に取り組んでいく必要があると考えております。 
 例えば、合併に伴って類似の目的を持つ公共施設が現在、市内に複数配置されております。

そこで、全施設の効果的な再配置や効率的な管理運営方法等を検討していかなければならない

と考えております。 
 第２次行財政改革では、その基本的な方針は第１次改革に引き続くこととし、「ヒト、モノ、

カネ、情報を効果的にマネジメントし、簡素で魅力的な市政を実現する」を目標に掲げ、市行

政が将来にわたって持てる力と、資源を 大限に引き出して安定した行財政経営を続けられる

ような改革を進めていきたいと考えております。 
 なお、臨時財政対策債につきましての質問もいただいております。 
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 臨時財政対策債は平成１３年度に臨時的な措置として導入されましたが、現在に至るまで延

長されている地方債であります。ご承知のとおり、この地方債は建設債ではなく、一般財源化

できる本来、国が交付すべき地方交付税の財源不足を補うための代替措置でございます。です

から、発行が許可されている地方債で、国がすべてを交付税措置していただけるというような

起債でございます。形式的には、自治体が地方債を発行する形式をとりますが、償還に要する

費用は、後年度の地方交付税により措置されるものでございまして、また地方債でありまして

も、地方債残高には含まれますが、財政健全化法で算出する実質公債費比率には、この臨時財

政対策債は計算式から控除し、計算することとなっております。 
 ご質問の臨時財政対策債の市の考え方といたしましては、地方債ではありますが、これまで

の説明をいたしましたように、本来交付されるべき地方交付税の一部であるため、市といたし

ましては、必要な財源と考えております。制度が続く限り、活用していきたいと考えています。 
 なお、１３年度から昨年までの８年間で、臨時財政対策債発行額は９３億７千万円となって

おります。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（上野稔君） 
 ２問目の答弁を、竹越公営企業部長。 

〇公営企業部長（竹越富男君） 
 志村直毅議員の一般質問、下水道の普及促進策についてにお答えいたします。 
 まず１点目ですが、下水道事業を進める上において、事業の進捗状況および利用状況のバロ

メータとなるものが普及率および水洗化率であります。毎年、マニフェストに掲げております

が、普及率は行政人口に占める処理区域内人口の割合として算出され、水洗化率については処

理区域内人口に占める下水道使用人口の割合として、算出されるものであります。 
 志村議員に提供しました７月時点のデータというのは、その時点における計算手法による率

を資料提供したものであり、 終の確定率は年度末の３月３１日を基準日として算出されます。

そのため、年度の途中ですと変動要因がありますので、ご質問のようなケースが生じます。来

年４月に入りますと、 終の率が出せますので、その時点でマニフェストに掲げた率を比較、

検証することになります。 
 次に水洗便所改造資金融資斡旋制度利用状況についてでありますが、合併後から現在に至る

まで、この制度を利用した件数は全部で１１件でございます。年度別に見ますと、平成１８年

度７件、平成１９年度２件、平成２０年度１件、平成２１年度１件となっております。 
 融資斡旋制度の連帯保証人の要件緩和についてでありますが、今まで利用している１１件の

方々以外で、連帯保証人の要件で利用できなかった方は１名ございます。水洗化を促進する制

度として大いに利用いただくためには、できるだけ早く緩和できるところは緩和し、利用しや

すい斡旋制度に改善していきたいと考えております。 
 次に下水道整備による供用開始区域となった皆さまには、日ごろ工事説明会などで、下水道

法と建築基準法に基づく３つの義務の説明を行っております。第１に排水設備の設置義務です

が、下水道法第１０条第１項に、遅滞なく排水設備を設置しなければならないとあります。た

だし、市の下水道条例第４条では、６カ月以内に設置となっております。第２に水洗便所への

改善義務です。これは下水道法１１条の３に、３年以内に水洗便所に改造しなければならない

とあります。第３に新築、増築、改築をされる方の義務として、建築基準法第３１条１項に、
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下水道整備区域内の便所は、下水道接続以外の便所としてはならないと定められております。 
 以上の３つの義務が法に定められておりますので、広報による接続依頼および職員による訪

問依頼を行い、少しでも早く、また１軒でも多くの世帯が接続していただけるよう、お願いし

ています。ですから市の条例、６カ月以内を含め、３年以内に下水道へ接続していない方に対

し、過去において命令をしたこともなく、罰金などを課した事例はありません。 
 次に下水道接続へのインセンティブでございますが、より快適な生活向上が図られることを

ＰＲしながら、工事施行済み個所を職員で個別訪問し、下水道への理解を高める努力を行って

いきたいと考えております。 
 受益者負担金については、制度の考え方や負担金等のあり方を公平性に配慮しながら、単価

の統一に向け、下水道事業審議会において、意見書を尊重し、早期に市の方向を出していきた

いと考えております。 
 補助金につきましては、現在も利用しております国や県からの補助金、交付金等を利用しな

がら、今後、前向きに検討していきたいと思います。 
 第４点目ですが、笛吹市公共下水道事業は山梨県の流域総合計画に組み込まれた公共下水道

事業であります。時期的には多少先になりますが、県が流域総合計画の見直しを行う際には、

ご質問の視点に立ち、計画変更を行うことでしょうし、市としましても同様に市の下水道事業

計画の総合的見直しも行ってまいります。 
 さて、現状の市の下水道事業につきましては、下水道会計の収支バランスが悪く、償還金の

返済が嵩んでいるため、来年度以降、今までどおりの事業量は継続投入できない見通しであり

ます。そのため、計画施工年度が延伸することになりますので、下水道全体計画エリアは存続

したまま、トータルコストを比較検討した上で、工事着手予定年数をはるかに上回るエリアに

おいては、合併浄化槽設置の際に独自の補助金を出すなど、新規事業を検討しております。 
 またエリアの範囲などにつきましては、現在コンサルに検討させておりますし、その検討結

果を今後の本格的見直しの基礎データにしたいと考えております。 
 後に、アセットマネジメントは今後の管理更新等に活用されるものだと認識します。本市

の下水道事業は、着手より３０年が経過しておりますが、面整備している下水道管としての耐

用年数は７２年とされておりますし、いまだ普及率が５８％台であるため、建設途中でありま

す。現在も維持管理として、管内清掃および一部漏水個所の補修等を行っておりますが、今後

はさらに整備が進むことによる、各種データをコンピューターに蓄積し、その情報を生かしな

がら、施設の長寿命化を図ってまいります。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（上野稔君） 
 以上で、志村直毅君の一般質問を終了します。 
 関連質問を許します。 
 １番、網倉正治君。 

〇１番議員（網倉正治君） 
 志村議員の質問に関連いたしまして、あと２項ほどお伺いをいたします。 
 まず行財政改革の主要な柱として、定員適正化が挙げられておりますが、施策によっては、

現場の職員がぎりぎりの業務にあたっている部門もありますが、人員の削減や待遇の絞り込み

というのは、行政サービスによってはマイナスの影響も考えられ、他方、民間企業、中小企業
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が従業員の給料を出せるかどうかという状況で努力されている中でございますが、市職員の定

員適正化に取り組んでいかなければならないとも考えております。そこで定員適正化のメリッ

トおよびデメリットについて、どのように考えているのか、お聞かせをお願いいたします。 
 また行政改革を進めていく中で、収納率の向上や滞納整理等も鋭意取り組んでいると思われ

ますが、一方で歳入確保の方策として、具体的に新たな財源を模索していくことも必要であろ

うかと思いますが、この点について、借金頼みとならないためにも、ふるさと納税のような一

時的不安定な財源のほかに、安定的な財源を研究されているのかどうかをお聞かせお願いいた

したいと思います。 
〇議長（上野稔君） 

 当局の答弁を求めます。 
 池田経営政策部長。 

〇経営政策部長（池田聖仁君） 
 現在の部署におきましては、ぎりぎりの職員で行っているというようなご質問でございます

けども、定員適正化につきましてはメリット、デメリットというよりも、その時代時代で、職

員の適正な数というのは、決まってくるんではないかと存じます。 
 具体的には、例えば大きな政府を施行するのであれば、人やお金を投入し、新しいサービス

を増やしていくということも考えられますけども、小さな政府を目指すのであれば、必然的に

投入するお金や人は減らさなければならない。現代社会につきましては、著しい経済成長が見

込めない限りにおきまして、小さな政府、いわゆる民間活力にも期待しながらも小さな政府を

施行せざるを得ない状況でございます。 
 ストレートな、単純な、マクロ的なお話をさせていただければ、現在の職員がその能力を

１００％、日々、スキルアップを重ねながら１００％発揮するということを前提とした場合、

たしかに職員数が減った部署におきましては、サービスの低下が考えられます。しかしながら

著しいサービスの低下、引き続き同じようにサービスを展開していくという、そのために地方

自治の本旨でございます 小のコストで 大の効果を得るというような観点から、行財政改革

でございますとか、職員研修でございますとか、事務事業評価でございますとかという、行政

経営を進めているというものでございます。 
 その中で、いわゆる施策評価、事務事業評価に取り組んでおりますけども、本当に 低限必

要な人件を整備しております。施策評価で重点的に、この施策を展開する必要があると判断し

た場合については、引き続き、そこの事業部局には必要な人員配置をせざるを得ないかと。トー

タル的な考え方といたしましては、先ほどマクロの話をさせていただきましたけど、そのよう

な中で、いわゆる限度がある職員数、人、物という資源には、今はもう限界があります。減ら

していかなければならないという中で、いわゆる、その選択と集中の中で対応していかざるを

得ないという状況でございますので、ぜひご理解をいただきたいと思います。 
 それから歳入確保の方策の研究でございますけども、たしかにふるさと納税的な新しい制度

も生まれました。引き続き、恒常的な歳入につきましてというお話でございますけども、議員

おっしゃいましたように、いわゆる市税等の収納率アップ、これは次の第２次行政改革大綱で

も重点項目として掲げていく考えでございますけど、それらを併せまして、各サービスの受益

者負担等、適正な見直し等々も進める必要があるものと考えております。 
 間接的につきましては、優良企業等の市内誘致等、これを引き続き積極的に進める必要があ
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りますし、そのことによります法人税確保でございますとか、所得税、それから住民税の確保

でございますとか、そういったようなことを考えていかなければならないと。それ以外に笛吹

市単独で、例えば目的税の問題とか、そういった部分についての研究につきましては、これか

ら、その必要性は感じますけども、現段階では研究している状況ではありません。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（上野稔君） 
 再質問はありますか。 
 （ な し ） 
 関連質問を終わります。 
 以上で、一般質問を終わります。 
 本日の議事は、すべて終了いたしました。 
 お諮りします。 
 明日１０日、１１日、１４日から１８日および２４日は議案調査のため、休会といたしたい

と思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、明日１０日、１１日、１４日から１８日および２４日は休会とすることに決定いた

しました。 
 次の本会議は２５日、午後２時３０分から再開いたします。 
 本日は、これにて散会いたします。 
 ご苦労さまでした。 

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

散会  午後 ４時２２分 
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日程第 １ 議案第６９号 笛吹市国民健康保険条例の一部改正について 
日程第 ２ 議案第７０号 笛吹市公共下水道使用料等徴収条例の一部改正について 
日程第 ３ 議案第７１号 笛吹市社会体育施設条例の一部改正について 
日程第 ４ 議案第７２号 笛吹市議会政務調査費の交付に関する条例の一部改正に

ついて 
日程第 ５ 議案第７３号 笛吹市老人医療費助成金支給条例の一部改正について 
日程第 ６ 議案第７４号 平成２１年度笛吹市一般会計補正予算（第３号）について 

日程第 ７ 議案第７５号 平成２１年度笛吹市国民健康保険特別会計補正予算（第

３号）について 

日程第 ８ 議案第７６号 平成２１年度笛吹市老人保健特別会計補正予算（第１号）

について 

日程第 ９ 議案第７７号 平成２１年度笛吹市介護保険特別会計補正予算（第２号）

について 

日程第１０ 議案第７８号 平成２１年度笛吹市介護サービス特別会計補正予算（第

２号）について 

日程第１１ 議案第７９号 平成２１年度笛吹市公共下水道特別会計補正予算（第

２号）について 

日程第１２ 議案第８０号 平成２１年度笛吹市農業集落排水特別会計補正予算（第

１号）について 

日程第１３ 議案第８１号 平成２１年度笛吹市簡易水道特別会計補正予算（第２号）

について 

日程第１４ 議案第８２号 平成２１年度笛吹市黒駒山恩賜県有財産保護財産区管理

会特別会計補正予算（第１号）について 

日程第１５ 議案第８３号 平成２１年度笛吹市大積寺山恩賜県有財産保護財産区管

理会特別会計補正予算（第１号）について 

日程第１６ 議案第８４号 平成２１年度笛吹市稲山恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計補正予算（第１号）について 
日程第１７ 議案第８５号 平成２１年度笛吹市牛ヶ額恩賜県有財産保護財産区管理

会特別会計補正予算（第１号）について 
日程第１８ 議案第８６号 平成２１年度笛吹市大口山恩賜県有財産保護財産区管理

会特別会計補正予算（第１号）について 
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日程第１９ 議案第８７号 平成２１年度笛吹市崩山恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計補正予算（第１号）について 
日程第２０ 議案第８８号 平成２１年度笛吹市名所山恩賜県有財産保護財産区管理

会特別会計補正予算（第１号）について 
日程第２１ 議案第８９号 平成２１年度笛吹市春日山恩賜県有財産保護財産区管理

会特別会計補正予算（第１号）について 
日程第２２ 議案第９０号 平成２１年度笛吹市兜山外五山恩賜県有財産保護財産区

管理会特別会計補正予算（第１号）について 
日程第２３ 議案第９１号 平成２１年度笛吹市水道事業会計補正予算（第２号）につ

いて 
日程第２４ 議案第９２号 平成２１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２５ 議案第９３号 平成２０年度笛吹市一般会計歳入歳出決算認定について 
日程第２６ 議案第９４号 平成２０年度笛吹市国民健康保険特別会計歳入歳出決算

認定について 
日程第２７ 議案第９５号 平成２０年度笛吹市老人保健特別会計歳入歳出決算認定

について 
日程第２８ 議案第９６号 平成２０年度笛吹市介護保険特別会計歳入歳出決算認定

について 
日程第２９ 議案第９７号 平成２０年度笛吹市介護サービス特別会計歳入歳出決算

認定について 
日程第３０ 議案第９８号 平成２０年度笛吹市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算認定について 
日程第３１ 議案第９９号 平成２０年度笛吹市公共下水道特別会計歳入歳出決算認

定について 
日程第３２ 議案第１００号 平成２０年度笛吹市農業集落排水特別会計歳入歳出決算

認定について 
日程第３３ 議案第１０１号 平成２０年度笛吹市簡易水道特別会計歳入歳出決算認定

について 
日程第３４ 議案第１０２号 平成２０年度笛吹市温泉事業特別会計歳入歳出決算認定

について 
日程第３５ 議案第１０３号 平成２０年度笛吹市黒駒山恩賜県有財産保護財産区管理

会特別会計歳入歳出決算認定について 
日程第３６ 議案第１０４号 平成２０年度笛吹市大積寺山恩賜県有財産保護財産区管

理会特別会計歳入歳出決算認定について 
日程第３７ 議案第１０５号 平成２０年度笛吹市稲山恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計歳入歳出決算認定について 
日程第３８ 議案第１０６号 平成２０年度笛吹市牛ヶ額恩賜県有財産保護財産区管理

会特別会計歳入歳出決算認定について 
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日程第３９ 議案第１０７号 平成２０年度笛吹市大口山恩賜県有財産保護財産区管理

会特別会計歳入歳出決算認定について 
日程第４０ 議案第１０８号 平成２０年度笛吹市崩山恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計歳入歳出決算認定について 
日程第４１ 議案第１０９号 平成２０年度笛吹市名所山恩賜県有財産保護財産区管理

会特別会計歳入歳出決算認定について 
日程第４２ 議案第１１０号 平成２０年度笛吹市春日山恩賜県有財産保護財産区管理

会特別会計歳入歳出決算認定について 
日程第４３ 議案第１１１号 平成２０年度笛吹市兜山外五山恩賜県有財産保護財産区

管理会特別会計歳入歳出決算認定について 
日程第４４ 議案第１１２号 平成２０年度笛吹市水道事業会計決算認定について 
日程第４５ 議案第１１３号 訴えの提起について 
日程第４６ 議案第１１４号 訴えの提起について 
日程第４７ 請 願 第 １ 号 子どもの医療費無料の年齢引き上げを求める請願について 
日程第４８ 発議第１０号 事務調査に関する決議（案）について 
日程第４９ 議案第１１６号 人権擁護委員の候補の推薦について 
日程第５０ 発議第１１号 石和温泉駅前シェルター整備事業についての附帯決議に

ついて 
日程第５１ 閉会中の継続審査について 

 
 

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

３．欠席議員 
 

 （ な し ） 
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４．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名（１９名） 

 
 市 長 荻 野 正 直 副 市 長 望 月 健 二 
 教 育 長 山 田 武 人 総 務 部 長 梶 原  清 
 経営政策部長 池 田 聖 仁 会 計 管 理 者 堀 井 一 美 
 市民環境部長 加 藤 寿 一 保健福祉部長 中 川 啓 次 
 福祉事務所長 河 野  修 産業観光部長 保 坂 利 定 
 建 設 部 長 岩 澤 重 信 公営企業部長 竹 越 富 男 
 教 育 次 長 早 川 哲 夫 総 務 課 長 山 下 真 弥 
 財 政 課 長 鈴 木 幸 弘 消 防 長 金 井 一 貴 
 代表監査委員 飯 田 三 郎 教 育 委 員 長 田 中 昭 子 
 農業委員会長 荻 野 勇 夫 

 
 
 ５．職務のため議場に出席した者の職氏名（３名） 
 
 議会事務局長   古 屋 正 史 
 議 会 書 記   飯 島 重 人 
 議 会 書 記   金 井  久 
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再開  午後 ２時３５分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（上野稔君） 

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

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

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

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（上野稔君） 
   日程第１ 議案第６９号から日程第４６ 議案第１１４号までを一括議題といたします。 

 本案については、今定例会初日の９月３日に上程され、各常任委員会に審査を付託しており

ますので、それぞれの常任委員会委員長から審査の結果について報告を求めます。 
 はじめに総務常任委員会委員長、降矢好文君。 

〇総務常任委員長（降矢好文君） 
 それでは、議長より総務常任委員会に関わる審査結果の報告を求められましたので、報告を

いたします。 
 今定例会の開会初日に、本委員会に付託されました契約案件を除く議案審査を９月１０日、

１１日、ならびに１４日から１６日の５日間、委員会を開会し、全委員出席のもと、関係当局

の出席を求め審査いたしました。 
 審査にあたり、何点か質問・意見等がありましたので、主なものを報告いたします。 
 はじめに補正予算等の審査について、報告をいたします。 
 まず総務部所管については、過払い金利の差し押さえに伴う訴えの提起について、弁護士は

市の顧問弁護士なのか。弁護士を頼まなくて、職員でもこの事務はできるのかなどの質問があ

り、市の顧問弁護士は専門分野ではないため、また職員では訴訟の専門的知識を持っておらず、

昨年、発足した山梨県滞納整理推進機構に協力をいただいている弁護士にお願いする予定であ

る。訴訟は、金融業者２社に対するものであるとの説明がありました。 
 また、この原因となった滞納者は、法テラスの相談業務に該当しないのかとの質問があり、

基準以上の収入があるので、該当はしないとの回答でした。このように多重債務で困っている

市民はおおぜいいると思うので、ぜひいろんな面でアドバイスを、市としてもお願いしたいと

の意見がありました。 
 消防本部所管については、防火対象物台帳管理ソフト購入費についての質問があり、市内に

延べ床面積１５０平方メートル以上の防火対象物が１，７５６棟あり、これらの関係書類等を

データ管理するためのものである。各種届出など、職員間でリアルタイムに情報把握でき、電
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子化によるメリットが大きいとの説明がありました。 
 また、高規格救急車購入予算計上に併せ、現在１５名の救急救命士を今年度、２名育成する

予定であり、 終的には２０名を目標としたいとの説明がありました。 
 なお、一般会計補正予算（第３号）については、反対討論がありました。 
 続いて、決算認定について報告をいたします。 
 まず、総務部所管においては、公共工事検査事業のうち非常勤職員の土木職および建築職の

勤務形態と、そういう仕事は市の職員で対応できないのかとの質問があり、当初は、検査担当

は技術職が１名で検査を行っていたが、検査数も多くなり一人では手がまわらなくなった状況

だったので、非常勤職員の土木職１名、週５日勤務と建築職１名、週３日勤務の３名体制で検

査を行っており、特に土木の事業では現場の管理・監督は担当部署の土木職が行っており、建

築の技術職はいない状態である。 
 工事執行部門が検査まですることは、客観的に見ても公平性に欠けるものであり、検査部門

は検査部門で独立させることが、県でも行っている方法であるので、臨時の技術職を雇い検査

を行っているとの説明がありました。 
 次に経営政策部所管については、自主運営バス委託料については、利用人数に関係なく、距

離などで決まるのかとの質問があり、自主運営バスについては、現在２路線あり、維持管理費

や人件費など、運行経費から利用者の運賃収入を差し引いた金額を関係市が運行区間割合で委

託しており、県からも一定の率でバス会社に補助金が出ているとの説明がありました。 
 消防本部所管においては、諸収入で高速道路の救急業務受託事業収入について質問があり、

上期、下期、２回支弁をされているものであり、この歳入の算定基礎は平成１８年度発生した

２，８６９件の事故のうち本市管内で発生し、救急隊が出動した１４件の中央高速道の事故を

基礎数値として、支弁されるものであるとの説明がありました。 
 また、煙体験ハウスの利用回数はどのくらいあるのかとの質問に、ことあるごとに総合訓練

やイベントも含め、時間の許す限り体験させており、主に小学校・中学校の総合訓練には要望

に応じて体験をさせるようにしているとのことでした。 
 市民環境部所管においては、住民基本台帳カード普及促進事業により、平成２０年度に住基

カードを３，６７０枚交付しており、自動交付機からの証明書交付は９，９８３件の利用があっ

た。自動交付機による交付数は、昨年度の５倍以上になっており、住民票と印鑑証明の有料で

交付した全交付数と自動交付機交付数を比較すると、平成２０年度は１５．７％になっており、

平成２１年度では８月末で６，６２２枚、２７．３％の利用率になっているところであり、今

年度も利用率は昨年以上になるであろうとの説明がありました。 
 また、今回は各支所職員にも出席を求め、支所ごとの決算審査を行いました。 
 なお、一般会計決算認定については、反対討論がありました。 
 以上で、総務常任委員会で審議されました主な内容について、報告いたしました。 
 それでは、審議結果を申し上げます。 
 議案第７２号 「笛吹市議会政務調査費の交付に関する条例の一部改正について」、賛成全員

で原案のとおり可決すべきと決定いたしました。 
 議案第７４号 「平成２１年度笛吹市一般会計補正予算（第３号）のうち、総務常任委員会

担当項目について」、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第９３号 「平成２０年度笛吹市一般会計歳入歳出決算認定のうち、総務常任委員会担
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当項目について」、賛成多数で原案のとおり認定すべきものと決定。 
 議案第１１３号 「訴えの提起について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第１１４号 「訴えの提起について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 以上をもちまして、委員長報告といたします。 

〇議長（上野稔君） 
 以上で、総務常任委員長の報告は終わりました。 

 これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 （ な し ） 

 質疑を終結します。 

 この際、申し上げます。 

 議案第７４号 「平成２１年度笛吹市一般会計補正予算（第３号）」および議案第９３号 「平

成２０年度笛吹市一般会計歳入歳出決算認定」につきましては、各常任委員会に分割付託して

おりますので、３常任委員長の報告終了後に討論および採決を行います。 
 それでは、議案第７２号を議題といたします。 
 お諮りします。 
 本案については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本案についての委員長報告は、可決です。 
 本案は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第７２号は原案のとおり可決されました。 
 次に、議案第１１３号および議案第１１４号を一括議題といたします。 
 お諮りします。 
 本２案件については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本２案件についての委員長報告は、可決です。 
 本２案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第１１３号および議案第１１４号は原案のとおり可決されました。 
 次に教育厚生常任委員会に付託しております案件について、教育厚生常任委員長から審査結

果の報告を求めます。 
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 教育厚生常任委員会委員長、前島敏彦君。 
〇教育厚生常任委員長（前島敏彦君） 

 それでは議長より報告を求められましたので、委員長報告をさせていただきます。 
 去る９月３日の本会議において、本委員会に付託されました議案審査を、９月１０日、１１日

ならびに１４日から１６日までの５日間の日程により、関係当局の出席を求め開会し、審査い

たしました。 
 審査の過程において出ました主な質疑等について、報告いたします。 
 はじめに、補正予算等の関係について報告します。 
 保健福祉部所管では、介護慰労金支給事業に係わる補正予算について質問があり、在宅で寝

たきり高齢者・認知症高齢者を１年間介護していた介護者に対し、年６万円慰労金を支給して

いたが、支給要綱の改正により、今年４月から１カ月を単位として、月１万円の慰労金を支給

するための補正を行うとの説明がありました。 
 市民環境部所管では、環境基本計画作成事業で、コンサルタントに委託する業務内容を精査

した結果、今年度行う業務について担当職員で行うこととし、作成委託料を全額減額するとの

説明がありました。 
 教育委員会所管では、スクールニューディール事業を活用した市内小中学校への太陽光発電

装置の設置ならびに春日居中武道場整備について、財源および太陽光発電の技術、ランニング

コストの試算等についての質問が多く出され、これらに対して市長および当局から詳細な説明

がされました。 
 本事業の財源内訳は、太陽光発電については国庫補助３３％、地域活性化・公共投資臨時交

付金６０％のうち、交付税措置される補正予算債６．７％であり、武道場整備については、国

庫補助４５％、地域活性化・公共投資臨時交付金４９％、補正予算債５．４％となっており、

ほぼ維持管理費の負担のみでの整備が可能であることから、経済対策としての効果はもとより、

地球温暖化防止、環境教育、ならびに中学校学習指導要領の改訂に伴う武道の必修化に対応す

るため、整備をすすめるとの説明がありました。 
 また御坂体育館トイレ等改修工事では、地盤沈下によりトイレ等の排水管が破損したため、

現状の形にトイレ等を復旧するとの説明があり、外部に新たにトイレを造るか、また施工方法

を見直すなど、工事費の縮減ができるように検討を求める意見がありました。 
 続いて、平成２０年度決算認定について報告をいたします。 
 まず保健福祉部所管では、介護サービスの利用率について質問があり、１号被保険者のうち

介護認定者は１５％で、そのうち１２．５％の方が利用しており、高齢者が増えているため認

定者、利用者とも増えているとの説明があり、また負担が１割でも高くてサービスの利用がで

きないとの声を聞くとの意見に、高額介護サービスまた所得に応じて食費等の負担を軽減する

制度もあるので、利用を控えることのないように周知をしていきたいとの説明がありました。 
 また、保育園の保護者負担金の収納率・未納の原因等について質問があり、収納率は現年度

分９６．９６％、過年度分８．４５%で、未払いの理由として保護者の送迎時に担当職員が聞

き取りを行ったが、生活が大変苦しいという方が多く、納付を促す指導をしているが、ほかの

市税等も滞納した者、卒園をして連絡が取れない者など２４件、２６０万円の不能欠損処理を

行ったとの説明がありました。 
 市民環境部所管では、可燃ごみを目標の２３年度末までに５３％減量するのは難しいと思う
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が、今後の取り組みについて質問があり、可燃ごみは現時点で、昨年に比べて２％減り、基準

年対比２９％強のごみ減量になったが、分別排出の協力要請、また生ごみについてはバイオマ

ス構想との連携強化を進めることにより、目標年度での達成は不確実だが、５３％の減量を目

指したいとの説明がありました。 
 また、国保税の未納対策について質問があり、医療費の高騰、収納率の低下をふまえた対応

として、納税意識の高揚・医療費削減等の啓発のため国保新聞の発行や、悪質滞納者・未送達

者に対して資格者証の発行を増やすことや月１回、日曜窓口を開設し保険証の発行、保険税の

収納、資格異動の受付等を行い利用者の利便性を図ること。また、臨時の徴収員２人を雇用し

徴収に努めるなど、今後の対応について説明がありました。 
 教育委員会所管では、給食費の未納について質問があり、昨年度、センター方式では八代で

８６万円、御坂で１０５万円の未納があり、未納分について補填はしていないとの説明があり、

また対応は文書勧告、戸別訪問等を行うが、今年度から未納が減るように市で徴収していたも

のを、自校方式同様に学校での徴収に切り替えるとの説明があり、先生が徴収に時間をとられ

るのではないかとの意見に、難しい案件については、 終的には給食検討委員会で処理をする

との説明がありました。 
 また、スコレー等の指定管理委託の運営状況について質問があり、公平正が保たれ、大きな

苦情は直接聞いてないが、モニタリングや視察・現地調査を行い、市民に不快感を与えないよ

うに管理運営をお願いしている。指定管理になり、 初は利用しづらいことがあったかもしれ

ないが、今はそういうことはないとの説明がありました。 
 なお、指定管理者の業務内容の報告を求める意見がありました。 
 また地区の公民館施設について、地域の避難場所にも指定されており、修繕等にかかる助成

の検討を求める意見がありました。 
 また、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、平成２０年度実施した１１６事

業について、教育に関する事務の点検・評価報告がありました。 
 なお、一般会計補正予算、一般会計決算認定、国民健康保険特別会計決算認定では、反対討

論がありました。 
 以上、教育厚生常任委員会で審議されました主な内容についての報告を終わります。 
 それでは、審査結果については次のとおりです。 
 議案第６９号 「笛吹市国民健康保険条例の一部改正について」、賛成全員で原案のとおり

可決すべきものと決定。 
 議案第７１号 「笛吹市社会体育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７３号 「笛吹市老人医療費助成金支給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７４号 「平成２１年度笛吹市一般会計補正予算（第３号）のうち、教育厚生常任委

員会担当項目について」、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第７５号 「平成２１年度笛吹市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）について」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第７６号 「平成２１年度笛吹市老人保健特別会計補正予算（第１号）について」、賛

成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
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 議案第７７号 「平成２１年度笛吹市介護保険特別会計補正予算（第２号）について」、賛

成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第７８号 「平成２１年度笛吹市介護サービス特別会計補正予算（第２号）について」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第９３号 「平成２０年度笛吹市一般会計歳入歳出決算認定のうち、教育厚生常任委員

会担当項目について」、賛成多数で原案のとおり認定すべきものと決定。 
 議案第９４号 「平成２０年度笛吹市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について」、

賛成多数で原案のとおり認定すべきものと決定。 
 議案第９５号 「平成２０年度笛吹市老人保健特別会計歳入歳出決算認定について」、賛成

全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 
 議案第９６号 「平成２０年度笛吹市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について」、賛成

多数で原案のとおり認定すべきものと決定。 
 議案第９７号 「平成２０年度笛吹市介護サービス特別会計歳入歳出決算認定について」、

賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 
 議案第９８号 「平成２０年度笛吹市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について」、

賛成多数で原案のとおり認定すべきものと決定。 
 以上をもちまして、委員長報告とさせていただきます。 

〇議長（上野稔君） 
 教育厚生常任委員長の報告が終わりました。 

 これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 （ 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７４号および議案第９３号につきましては、

先ほど申し上げたとおり、各常任委員会に分割付託しておりますので、３常任委員長の報告終

了後に討論および採決を行います。 
 それでは議案第６９号、議案第７１号および議案第７３号を一括議題といたします。 
 お諮りします。 
 本３案件については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本３案件についての委員長報告は、可決です。 
 本３案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第６９号、議案第７１号および議案第７３号は原案のとおり可決されました。 
 次に、議案第７５号から議案第７８号までを一括議題といたします。 
 お諮りします。 
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 本４案件については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本４案件についての委員長報告は、可決です。 
 本４案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第７５号から議案第７８号は原案のとおり可決されました。 
 次に議案第９４号を議題とし、討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結します。 
 議案第９４号の採決を行います。 
 本案に対する委員長報告は、認定です。 
 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 多 数 ） 
 挙手多数です。 
 よって、議案第９４号は原案のとおり認定されました。 
 次に、議案第９５号および議案第９７号を一括議題といたします。 
 お諮りします。 
 本２案件については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本２案件についての委員長報告は、認定です。 
 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９５号および議案第９７号は原案のとおり認定されました。 
 次に議案第９６号を議題とし、討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結します。 
 議案第９６号の採決を行います。 
 本案に対する委員長報告は、認定です。 
 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 多 数 ） 
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 挙手多数です。 
 よって、議案第９６号は原案のとおり認定されました。 
 次に議案第９８号を議題とし、討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結します。 
 議案第９８号の採決を行います。 
 本案に対する委員長報告は、認定です。 
 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 多 数 ） 
 挙手多数です。 
 よって、議案第９８号は原案のとおり認定されました。 
 続いて、建設経済常任委員会に付託しております案件について、建設経済常任委員長から審

査結果の報告を求めます。 

 建設経済常任委員会委員長、大久保俊雄君。 

〇建設経済常任委員長（大久保俊雄君） 

 ただいま、議長より委員会審査報告を求められましたので、委員長報告をさせていただきま

す。 
 ９月３日の開会初日に付託を受けました議案審査を、本会議休会中の９月１０日、１１日な

らびに１４日から１６日の計５日間、全委員出席のもと、関係当局の出席を求め開会し、審査

いたしました。 
 審査に当たり、いくつか質疑・意見等ありましたので、主なものを報告いたします。 
 はじめに、補正予算等の関係について報告いたします。 
 産業観光部所管では、バイオマスセンター建設事業に伴い、参考とすべき先進地はどこか。

関連４市の協議はなされているのか。技術的な長所・短所や基本構想策定委託料についての質

問があり、建設予定地の近隣の環境への影響などの調査が必要であり、今後、現地調査や視察

研修を行い、基礎資料を集めて基本構想を策定し、それをもって、地域への説明を行っていき

たいとの回答がありました。 
 また、前回好評だったプレミアム商品券について、約８５％が大型店での食料品購入に利用

されていたとの報告があり、第２弾については、１人でも多くの希望者に販売するための販売

場所、１人当たり購入可能枚数、各地域の個人店等の活性化につながる方策など、商工会とも

協議していきたいとの説明がありました。 
 建設部所管では、一般会計補正予算のうち、まず大坪地区浸水対策事業では、市の大型施設

整備構想の中にあるサッカー場建設事業との関連関係、およびこれまでの経緯等について、さ

らに詳細の説明を求めるため、副市長にも出席を求めての質問があり、今回の補正予算は全額

大坪地区浸水対策費のみであるとの説明がありました。 
 また、石和温泉駅前シェルター整備事業では費用の積算の妥当性、また新しい駅舎との景観

の整合性などの質問があり、今後推進していく過程で説明等、十分にさせていただく中で行っ

ていくとの説明がありました。 
 なお、本件については、附帯決議を付すべきものといたしました。 
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 公営企業部所管では一般会計補正予算、水道事業会計および簡易水道、公共下水道、農業集

落排水、春日居地区温泉給湯の各特別会計補正予算、公共下水道事業使用料等徴収条例の一部

改正について審議いたしました。 
 自家水の場合で、メーターが設置していない場合の下水道使用量についての確定はどのよう

にするのかの質問については、月７立方に人数を乗じて認定するとの説明がありました。 
 続いて、決算認定についての報告をいたします。 
 まず、産業観光部所管では、各種農業関係団体への補助金について、合併前からの既得権も

理解できるが、本来必要な事業に対しての補助金であるのか、見直しも必要と感じるが、検証

はしているのかとの質問があり、監査委員から同様の指摘もあり、２団体の補助金減額を実施

した。また合併から５年を迎え、各種料金なども統一・見直しをされていることもふまえ、今

後も対応していきたいとの説明がありました。 
 一方で、補助金の見直しは、活動団体の活動力低下にもなるのではないかとの意見もありま

したが、スクラップ・アンド・ビルドの考えのもと、大局的な観点から必要な組織は育成した

いし、そのための援助をしていきたいとの説明がありました。 
 観光宣伝費については、テレビ・ラジオのＣＭやポスター作成委託料が主だが、今後は新し

いロゴやキャッチコピーの検討もしてはどうかとの意見があり、観光物産連盟を立ち上げたの

で、そういった各方面からの意見を受け、専門部会で意見集約をしていきたい。また、通年に

わたる誘客につながり、地域特性を生かした観光振興ビジョン策定にもつなげていきたいとの

説明がありました。 
 その他、９財産区管理会特別会計決算認定についての審査を行いました。 
 次に、建設部所管としては、市営住宅家賃の収納率が低いが、入居者のみならず保証人への

連絡や対応方法はどのようにしているのかとの指摘があり、入居者本人、連帯保証人ともに連

絡をとり、理解を求めている。 
 家賃算定資料として、窓口に収入申告書の提出に来るときなども、直接担当者が対応してい

るが、なかなか成果が上がらないのが現状であるとの説明がありました。 
 また、都市計画マスタープラン策定業務が終了したが、観光・農業・環境など、各施策への

反映・すり合わせはどうなっているのかとの質問があり、今後策定される観光振興ビジョン・

みどりの基本計画や、また農振計画まで含めて反映させていくべく、各部署とも調整をはじめ

ているとの説明がありました。 
 公営企業部所管では、水道料金滞納者について、毎年毎年、収納率向上のための具体策を提

示しても、数字の向上につながっていないのではないかとの質問があり、毎月とはいかないが

滞納者の訪問を行っている。訪問してみて、生活もかなり苦しい状況であることが伺え、一概

に厳しい対応は取りづらいのも事実であるとの説明がありましたが、水道料金統一に伴う見直

しも行う中で、負担増を強いる市民に対しても、この問題はしっかりとした説明をする必要が

あり、大口の滞納者などには、公平性・客観性が担保された中での厳しい対応を求める意見が

ありました。 
 また、分納誓約書の提出がされても、企業などは倒産もあり得る。給水停止など、早期の対

応を求める意見が相次ぎました。 
 下水道関係については、歳入に占める使用料の比率が９％と低く、一般会計からの繰入金が

３８％、市債が４２％と、財政は厳しい状況であることが伺えるがとの指摘があり、今後、接

 １６３ 



続率をあげるためにも下水道に接続同意、賛同が高く得られる地域を優先して事業実施してい

くことも検討していきたいとの説明がありました。 
 以上、本委員会に付託を受けました案件にかかる主な質疑・意見等の報告を終わります。 
 それでは、本委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、笛吹市

議会会議規則第１０１条の規定により、報告いたします。 
 議案第７０号 「笛吹市公共下水道使用料等徴収条例の一部改正について」、賛成全員で原

案のとおり可決すべきものと決定しました。 
 議案第７４号 「平成２１年度笛吹市一般会計補正予算（第３号）のうち、建設経済常任委

員会担当項目について」、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定しました。 
 議案第７９号 「平成２１年度笛吹市公共下水道特別会計補正予算（第２号）について」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
 議案第８０号 「平成２１年度笛吹市農業集落排水特別会計補正予算（第１号）について」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
 議案第８１号 「平成２１年度笛吹市簡易水道特別会計補正予算（第２号）について」、賛

成全員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
 議案第８２号 「平成２１年度笛吹市黒駒山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計補正予

算（第１号）について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
 議案第８３号 「平成２１年度笛吹市大積寺山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計補正

予算（第１号）について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
 議案第８４号 「平成２１年度笛吹市稲山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計補正予算

（第１号）について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
 議案第８５号 「平成２１年度笛吹市牛ヶ額恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計補正予

算（第１号）について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
 議案第８６号 「平成２１年度笛吹市大口山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計補正予

算（第１号）について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
 議案第８７号 「平成２１年度笛吹市崩山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計補正予算

（第１号）について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
 議案第８８号 「平成２１年度笛吹市名所山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計補正予

算（第１号）について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
 議案第８９号 「平成２１年度笛吹市春日山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計補正予

算（第１号）について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
 議案第９０号 「平成２１年度笛吹市兜山外五山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計補

正予算（第１号）について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
 議案第９１号 「平成２１年度笛吹市水道事業会計補正予算（第２号）について」、賛成全

員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
 議案第９２号 「平成２１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いたしました。 
 議案第９３号 「平成２０年度笛吹市一般会計歳入歳出決算認定のうち、建設経済常任委員

会担当項目について」、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。 
 議案第９９号 「平成２０年度笛吹市公共下水道特別会計歳入歳出決算認定について」、賛

 １６４ 



成全員で原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。 
 議案第１００号 「平成２０年度笛吹市農業集落排水特別会計歳入歳出決算認定について」、

賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。 
 議案第１０１号 「平成２０年度笛吹市簡易水道特別会計歳入歳出決算認定について」、賛

成全員で原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。 
 議案第１０２号 「平成２０年度笛吹市温泉事業特別会計歳入歳出決算認定について」、賛

成全員で原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。 
 議案第１０３号 「平成２０年度笛吹市黒駒山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計歳入

歳出決算認定について」、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。 
 議案第１０４号 「平成２０年度笛吹市大積寺山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計歳

入歳出決算認定について」、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。 
 議案第１０５号 「平成２０年度笛吹市稲山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計歳入歳

出決算認定について」、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。 
 議案第１０６号 「平成２０年度笛吹市牛ヶ額恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計歳入

歳出決算認定について」、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。 
 議案第１０７号 「平成２０年度笛吹市大口山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計歳入

歳出決算認定について」、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。 
 議案第１０８号 「平成２０年度笛吹市崩山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計歳入歳

出決算認定について」、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。 
 議案第１０９号 「平成２０年度笛吹市名所山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計歳入

歳出決算認定について」、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。 
 議案第１１０号 「平成２０年度笛吹市春日山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計歳入

歳出決算認定について」、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。 
 議案第１１１号 「平成２０年度笛吹市兜山外五山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計

歳入歳出決算認定について」、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。 
 議案第１１２号 「平成２０年度笛吹市水道事業会計決算認定について」、賛成全員で原案

のとおり認定すべきものと決定いたしました。 
 以上をもちまして、委員長報告といたします。 

〇議長（上野稔君） 
 建設経済常任委員長の報告が終わりました。 

 これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 （ な し ） 

 質疑を終結します。 

 これより討論および採決を行いますが、議案第７４号および議案第９３号につきましては、

先般、申し上げたとおりです。 
 それでは、議案第７０号を議題といたします。 
 お諮りします。 
 本案については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
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 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本案についての委員長報告は、可決です。 
 本案は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 
 （「異議なし・異議あり」の声あり） 
 暫時休憩します。 

休憩  午後 ３時２０分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ３時３５分 
〇議長（上野稔君） 

 再開いたします。 
 休憩前に議案第７０号に対し、異議がありました。 
 異議を認め、直ちに採決を行います。 
 議案第７０号について、賛成の方の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 多 数 ） 
 挙手多数です。 
 よって、議案第７０号は原案のとおり可決されました。 
 次に、議案第７９号から議案第９２号までを一括議題といたします。 
 お諮りします。 
 本１４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１４案件についての委員長報告は、可決です。 
 本１４案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第７９号から議案第９２号は原案のとおり可決されました。 
 議案第９９号から議案第１１１号までを一括議題といたします。 
 お諮りします。 
 本１３案件については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本１３案件についての委員長報告は、認定です。 
 本１３案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 

 １６６ 



 異議なしと認めます。 
 よって、議案第９９号から議案第１１１号は原案のとおり認定されました。 
 次に議案第１１２号を議題とし、討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結します。 
 議案第１１２号の採決を行います。 
 本案に対する委員長報告は、認定です。 
 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 多 数 ） 
 挙手多数です。 
 よって、議案第１１２号は原案のとおり認定されました。 
 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７４号および議案第９３号を議題と

いたします。 
 それでは、議案第７４号の討論を行います。 
 反対討論を許します。 
 ７番、渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 反対討論を行います。 
 今回の超大型補正予算、手続き・内容ともひどい、そう皆さん、お思いではないでしょうか。

総額２８億円という超大型補正予算、歳入では繰越金６億円、基金積み立て分の合併特例債、

約９億円を除くと１０億円が経済対策を中心とする国庫補助金です。歳出は、合併特例債を財

源とする基金積み立て９億円、国保特別会計への３億円の繰出金を除いて、いわゆる経済対策

の国庫補助金による投資が中心になっております。 
 内容を見てまいりたいと思います。 
 国の補助金のほとんどは地域活性化・経済危機対策臨時交付金、そして地域活性化・公共投

資臨時交付金の２つです。この２つの交付金に込めた、今はなき自民・公明政権の意図は２つ、

明らかになっております。第１は、頭に地域活性化と名前が付いているが、実は大企業支援が

目的。中央の大きいところだけの支援が大きな目的になっている。第２は、総選挙対策だった

ということです。 
 さて、今補正予算に反対する第１の理由は、この交付金の使い方についてです。 
 ６月補正は教員の１人１台パソコンとサーバー購入が中心でしたが、今回の９月補正の中心

は全小中学校へ太陽光発電システムを導入する事業、これに７億３千万円の予算計上です。私

たちは１人１台パソコンにも、太陽光発電システムにも、これ自体には反対ではありません。

太陽光発電に関して言えば、化石燃料時代から自然エネルギー時代への転換の１つの手段とし

て、非常に重要な分野だと考えております。しかし、７億３千万円の予算化については、２つ

の面から問題だと言わざるを得ません。 
 第１に、太陽光発電システムはまだ発展途上の技術であり、今後、耐用年数、発電効率は急

速に進展し、価格は安くなるものと思われます。今年はじめから稼働している市役所南館太陽
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光発電設備のデータを見ても、総事業費を解消するには、５０年以上かかるということであり

ます。 
 ところで耐用年数はソーラーパネルが２０年、パワーコンディショナーが１０年。ですから

５０年の間に発電本体のソーラーパネルは２回、パワーコンディショナーは４回、交換しなく

てはなりません。その将来負担も考えての事業でしょうか。今は、モデル事業として検証しな

がら、着実に進める段階ではないでしょうか。 
 もう１つの問題点、１人１台パソコンと同様、中央の大企業を富ますことになっても、地域

活性化には、ほとんど役立たないという面です。当局は、国が公共投資臨時交付金対象事業を

限定しているため、これ以外には使えなかったと説明いたしましたが、そんなことはありませ

ん。私がかねがね提起してきた山林整備も、高齢者住宅の整備も、介護基盤整備も、交通安全

施設も、この交付金の対象事業メニューに掲げられております。公共投資臨時交付金を活用し

て、笛吹市および市民にとって必要であり、かつ地域活性化と雇用創出に役立つ事業が可能で

あったはずでございます。しかし、笛吹市は太陽光発電システムに公共投資臨時交付金の大半

を投入する予算案をつくったのであります。 
 せめてもの救いは、私たちの指摘に対し、市長がいろいろなところで太陽光発電装置を出し

ているので、一所に偏らないものを使っていきたい。それから有資格設置業者は、市内に３社

程度しかないが、今回、その枠を広げて、多くの業者に仕事を分けていく。住宅用太陽光発電

装置の実績がある業者まで、受注の範囲を広げると言明した点でございます。 
 反対の大きな理由の第２点目は、境川大坪地区の浸水対策調査費として、土木費の河川総務

費に５，２００万円を計上していることです。その財源は全額、笛吹市の一般財源です。調査

から工事に移っていけば数億円、あるいは十数億円の浸水対策工事になると予想されます。 
 ところで、市長の行政報告を見ても、事業の目的が住民、地権者の安全・安心のためなのか、

企業誘致のためなのか、はっきりしません。また、市長の行政報告によると当該地域の浸水対

策は現在、国土交通省、甲府河川国道事務所、県、市による検討会を開催し、改善策の協議を

行っていると述べております。この協議の推進を図り、国のお金でやってもらうことが必要で

はなかったのでしょうか。一体、この協議、どうなってしまっているのか。この協議を推進し

ていけば、国の直轄事業、あるいは補助事業として一般財源５，２００万円、そのまま使わな

くとも済む。また、これ以降の本工事の数億円、あるいは十数億円と予想されるものについて

も、これは国の直轄事業、あるいは補助事業としての可能性が十分あったのではないかと考え

るわけです。この間の、この国、県、市の三者協議を打ち切ってしまったのかどうなのか、疑

問です。 
 また、経過報告もされておりません。補助金なしの単独事業として見切り発車するのでしょ

うか。それは、本当の目的がサッカー場建設だからではないでしょうか。建設経済常任委員会

の厳しい追及に対して、サッカー場建設の調査費でなく、当該地域の浸水対策としての調整池

建設の調査費、このように説明したというふうに、私、聞いております。しかし、この説明に

は無理があります。調整池建設の調査費だけで、５，２００万円は余りにも多額であります。

また、浸水対策であるならば、河川整備費で計上すべきところ、河川総務費に計上したことも

理解できません。さらに５，２００万円は、サッカー場建設事業の測量試験費の概算額０．５億

円にも符合いたします。要するに、急きょ打ち出されたサッカー場建設事業の見切り発車とい

うことではないでしょうか。このサッカー場建設事業構想、６大プロジェクトの１つとして、
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７月に突然、打ち出されたものです。教育厚生常任委員会では、本来の担当課である教育委員

会スポーツ振興課に対して、この件についての質問が出されました。しかし、スポーツ振興課

は関与していないということでした。さらに市長の言うサッカー協会など、各種団体からの要

請についても承知していない、関与していないということでございました。一体、どこで検討

されているのでしょうか。不透明、異常な進め方と言わざるを得ません。 
 続いて土地区画整理事業、工事請負費４，２００万円。石和駅周辺に雨、風をしのぐモール

をかける計画だと思いますが、それはそうであるならば、それは結構です。しかし、坪７５万

円の豪華な屋根を造るというものです。建設経済常任委員会の質問に対して、新駅舎にふさわ

しいものという説明があったと聞きますが、新駅舎をどんなものにするかも決まっていないの

に、新駅舎にふさわしいものが造れるわけがないと、そのように思います。 
 今回の補正の一部は、私たちも賛成できるものがございます。国保特別会計への３億円余り

の繰り出し、私たちがかねてより主張してきたものでございます。介護慰労金支給方法の改善、

ガン検診事業費の増額、芦川地区のデジタルデバイドの解消などには賛成です。こうした賛成

できるものもありますが、補正全体を見ると、このまま通すことには賛成できません。 
 繰り返します。莫大な補正予算、今回の補正予算は各省庁の売り込みに唯々諾々と従ったも

のであり、大企業支援になっても、笛吹市の地域活性化とは縁もゆかりもない事業がほとんど

です。さらに予算化の手続きでは不透明、異常なやり方がまかり通ることになりました。さら

に建設経済常任委員会で、副市長の口から、これはのちほど、テープで正確な言葉が分かった

段階で 終的な判断が出ると思いますが、いわゆる、その発言の趣旨として、何を言っても執

行権は結局、市にあるんだという、こういう強権的な言葉が飛び出したというふうに聞いてお

ります。 
 こうした補正予算案調整の経過、そして内容、両方とも余りにもひどいと考えております。

これは私たちの会派だけの意見ではないでしょう。議員の皆さんにはぜひ、この点について正

確な判断をしていただき、本補正予算に反対していただくように呼びかけたいと思います。そ

して、市当局には補正予算案を再検討して提出し直すことを求め、反対討論といたします。 
〇議長（上野稔君） 

 賛成討論を許します。 
 １５番、新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 
 議案第７４号 「平成２１年度笛吹市一般会計補正予算（第３号）」につきまして、これを

原案のとおり賛成する立場から討論を行います。 
 今回、提案されております一般会計補正予算は、歳入歳出それぞれに２７億７，６２５万３千

円を追加し、その総額を３１５億２９１万１千円とするものであります。内訳は国、県支出金

の変更に伴う既存事業予算の補正、平成２０年度決算に基づく特別会計繰出金の精算その他、

国の経済危機対策として創設された地域活性化・経済危機対策臨時交付金および地域活性化・

公共投資臨時交付金等による事業の追加を中心にとした内容であります。 
 このうち歳入の主なものは、子育て応援特別手当事業、公立小中学校施設整備、地域活性化・

経済危機対策臨時交付金および地域活性化・公共投資臨時交付金等、国庫支出金１０億４千万

円の追加。繰越金として、平成２０年度一般会計決算繰越金６億３，５００万円。また市債は

合併特例債および臨時財政対策債など、増減により９億３，８００万円を追加したものです。 
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 歳出の主なものは商工業活性化対策として、商工会プレミアム商品券発行事業への補助。芦

川町地区への農産物直売所機能強化支援事業。集中豪雨対策のため、市内６カ所への雨量観測

システム整備事業、教育費では積極的に国の補助事業を取り入れた各小中学校太陽光発電事業、

理科教育設備事業があり、また将来への対応として、合併特例債による地域振興基金への積立

金などであります。年度中途の補正予算としては、２７億円という大型の補正額となっていま

す。これは、国の景気回復対策事業を積極的に取り入れた補正であります。 
 よって、平成２１年度笛吹市一般会計補正予算（第３号）につきましては、原案に賛成する

ものであります。 
 以上、賛成討論といたします。 

〇議長（上野稔君） 
 ほかに討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結します。 
 議案第７４号の採決を行います。 
 本案に対する３常任委員長の報告は、可決です。 
 本案は、各常任委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 多 数 ） 
 挙手多数です。 
 よって、議案第７４号は原案のとおり可決されました。 
 次に、議案第９３号の討論を行います。 
 反対討論を許します。 
 ７番、渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 平成２０年度一般会計決算の認定について、反対の立場から討論に参加いたします。 
 私たち日本共産党議員団は、すでに２０年度予算に対する反対討論で問題点を詳細に指摘し、

改善を求めてきました。したがって、個々の予算執行については簡単にふれたいと思います。 
 まず、農業予算について。農業土木予算偏重で、農業振興政策の予算が大変、貧しいこと。

そして執行も、そのとおりになりました。また農業振興の課題が山積みにもかかわらず、これ

が農林振興課の仕事かと目を疑うようなホタルの里事業に、多くの労力と予算がつぎ込まれま

した。そして後継者育成をはじめ、笛吹市農業を守る農業振興に真正面から取り組めと、私た

ちは主張してまいりました。林業費についても、林道建設が中心になっておりまして、山林整

備を進めるように私たちは主張してまいりました。笛吹中央病院に対する１５年間の補助金支

給規定については、補助金の趣旨に反し、補助金適正化規則違反であることを指摘し、改善を

求めてきました。保育職員、学校給食調理員、司書、市担臨時教職員など、臨時の職でない仕

事も正職員を臨時職員に置き換える、そうした流れを強めてまいりました。これは行政みずか

ら脱法行為を行うものであり、行政みずから格差とワーキングプアをつくり出すものと批判し

てきました。 
 また、必要な時期に諸施策や補正予算について、賛否を明らかにしてきました。大きな問題

としては、琴川ダムの受水開始と水道事業の統合問題。これは誤った琴川ダム事業に対する反

省を欠き、２１年度に水道料金の値上げ決定をする方針を明らかにするものでありました。下
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水道料金の統一、値上げ方針も出されましたが、事業そのものの見直しを図り、長期方針を示

すことなく、値上げを先行させるという方針でございました。介護保険料の値上げも決められ

ました。２０年度は、２１年度以降の公共料金の連続値上げの準備の年だったと言わざるを得

ません。 
 以上の問題点、私たちの指摘を受け入れず、そのまま執行された２０年度の決算、これを認

めることはできません。もちろん、わずかですが、住民の切実な願いに応える施策について、

公正に評価してまいりました。下水道事業の見直しの着手、果樹共済補助金の増額、ごみ減量

化の取り組みなどについてであります。 
 次に２０年度の行政運営、予算執行のあり方の根本について指摘し、変革、チェンジを求め

てまいりたいと思います。 
 今、私は行政運営という言葉を用いましたが、市長の言葉では行政経営ということになりま

す。一般に経営とは、利潤追求が目的の企業の用語となっております。ですから、非営利法人

でも宗教法人でも行政でも、一般的にそのトップを経営者とは言ってこなかったのであります。

ところが笛吹市は民間企業から学べ、民間にできることは民間へという民間崇拝と、一方、多

くの面で捻じ曲げられたと言えども、戦後、自治行政の素晴らしい面からは学ぼうとしません

でした。要するに、新自由主義的地方行革路線を突っ走ってきました。民間は利潤追求をテコ

に、たしかに技術革新、経営技術の革新を行いました。しかし、利潤追求は同時に当期経済と

バブル崩壊をもたらし、非人間的な労働、格差社会をもたらしました。市場中心主義は、大変

な経済的混乱と社会的混乱をもたらし、日本も世界もその根本的見直しの時代に入っています。 
 新自由主義的地方行革によって、地方自治の根幹が問われる問題に突き当たっています。笛

吹市の行政も見直しのときではないでしょうか。まず、集中して合理化するという、本庁集中

主義、地域軽視の問題です。この間、支所の機能と権限が極端に縮小されました。公民館活動

も縮小され、地区公民館は組織上、廃止されました。そのために、健康づくりや地域の協働の

課題を市がいくら進めようとしても、住民の学びと実践の場、公民館活動が衰退していること。

支所に援助する人がいないことから、なかなか成果が上がらないと、こういうことになってお

ります。予算の枠配分方式と権限の集中が行政組織の活力を萎えさせています。枠配分方式で

職員は萎縮しております。業務縮小、合理化に走り、住民や地域の課題を捉え、政策化するこ

とができなくなっております。今日の経済危機、雇用危機、生活危機に際して、国から突然、

大盤振る舞いが来ても、効果的な事業を行えないのも住民地域の課題を普段から明確にできて

いなかったことが、そもそもの原因ではないでしょうか。行政の仕事は、企業のようになんか

の分野で成功すればよい、点数を上げればよいというものではなく、住民全体と地域に対して、

総合的なものであります。この点でも、企業と行政のあり方は、おのずと違ってくるのであり

ます。枠配分方式をやめて、必要な多面的な課題事業を積み上げる。そして、それらを厳格に

査定する。そうした予算の編成方法に切り替えていくことが必要ではないでしょうか。 
 次に正職員を減らし、臨時職員に置き換える問題です。職員の３分の１が臨時職員、ほとん

どが臨時職でない仕事に、フルタイムで就いております。行政みずから、脱法的に臨時職員を

雇い、人件費を節約するなど、褒められた話ではございません。格差を生み、ワーキングプア

をつくり出す。そして合成の誤謬というか、行政も企業も同じことをやっており、不景気から

抜け出せない、それが一因となっております。社会悪であります。 
 さらに、今議会の教育厚生常任委員会の学校給食調理員などの非正規化は、業務委託の準備
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だという教育厚生常任委員会の答弁でございました。そのような話は、これまで議会にも、関

係者にもなかったものであります。業務委託という大問題、重大な問題の布石だという、とん

でもないことが２０年度には進んでいたことになります。 
 後に指定管理者制度導入による、わずかな経費節減についても、これは主に指定管理業者

が、派遣やパートなど低賃金で雇用している方に過ぎないことを指摘します。そして、管理が

さまざまな点で不行き届になっているという事態も生まれております。 
 以上をもちまして、日本共産党議員団の平成２０年度一般会計決算認定に対する反対討論と

いたします。 
〇議長（上野稔君） 

 賛成討論を許します。 
 １７番、小林始君。 

〇１７番議員（小林始君） 
 議案第９３号 「平成２０年度笛吹市一般会計歳入歳出決算認定について」、これに賛成す

る立場から討論を行います。 
 平成２０年度は、第１次笛吹市総合計画、ふえふき協奏曲第１番の初めての予算編成がなさ

れ、将来像に「みんなで奏でる “にぎわい・やすらぎ・きらめき”のハーモニー」を掲げ、

実り多い産業と人々が集うまちづくり、環境にやさしく安心して、すこやかに暮らせるまちづ

くり、個性輝く人々が育ち活躍するまちづくりの３つのまちづくりの理念をふまえる中で、将

来像を現実に向けた取り組みがなされた年と考えます。 
 歳入は地方譲与税、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、ゴルフ場利用税交付金、地方

消費税交付金および自動車取得税交付金においては、前年度より１億２千万円の減となった一

方、歳入の根幹である市税は前年に比べ約１億６００万円、率にして１．１％の増収となりま

した。 
 一方、歳出においては、国の補正予算による定額給付金事業の県下一早い支給開始、環境に

配慮した庁舎南館太陽光発電設備事業、納税に対する市民の利便性向上を図るため、コンビニ

収納システムの構築、障がい者および高齢者福祉の推進、子育て支援事業として、かすがい東

保育所設計委託事業、生活系可燃ごみ５３％減量を目標としたごみ減量化推進事業、ホタルの

舞う清らかな環境を保護し、笛吹ブランド農産物選定事業、バイオマスの里づくり事業、国内

のみならず海外までに目を向けた観光宣伝事業、芦川地区農産物直売所建設用地取得事業、市

道の新設改良事業や石和駅前土地区画整理事業の推進、市のこれからのまちづくりの基本方針

となる笛吹市都市計画マスタープランの策定、未来を担う児童生徒のため、市担教員を県内で

も も多い人数を配置し、健全な児童生徒育成事業、市の学校教育の基本方針となる学校教育

ビジョンの策定、甲斐国分寺・国分尼寺をはじめとする市内の文化財の保護整備事業および市

の古代から中世の歴史をまとめた甲斐国千年の都 笛吹市発行事業など、ソフト・ハード両面

にわたり幅広い取り組みが行われ、また月次予算、決算に基づく予算の執行管理、ならびに使

い切り予算の廃止など、行財政改革にも取り組まれたところであります。 
 その結果、歳入総額は約２９９億円で、前年度に比較しますと、約１１億８千万円の増額。

歳出総額は約２８９億５千万円で、前年度に比較しますと約１２億３千万円の増額であり、歳

入歳出差し引き額９億４千万円。翌年度へ繰り越すべき財源、１億５千万円を差し引いた実質

収支額は７億９千万円の黒字決算でありました。 
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 さらに、昨年度から公表が義務付けられた地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づ

く健全化判断比率においても、４つの健全化判断比率は、いずれも早期健全化基準を下回って

おり、健全な財政経営がなされているところであります。しかしながら、現在の経済情勢は非

常に厳しく、自主財源比率がまだまだ低い本市においては、第１次行財政改革に掲げている市

税収納率の強化を図り、国・県の補助制度を活用し、財源確保に努める一方、費用対効果の観

点から、事業の必要性や効率性を検証する中で、健全財政経営を維持しつつ、市民、地域、行

政による協働のまちづくりの実現に向け、積極的に取り組んでいただくことをお願い申し上げ

まして、この決算認定の賛成討論といたします。 
 以上です。 

〇議長（上野稔君） 
 ほかに討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結します。 
 議案第９３号の採決を行います。 
 本案に対する３常任委員長の報告は、認定です。 
 本案は、各常任委員長報告のとおり認定することに賛成の方の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 多 数 ） 
 挙手多数です。 
 よって、議案第９３号は原案のとおり認定されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（上野稔君） 
   次に日程第４７ 請願第１号を議題といたします。 

 本件につきましては、審査を教育厚生常任委員会に付託いたしました。 
 教育厚生常任委員長から、審査結果について報告を求めます。 
 教育厚生常任委員会委員長、前島敏彦君。 

〇教育厚生常任委員長（前島敏彦君） 
 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をされました請

願第１号の審査について、報告をいたします。 
 本請願は３月定例会からの継続審査となっており、閉会中の９月１日に委員会を開催し、担

当職員より説明を求め、請願内容の協議を行い、それらをふまえ、９月１６日に審査をいたし

ました。 
 審査の中で、市長の代表質問の答弁でもありました小学校６年生までに拡大することについ

て、平成２３年度を目途に検討を進めるとの答弁がありました。来年度からの実施を求める意

見や中学３年生まで、拡大を求める意見等もありました。 
 採決の結果、請願第１号 子どもの医療費無料の年齢引き上げを求める請願については、賛

成全員で採択すべきものと決定いたしました。 
 以上をもちまして、請願審査の報告といたします。 

〇議長（上野稔君） 
 委員長報告に対する質疑を行います。 
 （ な し ） 
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 質疑を終結します。 
 続いて、討論を行います。 
 （ な し ） 
 討論を終結します。 
 これより、請願第１号の採決を行います。 
 この請願に対する委員長報告は、採択です。 
 本件は、採択することに賛成の方の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 全 員 ） 
 挙手全員です。 
 よって、請願第１号は採択することに決しました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（上野稔君） 
   次に日程第４８ 発議第１０号を議題とし、提出者より提案理由の説明を求めます。 

 渡辺正秀君。 
〇７番議員（渡辺正秀君） 

 発議第１０号 事務調査に関する決議（案） 
 上記の議案を別紙のとおり、会議規則第１３条の規定により提出いたします。 
 内容は、野沢勝利氏への下水道接続工事および工事負担金等の徴収に関わる事務の調査に関

する決議（案）でございます。 
 地方自治法第１００条第１項の規定により、次のとおり野沢勝利氏宅への下水道接続工事お

よび工事負担金等の徴収に関わる事務の調査を行うものとする。 
 １．調査事項 
 （１）野沢勝利氏宅への下水道接続工事について 
 （２）上記工事に伴う負担金等の徴収に関わる事務について 
 ２．特別委員会の設置 
 本調査は、地方自治法第１１０条および委員会条例第６条の規定により、委員８名で構成す

る野沢勝利氏に関わる下水道工事負担金等調査特別委員会を設置し、これに付託して行う。 
 調査権限 
 本議会は、１に掲げる事項の調査を行うため、地方自治法第１００条第１項および同法９８条

第１項の権限を、野沢勝利氏にかかる工事負担金等調査特別委員会に委任する。 
 調査期限 
 野沢勝利氏にかかる工事負担金等調査特別委員会は、１に掲げる調査が終了するまで、閉会

中も、なお調査を行うことができる。 
 調査経費 
 本調査に要する経費は１０万円以内とする。 
 提案理由 
 平成２１年４月２１日付け、山梨日日新聞に掲載された野沢勝利議員の下水道負担金未払い

の記事を受け、４月２２日に議員全員協議会を開催し、野沢勝利議員および執行部から下水道

工事負担金未払いの経過等について、説明を求めた。 
 問題の重大性および業者の説明に大きな隔たりがあったことから、議会調査委員会を設置す
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ることになった。この調査委員会によって明らかになったこともあったが、基本的に両者の主

張の食い違いを解明できず、任意の調査委員会の限界を示した。 
 一方、解明すべき行政の不適切な行為が浮かび上がった。これらを解明し、市民の負託に応

えるために、地方自治法第１００条に基づく調査決議案を提出する。 
 以上でございます。 

〇議長（上野稔君） 
 説明が終わりました。 
 これより、発議第１０号の質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑を終結します。 
 お諮りします。 
 本案は、会議規則第３６条第３項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、発議第１０号は委員会付託を省略することに決定いたしました。 
 発議第１０号の討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 ３番、野澤今朝幸君。 

〇３番議員（野澤今朝幸君） 
 賛成の立場から発言いたします。 
 今回の任意の議会の調査委員会では、野沢勝利議員への も重要な疑惑でありました下水道

工事接続の２００万円の工事費に関する請求、これに関しては職員からは一切、証言といえる

ものが得られませんでした。また、この請求に関わる書類も一切、示されませんでした。 
 私は当時の条例からすれば、本来ならば、これは野沢勝利議員、下水道工事総額６９５万円

相当の、この金額を支払うべきだというふうに私は考えています。しかし、そのようなことに

関しても一切、今回の調査では明らかにしようともしませんでしたし、明らかにもなりません

でした。本来、総額を払うべき、この金額についてのまったくの言及がないというところを見

ると、これは当時の町行政の、いわゆる背任行為というものの疑惑が持たれるわけであります。 
 言うまでもなく、議会の大切な権能の１つは、行政の監視であります。過ぎ去った過去とい

いながらも、この監視を怠ることは、市民からわれわれが負託された権能をみずから放棄する

ものであるというふうに考えます。したがって、私は１００条調査を発動し、徹底的にこの疑

惑を解明する必要があろうかと、このように考えます。 
 以上、賛成の立場からの発言といたします。 

〇議長（上野稔君） 
 討論を終結します。 
 発議第１０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 少 数 ） 
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 起立少数です。 
 よって、発議第１０号は否決されました。 
 ここで、暫時休憩といたします。 
 再開は４時３５分とします。 

休憩  午後 ４時２０分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ４時３５分 
〇議長（上野稔君） 

 再開いたします。 
 ただいま、市長より人事案件１件が、また大久保俊雄君ほか２名から発議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。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（上野稔君） 
   これより日程第４９ 議案第１１６号を議題とし、市長より提案理由の説明を求めます。 

 市長、荻野正直君。 
〇市長（荻野正直君） 

 本日、追加提案させていただきます議案につきまして、概略を説明させていただきます。 
 議案第１１６号 「人権擁護委員の候補の推薦について」でありますが、議案書にお示しの

とおり、４名の方を人権擁護委員の候補者として推薦するため、人権擁護委員法第６条第３項

の規定により、議会の意見を求めるものであります。 
 今回、推薦をさせていただきます４名のうち岩野秀夫氏、神宮司由則氏、角田喨子氏の３名

の委員につきましては再任となりますので、紹介は省略させていただきます。 
 田中千恵子氏につきましては、新たに推薦をさせていただくものであります。住所は笛吹市

境川町石橋２３０２番地、昭和２４年７月２１日生まれ、満６０歳であります。 
 以上、追加案件の概略の説明とさせていただきますので、よろしくご審議の上、ご議決賜ら

んことをお願い申し上げます。 
〇議長（上野稔君） 

 説明が終わりました。 
 これより、議案第１１６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議案第１１６号は、会議規則第３６条第３項の規定により委
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員会付託を省略したいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第１１６号は委員会への付託を省略することに決定いたしました。 
 議案第１１６号の討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結します。 
 議案第１１６号の採決を行います。 
 本案は、原案のとおり承認することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 全 員 ） 
 起立全員です。 
 よって、議案第１１６号は原案のとおり承認されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（上野稔君） 
   次に日程第５０号 発議第１１号を議題とします。 

 提出者により、提案理由の説明を求めます。 
 大久保俊雄君。 

〇１６番議員（大久保俊雄君） 
 発議第１１号 
 平成２１年９月２５日 提出 
 笛吹市議会議長 上野稔殿 

提出者 
笛吹市議会議員 大久保俊雄 

賛同者 
   〃    降矢好文 
   〃    前島敏彦 

 石和温泉駅前シェルター整備事業についての附帯決議 
 笛吹市議会会議規則第１３条の規定により、別紙のとおり提出します。 
 提案理由 
 合併特例債の有効利用と、その猶予期間に鑑み、提案された笛吹市大型整備構想の中で、石

和温泉駅周辺整備構想は、市民生活における優位性や利便性、また新駅舎との整合性などと直

結したものでなければならないと考える。 
 今回の石和温泉駅前シェルター整備事業にかかる補正予算説明の中で、判断資料・判断材料

には一部不足部分が散見された。今後、慎重な審査を行い、もって適正な判断を期待するため

の審査環境の改善を求め、提出するものである。 
 決議文につきましては、お手元の議案書のとおりでございます。 
 以上です。 
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〇議長（上野稔君） 
 お諮りします。 
 本案については、質疑・討論および会議規則第３６条第３項の規定により、委員会付託を省

略したいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、発議第１１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。 
 発議第１１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挙手を求めます。 
 （ 挙 手 全 員 ） 
 挙手全員です。 
 よって、発議第１１号は原案のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（上野稔君） 
   日程第５１ 「閉会中の継続審査について」を議題といたします。 

 各常任委員長、議会運営委員長およびリニア対策特別委員長より、閉会中の継続審査の件が

提出されております。 
 お諮りします。 
 本件についてはお手元に配布のとおり、閉会中の継続審査とすることにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、本件については各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査と決しました。 
 以上で、今定例会に付議された案件はすべて終了いたしました。 
 市長より閉会に際し、あいさつの申し出がありますので、これを許します。 
 市長、荻野正直君。 

〇市長（荻野正直君） 
 閉会にあたりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 
 本定例会は９月３日から本日まで、２３日間に及ぶ日程で開催されました。正副議長さまを

はじめ、議員各位におかれましては本会議ならびに各委員会を通じ、慎重かつ熱心なご審議に

お努めいただき、大変ありがとうございました。また、上程いたしました提出案件すべてにつ

きまして、原案のとおりご議決・ご承認を賜り、厚く御礼を申し上げます。 
 なお、予算案に対する附帯決議につきましては、その趣旨をふまえた対応を検討してまいり

ます。 
 さて、新型インフルエンザ対策につきましては、今定例会の初日に経過をご報告申し上げ、

また本会議においてもご質問をいただいたところでありますが、今月１６日に御坂中学校で集

団感染が発生し、直ちに学校閉鎖の措置をとりました。感染の拡大抑制に向けて、手洗い、う

がい等の励行などを行っておりますが、さらに感染防止策の周知・徹底を図ってまいります。 
 国におきましては、先の衆議院総選挙の結果を受け、１６日に第９３代首相に鳩山由紀夫氏

が選出され、民主・社民・国民新党の３党連立による鳩山内閣が発足いたしました。脱官僚を
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明確に掲げ、政治主導による政権運営を目指す立場を強調する決意表明に、国民の一人として

期待を寄せているところであります。 
 しかしながら、政策転換による予算の組み替えや子ども手当の創設、大規模な医療制度改革、

高速道路無料化、公共事業の大幅削減など、地方自治体に及ぼす地域経済への多大な影響も必

至であります。市政の舵取りを担うものとして、平成２１年度の施策経営方針に則り、社会と

時代の変転を見極め、行政を取り巻く時代の変化を積極的に対応する意思を持ち、それを果敢

に実行することにより、持続可能な地方自治の営みを確実に行ってまいる所存でございます。 
 次に、本市は来月１２日に市制施行５周年を迎えますが、その節目として記念式典を挙行い

たします。今年はメインテーマに甲斐国千年の都、新たなる文化の創造を掲げ、９月１２日に

行いました冊子、甲斐国千年の都 笛吹市の刊行記念講演会の折に、ご来場の皆さまからご提

案をいただいた甲斐国千年の都 笛吹市宣言を、この記念式典の席上で行いたいと考えており

ます。桃、ブドウ日本一と温泉の郷に新たな魅力である歴史を加え、さらにグレードアップし

た笛吹ブランドとして、広くＰＲしてまいりたいと思います。 
 また式典では市政功労者表彰のほか、市制５周年にあたり公職退任者の皆さま、およびまち

づくりに功績のあった団体に対しまして、特別表彰を行います。このほか、この１年の笛吹市

のできごとをまとめたＤＶＤの放映や一宮西小学校の児童による合唱披露が行われる予定で、

議員各位にもご出席をよろしくお願い申し上げます。 
 さて、スポーツの秋、文化芸術の秋も本番となってまいりましたが、本市は第６２回山梨県

体育祭りにおいて、全大会に引き続き市の部で総合準優勝となりました。男子ソフトテニス、

卓球、ラグビー、ゲートボール、女子ソフトボールなど９種目において優勝するなど、素晴ら

しい成績を収めていただきました。栄光を称えるとともに、選手関係者の皆さまに感謝を申し

上げます。 
 文化芸術関係では、１０月９日に八代地区の芸術祭、盆栽展をはじまりに、１１月の下旬ま

で市内各地で文化祭、芸術祭が行われます。地域を結ぶ絆として、それぞれ特色を生かした文

化芸術活動の成果をご披露いただけるものと楽しみにしているところであります。 
 また１１月１４日、１５日の２日間、第５回笛吹市文化祭を開催いたします。若彦路ふれあ

いスポーツ館においては写真、絵画、書道などの作品展示が行われ、八代総合会館ではコーラ

ス、軽音楽、舞踊などの発表が行われます。ぜひ、ご覧いただきますとともに、積極的にご参

加をお願いいたします。 
 さらに１１月２１日から２３日までの３日間、第３回笛吹音楽祭がスコレーセンターにおい

て開催されます。全国から集まったプロとアマチュアの演奏家が、オーケストラコンサートを

披露するほか、アンサンブルコンサート、ロビーコンサート、絵画展、和太鼓の演奏などが行

われます。演奏する人、聞く人がともに楽しみ、みんなで奏でる“にぎわい・やすらぎ・きら

めき”のハーモニーにふさわしい音楽祭となりますよう、多くの皆さまのご来場をお待ち申し

上げております。 
 彼岸を過ぎ、秋の気配が一層濃くなると同時に、朝夕はめっきり涼しくなってまいりました。

くれぐれもご自愛の上、ご健勝にてご活躍されることをお祈りし、閉会のごあいさつとさせて

いただきます。ありがとうございました。 
〇議長（上野稔君） 

 以上をもちまして、平成２１年笛吹市議会第３回定例会を閉会いたします。 
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 大変ご苦労さまでした。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

閉会  午後 ４時４８分 
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