平成２０年笛吹市議会第１回定例会
１．議 事 日 程（第１号）
平成２０年２月２８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 市長施政方針ならびに提出議案要旨説明
日程第 ５ 議案第 １号 笛吹市後期高齢者医療に関する条例の制定について
日程第 ６ 議案第 ２号 笛吹市役所支所設置条例の一部改正について
日程第 ７ 議案第 ３号 笛吹市職員定数条例の一部改正について
日程第 ８ 議案第 ４号 笛吹市職員給与条例の一部改正について
日程第 ９ 議案第 ５号 笛吹市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について
日程第１０ 議案第 ６号 笛吹市職員の育児休業等に関する条例等の一部改正について
日程第１１ 議案第 ７号 笛吹市国民健康保険税条例の一部改正について
日程第１２ 議案第 ８号 笛吹市手数料条例の一部改正について
日程第１３ 議案第 ９号 笛吹市児童館条例の一部改正について
日程第１４ 議案第１０号 笛吹市学童保育室条例の一部改正について
日程第１５ 議案第１１号 笛吹市ひとり親家庭医療費助成に関する条例の一部改正につい
て
日程第１６ 議案第１２号 笛吹市乳幼児医療費助成金支給条例の一部改正について
日程第１７ 議案第１３号 笛吹市重度心身障害者医療費助成条例の一部改正について
日程第１８ 議案第１４号 笛吹市国民健康保険条例の一部改正について
日程第１９ 議案第１５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２０ 議案第１６号 笛吹市介護保険条例の一部を改正する条例の一部改正について
日程第２１ 議案第１７号 芦川村の編入に伴う笛吹市介護保険条例の適用の経過措置に関
する条例の一部改正について
日程第２２ 議案第１８号 笛吹市水道事業の設置等に関する条例等の一部改正について
日程第２３ 議案第１９号 平成１９年度笛吹市一般会計補正予算（第５号）について
日程第２４ 議案第２０号 平成１９年度笛吹市国民健康保険特別会計補正予算（第５号）
について
日程第２５ 議案第２１号 平成１９年度笛吹市老人保健特別会計補正予算（第５号）につ
いて
日程第２６ 議案第２２号 平成１９年度笛吹市介護保険特別会計補正予算（第４号）につ
いて
１

日程第２７ 議案第２３号 平成１９年度笛吹市公共下水道特別会計補正予算（第４号）に
ついて
日程第２８ 議案第２４号 平成１９年度笛吹市簡易水道特別会計補正予算（第４号）につ
いて
日程第２９ 議案第２５号 平成１９年度笛吹市水道事業会計補正予算（第３号）について
日程第３０ 議案第２６号 平成２０年度笛吹市一般会計予算について
日程第３１ 議案第２７号 平成２０年度笛吹市国民健康保険特別会計予算について
日程第３２ 議案第２８号 平成２０年度笛吹市老人保健特別会計予算について
日程第３３ 議案第２９号 平成２０年度笛吹市介護保険特別会計予算について
日程第３４ 議案第３０号 平成２０年度笛吹市介護サービス特別会計予算について
日程第３５ 議案第３１号 平成２０年度笛吹市後期高齢者医療特別会計予算について
日程第３６ 議案第３２号 平成２０年度笛吹市公共下水道特別会計予算について
日程第３７ 議案第３３号 平成２０年度笛吹市農業集落排水特別会計予算について
日程第３８ 議案第３４号 平成２０年度笛吹市簡易水道特別会計予算について
日程第３９ 議案第３５号 平成２０年度笛吹市温泉事業特別会計予算について
日程第４０ 議案第３６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
会計予算について
日程第４１ 議案第３７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
別会計予算について
日程第４２ 議案第３８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
計予算について
日程第４３ 議案第３９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
会計予算について
日程第４４ 議案第４０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
会計予算について
日程第４５ 議案第４１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
計予算について
日程第４６ 議案第４２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
会計予算について
日程第４７ 議案第４３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
会計予算について
日程第４８ 議案第４４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
特別会計予算について
日程第４９ 議案第４５号 平成２０年度笛吹市水道事業会計予算について
日程第５０ 議案第４６号 国土利用計画笛吹市計画の策定について
日程第５１ 議案第４７号 東山梨環境衛生組合規約の変更について
日程第５２ 発議第 １号 暴力団追放に関する決議
日程第５３ 発議第 ２号 道路特定財源確保に関する意見書の提出について
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６．職務のため議場に出席した者の職氏名（３名）
議会事務局長

橘 田 益 貴

議 会 書 記

堀 内 常 雄

議 会 書 記

金 井
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４

開会

午後 １時３０分

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○議長（中村善次君）
ただいまの出席議員は２９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２０年第１回笛吹市議会定例会を開会いた
します。
開会にあたり、一言ごあいさつを申し上げます。
気温はいまだに冬のままで寒い日が続きますが、冷たい風の合間を縫って、行きつ戻りつ、
次第に春が近付いてまいります。春はすべての生物が躍動し始める季節であり、年度変わりの
重要な季節であります。
笛吹市もまた生産へと向かう希望の季節でもございます。
私ども市議会も、それぞれが一市民の立場に戻り、より良き市政を目指して一丸となり、取
り組んでまいりたいと思います。
本日、傍聴の申請があり、これを許可いた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。
また、携帯電話の電源は切るかマナーモードに設定してくださるようお願いいたします。
なお、議長の命令に従わないときは、地方自治法第１３１条第１項の規定により、退場を命
じますので、念のため申し上げます。
本日の傍聴、ご苦労さまです。
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。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○議長（中村善次君）
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２４番 龍 澤

敦君

議席第２５番 日髙せい子君
の両名を会議録署名議員に指名いたします。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○議長（中村善次君）
日程第２ 「会期の決定」を議題とします。
お諮りします。
本定例会の会期は、本日から３月２１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）
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３月２１日までの２３日間と決定しました。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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○議長（中村善次君）
日程第３ 「議会関係諸般の報告」を行います。
降矢好文議員から、本日の会議は病気のため欠席の届けが提出されておりますので、ご報告
いたします。
監査委員から、平成１９年１１月分から平成２０年１月分の例月出納検査の結果について報
告がありました。お手元に配布してあります報告書により、ご了承願います。
本日までに受理した請願は、お手元にお配りした請願文書表のとおり、建設経済常任委員会
に付託いたしますので報告いたします。
次に、地方自治法第１２１条の規定により、市長ならびに行政委員会の長に出席を求めたと
ころ、お手元の名簿のとおり説明員の出席の通知がありました。
なお、議会関係の出席状況については、お手元に配布したとおりです。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○議長（中村善次君）
日程第４ 市長より、施政方針ならびに日程第５ 議案第１号から日程第５１ 議案第４７号ま
での４７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。
○市長（荻野正直君）
施政方針および提出議案要旨説明に先立ちまして、先日、発生いたしました山林火災につい
て申し上げます。
２４日の午後１時に大蔵経寺山山頂付近で白煙が上がっており、火らしきものが見えるとの
通報を受け、１時１分、出火報を発令し、直ちに現場指揮本部を設置、２時に大蔵経寺山林野
火災対策本部を設置、県の防災ヘリ「あかふじ」をはじめ、群馬、埼玉、長野の防災ヘリ、ま
た自衛隊機の増援を受け、消火にあたりました。
翌々日の２６日、午前中に上空から視察を行い、消防団員、消防本部員が入山し、残り火処
理・確認作業を行い、午後０時２５分、鎮火報を発令いたしました。
その間、山梨県、自衛隊、近県の素早い対応に心より感謝を申し上げます。
また、
火災発生と同時に出動いただきました消防団員は延べ１，
１００名、
消防本部１１０名、
日赤奉仕団１１０名、建設業協力会６０名、自衛隊員２００名の合計１，５８０名の皆さまに、
この場をお借りいたしまして、心より厚く御礼を申し上げます。
今回の林野火災による初動体制のあり方等を教訓とし、災害への心構えを改めて認識したと
ころであります。
次に、暴力団追放運動についてであります。
２月１日、暴力団事務所が市内富士見地区に移転の動きがありました。地域では直ちに地元
区長さんを中心に追放のための活動を開始し、昨日、富士見地区暴力団追放対策協議会を立ち
上げ、警察署、甲府市内国母地区の運動と連携した暴力団追放運動の展開を進めております。
こうした運動は、迅速に、かつ全市的な運動に取り組むことが重要であります。
今後、富士見地区暴力追放対策協議会や笛吹地区暴力追放委員会を中心に、地域市内のすべ
ての機関、団体が住民運動を展開してまいります。
私も、この運動の先頭に立ち、断固、戦う覚悟でございます。
本日、暴力団追放に関する決議が上程されておりますが、議員各位におかれましても、この
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運動の先導的役割を担っていただきますよう、お願いを申し上げます。
さて、本日ここに、平成２０年３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、その概要の説明申し上げ、併せて私の所信の一端を申し述べ、議員各位ならびに市
民の皆さまのご理解を賜りたいと存じます。
最初に、平成２０年度に向けた施政方針をご説明申し上げます。
平成１６年１１月に多くの市民の皆さまからご信託をいただき、
笛吹市の初代市長に就任し、
以来、７万人の新市の舵取り役として市政運営を担ってまいりましたが、合併新市の速やかな
一体化の推進、日々変貌する社会経済情勢の中での厳しい財政状況への対応など、大きく変革
を求められました。
このような大きな変革期にあって、私は市民の皆さまの負託に応え、笛吹市の発展の礎を築
くために、市政運営に全力を傾注してまいりました。
この間、私が市長の重責を円満に果たすことができましたのは、市民の皆さま、そして、議
員各位のご協力の賜物であり、この場をお借りいたしまして、心から御礼申し上げます。
第１次の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”を策定いたしました。平成２０年は、この新し
い計画の初年度であります。
この計画の将来像は、
「活力ある交流都市の創造」
「快適な生活都市の創造」
「個性輝く自立都
市の創造」という３つのまちづくりを理念に、市民、地域やボランティア団体とともに取り組
んでいる姿を表現しておりますが、市民第一主義を視点として、市民の参画と協働の実践に取
り組んでまいります。
また、計画に掲げた各種の施策の実現のため、
“のばす：Ｄｅｖｅｌｏｐ・つなぐ：Ｎｅｔｗ
ｏｒｋ・ささえる：Ａｓｓｉｓｔ”の「笛吹ＤＮＡ戦略」という実現の視点を設定いたしまし
た。
この視点の役割は、今日まで継承し蓄積された顕在潜在する、さまざまな資源を有機的に結
びつけることによって得られるさまざまな相乗効果により、さらにその価値を高めようという
ものであります。
また、すべての施策の本来の役割を「のばし」
、他の施策と「つなぐ」
、あるいは「ささえる」
ことにより、施策の相乗効果を高めていこうというものであります。
こうした「笛吹ＤＮＡ戦略」により将来像実現に向けたまちづくりに取り組みます。
これからの行政経営には、市民への行政情報の公表や提供が必要不可欠です。マニフェスト
は、施策や事業の達成目標や実施手段、達成期限、財源・予算を市民に示し、お約束するもの
であります。総合計画の実施計画に基づく各部局による事業のマニフェストを作成し、その結
果を公表してまいります。
行政経営は、プラン・ドゥ・チェック・アクションのＰＤＣＡサイクルによる取り組みが基
本です。１年、半年、四半期、毎月、場合によっては１週間ごとに、行動計画や予算の執行、
検証、次につなげるというシステムを確立し、併せて事務事業評価制度と施策評価制度を導入
し、行政経営力を高めてまいります。
本市の求める職員像は、人材育成基本方針の中で明確に示しております。この実現のため、
組織目標や事務事業の達成目標の設定と、その取り組みによる人材育成型の人事評価制度を導
入し、実践することにより職員の能力向上と、それを最大限に引き出す取り組みを進めます。
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今、自治体に求められるのは適応的変化といわれます。それは、社会と時代の変転を見極め
て自ら変えていこうとする意思を持ち、それを果敢に実行して持続可能な自治の営みを確実に
していくことであります。職員の意識改革を進め、職員として明確な時代認識を持ち、市民の
ために何をすべきかといった使命と責任感を追求することが必要であると考えております。
それでは、第１次総合計画の施策体系に沿った、主要事業をご説明申し上げます。
第１は、実り多い産業と人々の集うまちづくりについてであります。
はじめに、市営バス運行事業であります。
運行状況と市民の要望等を調査し、地域の実情に即した交通ネットワークを構築するため、
市内バス交通について検討を行ってまいりました。
その結果報告書をもとに、市営バス新規３路線について本年１月から実証運行を行っており
ます。
２０年度は、さらに実証運行を継続する中で、期間中のデ－タを分析・検討し、本格運行へ
の移行、廃止、または代替移動手段の模索等を行い、市内の実情に即した公共交通ネットワー
クの構築を図ってまいります。
次に、リニア対策についてであります。
(株)ＪＲ東海は、平成２５年までに実験線全線の工事を完成させ、平成３７年に首都圏から
中京圏までの営業運転を開始する予定であると発表しました。
本市では、事業主体・山梨県等と十分協議をし、地元住民の立場に立った山梨リニア実験線
対策と円滑な事業展開を図っていくとともに、山梨市および甲州市とともに、峡東圏域リニア
中央新幹線駅誘致運動を積極的に行ってまいります。
次に、もてなしの心があふれる観光地づくりであります。
本市は、豊かな自然資源と首都圏から至近距離にあり交通アクセスは良好で、農住の調和が
とれた美しい定住環境を持っております。
豊かな自然を生かし、都市住民との交流を進め、地域住民との共生を図りながら、桃・ブド
ウ日本一の生産量を維持し、果樹のふるさととしてのブランド形成を図るための施策を展開し
てまいります。
次に、農業振興についてであります。
住宅化の進展、高齢化の進行、農産物価格の低迷等農業を取り巻く環境は、年々厳しくなっ
ております。
このため農業者にとって、やりがいと生きがいをもって農業に取り組める環境づくりを共通
の目的に据え、農地流動化の促進、遊休農地の有効活用で、農住調和のとれた農地環境の整備
に取り組みます。
また、ＪＡ、農業委員会、シルバー人材センターの連携による援農支援、農業経営の合理化、
近代化を図るための農業生産法人設立への支援も行ってまいります。
さらに、
集出荷施設に導入される光センサーや資材価格の段階的な統一、
多角的なキャンペー
ン等により、
「笛吹」の農産物ブランドを確立した産地形成を促進し、宿泊業者、観光農園との
連携による新たなルート設定、体験学習旅行の受け入れ、市内小中学校を対象とした食育活動
の展開等を基本として、交流事業の推進を図るとともに、ホタルの舞う清らかで豊かな水系、
恵まれた自然環境をアピールしていくことを目的として、ホタルの里の基盤整備や保護育成団
体への活動支援を行ってまいります。
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また、チッパー（剪定枝粉砕機）等の共同購入事業をはじめ、環境に配慮した農業の推進を
図っておりますが、バイオマスタウン構想の下、生ごみの堆肥化に向けての取り組み等、バイ
オマスの里づくり事業の推進を図ってまいります。
さらに、農・商・工等地域の産業関係機関、団体の連携で、地域内における流通の促進のた
めの地産地消の取り組み強化を進めます。
次に、土地改良事業についてであります。
農業の生産、流通、農地農村環境の向上等につながる農道、水路等の改修などの農業基盤整
備については、笛吹川左岸地区の畑地帯総合整備事業を含め、市内９カ所を実施いたします。
また、昨年に引き続き、地域ぐるみで農地や水を守る効果の高い共同活動や、資源保全に向
けた営農活動への支援として、農地水環境保全向上対策事業を実施してまいります。
なお、各地域からの要望につきましては、その必要性、緊急性などを勘案し、積極的かつ計
画的に進めてまいります。
次に、観光事業についてであります。
本年 4 月から 6 月の間実施されます、ＪＲ東日本、各自治体、観光事業者等が共同して行う
ＤＣ(デスティネーションキャンペーン)において、本市の持つ観光資源を十分に生かした事業
展開を計画し、全国に広くＰＲしてまいります。
昨年末、好評のうちに終了いたしましたＮＨＫ大河ドラマ「風林火山」ブームにより、多く
の観光客が本市・本県を訪れましたが、この来訪者に再び本市を訪れていただくために、ＤＣ
企画をはじめ各種イベント等の開催により、来訪促進と観光振興を図っていきます。
また、２０年度「全国鵜飼サミット」を本市で開催いたします。清流笛吹川を舞台とする、
徒歩鵜の歴史は長く、復活してから現在まで３２年経過しますが、謡曲「鵜飼」の歴史に見る
ように「甲斐の国・千年の都・笛吹市」の歴史文化のロマンに浸り、幻想的なイメージの中で
の開催を考えおります。
さらに、観光基本法に基づくインバウンド対応として、東アジア方面からの観光客の誘客を
図るため、昨年同様に、県と十分調整を行いながら積極的に取り組んでまいります。と同時に
国内観光客には、石和温泉旅館協同組合が全国で初めて、厚生労働大臣より認定された「温泉
利用プログラム型健康増進施設」のＰＲを行い、療養・保養等を望む観光客などにも訪れてい
ただける「住んでよし」
「訪れてよし」のまちづくりに努めてまいりたいと考えております。
次に、都市計画マスタープラン策定についてであります。
昨年６月から取り組んでまいりました、市民主体によるまちづくり市民会議から、地域まち
づくりプランの提案が、昨年１２月１５日に開催した「まちづくり市民シンポジウム」の中で
提出されました。
今後、この地域まちづくりプランの提案内容を十分活用しながら、庁内作業部会、策定委員
会で、土地利用や都市施設の整備方針などの内容を協議し、本年１０月の策定に向けて進めて
まいります。
次に、石和駅前土地区画整理事業についてであります。
これまで整備を進めてまいりました駅前広場は、モニュメントの設置も終わり、いよいよ最
後の工事段階に入ってまいりました。
駅前広場に隣接して建設する足湯施設についても、４月１日の供用開始に向けて、急ピッチ
でその整備工事が進められています。
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石和駅前土地区画整理事業は、区画道路２号線の電線共同溝工事・道路築造舗装工事および
区画道路１０号線の整備工事を行ってまいります。
第２は、環境にやさしく安心して健やかに暮らせるまちづくりであります。
はじめに、安全・安心の備えづくりであります。
市民の安心・安全は市勢発展の基礎であります。この実現に向け、消防本部が蓄積した知識・
技術・装備を最大限に活用し、恒常的な消防・救助・救急・予防活動への備えはもとより、増
加・多様化傾向にある救急救命業務の高度化、大規模災害発生時における自助・共助活動の助
長策として、市民を対象とした救命講習等の拡大充実、管内危険物施設ならびに防火対象物へ
の査察指導の強化等を平成２０年度の活動の柱として、安心・安全のまちづくりを進めていき
たいと考えています。
また、全国的に議論が活発化している消防の広域化については、関係機関と意見交換を行い
ながら、本市にとって、より効率的かつ有効な道を探っていきたいと思います。
また、大規模災害時に、家族等の援助がなく、一人では速やかに避難ができない方々の緊急
避難を、地域のみなさんの支援により、安全かつ円滑に実施するため、災害時要援護者を把握
し、台帳を整備し、この台帳に基づいて、日ごろから声かけなどを行いながら、いざという時
に備えます。
具体的には、行政区、民生委員・児童委員が協働して「災害時要援護者申請書兼登録票」を
地域の対象者に配布し、同意を得ながら台帳作成を行っていただきたいと考えております。
次に、ごみ減量化への取り組みについてであります。
ごみ減量推進事業につきましては、平成２２年度までの５年間に「やってみるじゃん５３％
減量」をスローガンとし、生活系ごみの５３％減量を目標に取り組みを進めております。
これまでに廃棄物減量推進審議会および生ごみ減量検討委員等からご意見を伺い、環境指導
委員会等で減量目標達成に向けての取り組みを行ってまいりました。さらに、目標達成計画と
して、ごみ減量アクションプランを策定いたしましたが、第一段階として、平成１９年度から
従前より行っているミックスペーパー、その他プラの収集回数を毎週１回に増やし、市民の排
出に対する利便性の向上、および、さらなる減量意識の啓発に努めてまいりました。
また、組成割合の高い生ごみの再資源化へ向けた施策も重要課題として位置付け、生ごみ処
理機等の購入補助制度と合わせ、モデル地区における大型処理機設置による、生ごみの分別排
出による減量化の推進、またバイオマスタウン構想との連携を図る中での生ごみリサイクル計
画の推進など、さらなる減量施策に努めてまいります。
併せて、排出状況の実態調査をはじめ減量物の順位設定を行い、内容を分析・検討し、さら
なる減量施策を推進するとともに、２０年度においては温暖化防止対策計画を策定してまいり
ます。
次に、特定健診についてであります。
国の医療制度改革に伴い、２０年４月からの新たな事業として、特定健診・特定保健指導を
実施いたします。また、７５歳以上を対象とした後期高齢者医療制度がスタートいたします。
特定健診事業につきましては、４０歳から７４歳の方を対象に、生活習慣病の前段階である
メタボリックシンドロームを予防・改善するための新たな事業であります。２０年度の実施に
向け、既に各家庭に送付しました健診希望調査票が戻ってきておりますので、それらを集計し
た後、健診会場、日程等のご案内をさせていただくこととなります。
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健康の維持増進のため、市民の皆さん一人ひとりが日常の生活を見直し、より快適で健康な
生活を過ごされますよう希望しております。
次に、７５歳以上を対象とした後期高齢者医療制度についてであります。
本年 4 月からスタートいたします後期高齢者医療制度につきましては、これまでの老人保健
制度と同様の給付が受けられますが、新たに保険料の負担が発生いたします。高齢者の皆さん
それぞれの負担能力に応じて公平にご負担いただくものです。
高齢者の皆さんにとっては新たなご負担が発生いたしますが、今の医療制度を持続していく
ため、ご理解とご協力をお願いするところでございます。
また、国民健康保険に加入されている６５歳以上だけの高齢世帯の、国保税の納付方法につ
きましても、年金から天引きされる特別徴収の方と普通徴収によって納付していただく方とに
なりますので、ご理解をお願いする次第でございます。
次に、障害福祉についてであります。
平成１９年３月に障害者基本計画・障害福祉計画を策定いたしました、ノーマライゼーショ
ンとリハビリテーションの理念に基づき、障害者の皆さんが、住みなれた地域で安心して暮ら
せるよう、地域や関係機関との連携強化をはじめとする体制づくりを推進してまいりたいと考
えております。
また、障害者の自立支援につきましては、地域活動支援センターを中心に、相談支援や地域
生活支援事業などの充実を図り、障害者の自立に向けた支援体制の確立を目指してまいりたい
と存じます。
山梨県単独医療費窓口無料化実施に伴う、重度心身障害者の医療助成につきましては、本年
４月１日から実施し、円滑な運営に努めてまいります。
次に、重度障害者のタクシー利用料金の助成につきましては、障害者の皆さまの利便性を考
え、現行の制度から市単独分を新たに、社会参加タクシー券助成事業として促進を図ってまい
りたいと思います。
次に、生活保護業務であります。
相談時における指導、助言の徹底を図り、生活保護の適切な実施に努めるとともに、就労意
欲のある人や就労が可能と判断される人を対象に、就労支援員がハローワークとの協働による
求職援助活動を行い、保護受給者の自立支援に向けた取り組みを推進してまいります。
次に、高齢者福祉についてですが、高齢社会の急速な進展の中で、高齢者にとって暮らしや
すい環境をつくり上げることが重要な課題であります。
市では、地域包括支援センターにおいて、高齢者の総合相談や介護予防事業に取り組んでお
りますが、このまま放置しておくと要介護状態になる特定高齢者を、いかに多く把握するか、
そして介護予防につなげていくかが、課題となっております。
こうした中、２０年度から取り組み体制の強化を図りながら、特定高齢者の把握と筋力向上
や口腔衛生、栄養改善などの介護予防に取り組んでまいります。
次に、健康づくり事業についてであります。
母子保健については、妊娠時から一貫した相談、健診事業の実施に加え、２０年度から、こ
れまでの新生児訪問事業の対象を拡大し、
「こんにちは赤ちゃん事業」として実施してまいりま
す。
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成人保健につきましては、各種健康診査の実施およびその結果に基づく保健指導、健康教育
などを実施し、生活習慣病の予防に取り組んでまいります。
また、シルバー体操指導員養成事業、温泉活用健康づくり事業も内容の充実をはかり、昨年
に引き続いて実施してまいります。
次に、介護保険についてであります。
現在、高齢者の７人に１人が介護認定を受け、８人に１人が介護サービスを利用しており、
介護給付費は年々増加の一途をたどっております。
介護保険の的確な運営を行うために、介護予防や介護給付費適正化に積極的に取り組み、利
用者の立場に立った適切な給付、サービスの質の確保、向上を図ってまいりたいと考えており
ます。
また、本年は高齢化の進展や介護給付費の増大を踏まえ、第４期介護保険計画の策定をして
まいります。
次に、子育て支援についてであります。
核家族化の進行や共働き世帯の増加に伴い、少子化対策・子育て支援策の充実が求められて
おり、子育て支援や保育サービスの充実を図り、
「住んでよかった」と実感できる子育てのまち
づくりを進めてまいります。
保育所関係では、乳児保育や延長保育の拡充を図るとともに、一時保育サービスを拡充し、
多様化する保育ニーズに対応してまいります。
石和第三保育所につきましては、指定管理者による２年目の保育所運営となります。２０年
度の新たな公立保育所への指定管理者導入につきましては、保護者のニーズを的確に把握し、
十分な話し合い等を行いながら検討を進めてまいりたいと考えております。
次に、１９年度から新たな取り組みとして実施しておりますファミリーサポートセンター事
業は、会員相互による育児援助活動が、月を追うごとに利用数が増加しており、今後も援助会
員の確保に努めてまいります。
次に、児童センター・子育て支援センターの整備につきましては、御坂地区の児童センター
が竣工となります。
地域における子育て支援の拠点施設として、
学童保育と子育て支援センター
を併設して、４月１日より運営を開始いたします。
また、子育て支援センター未設置の地域につきましては、今後、公共施設の活用等を踏まえ
て検討してまいります。
次に、春日居東保育所建設事業につきましては、既に用地取得が完了し、今後は２１年度中
の完成を目指して、県道からの進入用道路の拡張工事等を行うとともに、建設・運営方法など
について検討を進めてまいります。
また、山梨県単独医療費窓口無料化実施に伴う乳幼児医療費、ひとり親家庭医療費の助成に
つきましては、本年４月１日から実施してまいります。
次に、水道事業でございます。
整備を進めてまいりました琴川ダム用水の受水が、平成２０年４月から予定されておりまし
たが、満水になってからの総合試運転後の給水となるため、少し遅れての４月中旬頃に開始と
なる見込みです。
また、笛吹畑かん用水の早期利用に向けて、境川町浄水場の建設計画を進め、平成２０年度
は用地の確保をしたいと考えております。
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水道使用料金の見直しにつきましては、独立採算制の建て前のもとに、自立性を持った企業
として事業運営の健全性を確保するため、見直しを行ってまいります。
また、使用料の滞納も年々増加しており危惧される状況であり、収納率向上も大きな課題で
あります。徴収体制を強化し収納率の向上に努めてまいります。
第３は、個性輝く人々が育ち活躍するまちづくりであります。
はじめに、生涯学習関係についてであります。
将来を託す青少年の健全な育成は、新市建設の基本であります。笛吹市青少年育成推進協議
会の活動はもとより、青少年育成コーディネーターを主軸として体験活動や実践活動、あるい
は交流活動を通して日常生活における実体験の場を創出するとともに、新しい取り組みである
「キッズ・ポイント・エフ制度」を活用し、青少年の健全育成に努めてまいります。
また、
「いつでも・どこでも・誰でも学べる環境づくり」の一環として、市民講座の学習機
会の拡大と市民の積極的な学習参画を目指し、１９年度にモデル的に実施した「スコニティー」
地域コミュニティー講座につきましては、好評をいただきましたので、生涯学習コーディネー
ターを窓口とし、地域と連携して推進してまいります。
次に、学校教育関係であります。
平成２０年度の主要な事業の基本は、子どもたちの個性を尊重する学校づくりであります。
まず、
教育環境の充実でありますが、
それにつきましては学校施設の耐震化であります。
１９年
度末の笛吹市の耐震化率は９４．４％であり、市単位で言いますと、県下でも２位という耐震
化となっております。
２０年度は浅川中技術科棟の耐震改修工事と、一宮中管理棟にかかわる耐震改築・改修の基
本設計委託を行います。
学力向上につきましては、１９、２０年度の２カ年で、笛吹市の学校教育の基本となる教育
ビジョンの策定を、総合計画との整合を図りながら現在進めているところであります。
また、１９年度に設置した笛吹市学力向上研究委員会においては、昨年実施されました全国
学力調査結果を分析調査しているところであります。
２０年度におきましては、市内小中学校それぞれの学力、および生活環境等の状況をさらに
正確に把握し、本市の教育基本となるビジョンの策定資料としていきたいと考えております。
次に、社会体育振興についてであります。
「いつでも・どこでも・だれでも」スポーツを楽しむことができる社会を実現するために、
その地域に住む「皆さん」が主役となって、自ら運営・管理をする「総合型地域スポーツクラ
ブ」の設立を目指します。また、これに続く新たな団体の育成を図るため、掘り起しを進めま
す。
なお、この８月に第６３回国民体育大会関東ブロック大会のソフトテニス、ライフル射撃の
２種目が笛吹市内で開催されるので、この大会に協力してまいりたいと考えております。
次に、文化財の保存・活用についてであります。
歴史・文化財を保全することは、きらめきのある都市づくりの鍵になると考えております。
芦川町には、兜造りの古民家が百数十軒ほど残っており、ついこの前まであちらこちらで見
られた、日本の原風景といえる懐かしい風景が広がっております。２０年度から、国の補助事
業を活用し、この芦川町の古民家群の調査を実施してまいります。
特に、芦川町の景観保全に関しては芦川町地域審議会から、この１月末に答申をいただいた
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ところであります。
芦川町の景観を醸し出している重要な要素の１つである、兜造りの古民家や、それを取り巻
く石垣や水路などの集落環境を併せてきちんと調査し、特徴を明らかにすることは、将来の保
全に向けた第一歩となると考えます。
第４は、将来像実現に向けた取り組みであります。
はじめに、徴収事業についてであります。
市税等の収納率向上を図ることは、税負担の公平性の確保、および貴重な自主財源の確保の
観点から、重要な課題であります。
しかしながら、本市の地方税の徴収率は県内でも低い水準にあります。こうした状況を放置
すれば、住民の税行政への信頼が揺らぎ、さらなる徴収率の低下が懸念されます。そのため市
税等の徴収体制を強化し、滞納額の縮減を図るとともに、納税秩序の確立と市民が自主納付す
る地域社会の実現を目指します。
また、本年４月より、県と市町村による協働徴収体制組織「山梨県地方税滞納整理推進機構」
が発足いたします。
この組織は、市町村と県が相互に連携し、滞納整理の促進や市町村の徴収技術の向上を目的
としており、本市からも１名の併任派遣を検討しております。
次に、総合評価落札方式による入札事業についてであります。
公共工事の品質確保のために、価格だけではなく技術的な評価を含めて受注者を決定する、
総合評価落札方式による競争入札が、国・県で実施されてまいりました。
国では、この普及について、市町村への導入を積極的に推進しており、本市では、総合評価
落札方式について、現在実施している事後審査型条件付き一般競争入札を基本とした一般競争
入札により、試行実施してまいります。
次に、市民と行政との協働に向けての取り組みであります。
これからの地域社会では、高齢化や核家族化、また生活意識や生活様式の多様化等により、
地域社会の連帯感が希薄化しつつある一方で、本来、地方自治のあるべき姿である住民自治の
実現のため、市民の視点で市民自身が主体となった新しい公共をつくり上げていくことが、求
められています。特に、まちづくりをキーワードに、子どもの地域教育や高齢者同士の助け合
い、地域の環境整備や犯罪の予防等、安全で安心して暮らせる地域社会をつくるために、地域
コミュニティーの役割が重要視されてきています。
本市では、行政区を中心とした地縁組織による地域運営の取り組みや、各種ボランティア活
動やスポーツ・文化活動などの個人の満足感を高める取り組みが行われていますが、公共の福
祉を実現するためのプロセスやアクションに結びつけるためには、さらに積極的な市民活動の
醸成が必要ではないかと考えております。
市民活動の基本は、市民の自主的、自発的な取り組みでなくてはなりません。ボランティア
団体、ＮＰＯ法人を育成し、地域、行政との有機的な連携体制を整え、市民自身が中心となっ
て、市民の連携による地域づくりの取り組みや行政との協働事業が実現できるように市民活動
の支援をし、新しい地域コミュニティーのフレームが創出できるよう取り組んでまいります。
具体的には、地域振興基金運用益を活用した、市民ボランティア・ＮＰＯ助成事業、地域振
興促進助成事業を活用し、市民活動の活性化を図るとともに、市民ワークショップの開催や市
民協働講座などの取り組みを進めてまいります。
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次に、住民基本台帳カード利用促進への取り組みについてであります。
笛吹市民の住民基本台帳カードの取得状況につきましては、２月１日現在で１，７３０枚の
総交付枚数となっており、徐々にではございますが、市民の皆さま方へ浸透してきている状況
でございます。このため、２０年度におきましても、１９年度に引き続き市民生活の利便性の
向上と電子自治体の構築に向けた施策の一環として、住民基本台帳カードの普及促進に努めて
まいりたいと考えておりますので、市民の皆さま方をはじめ議員各位のご理解ご協力をお願い
申し上げます。
以上、私の市政運営にあたっての所信の一端を述べさせていただきましたが、
「みんなで奏
でる“にぎわい・やすらぎ・きらめき”のハーモニー」の調和がとれたまちの姿を目指し、事
業展開を図ってまいりますので、議員各位をはじめ市民の皆さまの積極的なご支援とご協力を
お願いする次第であります。
続きまして、本日、提出をさせていただきました案件につきましてご説明申し上げます。
提出させていただいた案件は、条例案１８件、補正予算案７件、当初予算案２０件など、合
わせて４７案件でありますが、主なるものにつきまして概略を申し上げます。
まず、条例案についてでございます。
はじめに、
「笛吹市後期高齢者医療に関する条例の制定について」であります。
健康保険法等の一部を改正する法律の規定により老人保健法の一部が改正され、平成２０年
４月１日から、高齢者の医療の確保に関する法律として施行されることに伴い、新たに後期高
齢者医療保険制度が創設されることとなりました。
本県の後期高齢者医療保険につきましては、山梨県後期高齢者医療広域連合が運営主体とな
り、広域連合条例により保険料が定められております。その保険料の徴収につきましては、市
町村が行うこととされており、法第１１５条第２項の規定により、市町村の条例で保険料徴収
に関する事項について定める必要があるため、特別会計の設置と併せてお願いするものであり
ます。
次に、
「笛吹市国民健康保険税条例の一部改正について」であります。
本件につきましても、後期高齢者医療制度の創設に伴い、国保税の賦課基準等について所要
の改正を行うものであります。現在、医療分と介護分から構成される国保税の税率について、
後期高齢者支援金分を新設して３本立てとすること、また、後期高齢者医療保険への移行に伴
い、一方の世帯員が国保に残る場合についての軽減措置を実施すること等について、改めるも
のであります。
次に、
「笛吹市手数料条例の一部改正について」であります。
諸外国との社会保障協定の実施、および後期高齢者医療制度の実施に伴い、関係法令の規定
による戸籍の無料証明を行うこと、
および住民基本台帳カードの普及促進を図るため、
平成２２年
度まで交付手数料を免除すること等について、所要の改正を行うものであります。
次に、医療費の窓口無料化に伴う、
「ひとり親家庭医療費助成に関する条例等の一部改正に
ついて」であります。
ひとり親家庭、乳幼児、重度心身障害者の医療費助成制度につきましては、現在、県単独医
療費の償還払い方式を基本として条例が整備されていますが、平成２０年４月１日から県単独
医療費の窓口無料化が施行されることに伴い、本市におきましても子育てを行う保護者、ひと
り親家庭、重度の障害を持つ者の経済的・時間的負担を軽減するため、窓口無料化による医療
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費の助成金支給について、所要の改正を行うものであります。
次に、
「笛吹市介護保険条例の一部改正について」であります。
介護保険料につきましては、
税制改正の影響を受け、
保険料が大幅に上昇する者については、
平成１８年度および平成１９年度においては、段階的に保険料を引き上げる激変緩和措置を講
じておりますが、介護保険法施行令等の一部改正により、平成２０年度においても保険料の激
変緩和措置を講ずることができるようになったため、その対象者および保険料について定めよ
うとするものであります。
「芦川村の編入に伴う笛吹市介護保険条例の適用の経過措置に関する条例について」も、同
様の内容により改正するものであります。
次に、補正予算案につきまして概略をご説明申し上げます。
「平成１９年度笛吹市一般会計補正予算（第５号）
」でありますが、主に平成１９年度事業
確定などに伴う予算となっており、
既定の予算額から歳入歳出それぞれ３億５千万円を減額し、
総額を２８３億２千万円とさせていただくものであります。
さらに、一宮西小学校屋内運動場改築工事費にかかる継続費の減額補正、リニア推進費ほか
８件についての繰越明許費、農業基盤整備資金にかかる損失補償ほか３件の債務負担行為およ
び事業費の確定に伴い、地方債につきましても補正をお願いするものであります。
まず、今回の補正予算の中で歳入の主なものでありますが、法人市民税および固定資産税の
償却資産分の増に伴い、市税を２億１千万円増額し、地方交付税を１億１千万円の減額とする
中で、事務事業の確定に伴い、国庫および県支出金を３億２千万円追加、市債を３億円減額と
するものであります。
また、歳出の主なものでありますが、職員人件費、サーバー移転事業費の減額など総務費を
１億９千万円、道路改良工事の事業費確定などに伴い土木費を１億３千万円、一宮西小学校屋
内運動場建設事業費確定などに伴い、教育費を１億２千万円それぞれ減額するほか、山梨果樹
産地施設等整備事業（八代統合共選所建設補助金）の追加などにより、農林水産業費を１億７千
万円増額させていただくものであります。
なお、今回の補正予算は、年度末の予算残額の調整を行う中で、財政調整基金からの繰入金
を６億７千万円減額することとしております。
次に、
笛吹市国民健康保険特別会計ほか４特別会計の平成１９年度補正予算案でありますが、
「国民健康保険特別会計」では１億１千万円を追加し、その総額を８２億円に、
「老人保健特別
会計」では３，２００万円を追加し、その総額を６３億９千万円に、
「介護保険特別会計」では
８，
４００万円を追加し、
その総額を４０億８千万円に、
「公共下水道特別会計」
では６，
８００万
円を追加し、その総額を４０億６千万円に、
「簡易水道特別会計」では、９，３００万円を追加
し、その総額を１０億４千万円にするものであります。
「平成１９年度笛吹市水道事業会計補正予算（第３号）
」でありますが、収益的収入および
支出を５，５００万円の減額とし、資本的収入を２億７千万円、同支出を１億５千万円それぞ
れ追加するものであります。
次に、平成２０年度当初予算案について概略をご説明申し上げます。
平成２０年度当初予算におきましては、国の三位一体の改革による地方交付税および補助金
の削減等により、引き続き厳しい財政運営が求められております。
このような状況の中、新たなまちづくりの経費や、高齢社会の進展による福祉関係経費の増
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加などに対応していくとともに、笛吹市の総合計画に基づいた事業を着実に進めていく必要が
あります。
このことから、経常的な経費の縮減や抑制に努めながら、最小の経費で最大の効果を挙げる
という財政運営の基本原則を旨とし、市行政水準の維持向上を図りながらも、限られた財源の
中で効果的な予算とするため、昨年度に引き続き各部局への予算枠配分方式により予算編成を
行ったところであります。
「平成２０年度笛吹市一般会計予算」でありますが、総額を２６３億１千万円と定めるもの
であります。この金額は、前年度当初予算との比較では２．１％、５億４千万円の増額となっ
ておりますが、この中には市債の借り換えに伴う借入金ならびに償還金として、７億８千万円
が歳入歳出それぞれに含まれておりますので、
実質額は２５５億２千万円となり、
前年度比０．
９５％のマイナス、２億４千万円の減額予算となっております。
歳入では、市税を前年度比３％増の９１億８千万円とし、地方交付税については７１億１千
万円を見込む中で、財政調整基金等からの繰入金を９億２千万円としております。
また、
歳出では１２７億円を義務的経費とし、
投資的経費は２９億７千万円としております。
このうち、主な事業予算として、総務費の３５億２千万円は、主に職員人件費、庁舎管理費、
電算システムの維持管理費などでありますが、市長および市議会議員選挙ならびに農業委員選
挙経費として、９，１００万円も予定しております。
次に、民生費の７１億８千万円は、社会福祉費、児童福祉費、生活保護費などでありますが、
このうち生活保護費、児童手当などの扶助費は総額で３５億５千万円を、また医療制度改正に
伴い新たに設置する後期高齢者医療特別会計へ６億６千万円の繰出金を予定しております。
次に、衛生費の２１億２千万円は、保健衛生費、環境衛生費、清掃費などでありますが、こ
のうち塵芥処理などの清掃費は８億円を予定しております。
次に、農林水産業費１８億５千万円は、樹園地内の農道、水路改修など農業施設整備事業に
４億６千万円、畑地総合整備事業に３億円、笛吹川沿岸土地改良事業に２億１千万円などを予
定しております。
次に、商工費の３億３千万円は、商工関係団体への補助事業に３，２００万円、観光宣伝な
らびに観光イベント事業などに１億７千万円のほか、ハイキングコース整備事業費などを予定
しております。
次に、土木費の３６億２千万円は、道路河川の維持管理および新設改良費、都市計画費など
でありますが、このうち道路維持・新設改良および緊急地方道整備事業に１２億７千万円、土
地区画整理事業に２億２千万円のほか、公共下水道特別会計への繰出金１７億９千万円もここ
で予定しております。
次に、消防費の９億７千万円は、常備消防費６億６千万円、消防施設費１億３千万円などを
予定しており、この中には消防職員の人件費のほか、消防本部用水槽付きポンプ車および消防
団配備用消防車両の購入費用も、この中で予定しております。
次に、教育費の２１億６千万円の主なものとして、小学校費に５億２千万円、中学校費に２億
９千万円、社会教育費に６億２千万円などを予定しております。
また、地方債につきましては、臨時財政対策債を９億２千万円、合併特例債を９億６千万円、
借換債を７億８千万円など、１１件を定めるものであります。
次に、笛吹市国民健康保険ほか８特別会計の平成２０年度予算でありますが、
「国民健康保
１７

険特別会計」は総額を７３億９千万円に、
「老人保健特別会計」は総額を８億３千万円に、
「介
護保険特別会計」は総額を４０億７千万円に、
「介護サービス特別会計」は総額を１，２００万
円に、本年４月から始まります「後期高齢者医療特別会計」は総額を１１億１千万円に、
「公共
下水道特別会計」は総額を４５億４千万円に、
「農業集落排水特別会計」は総額を８，２００万
円に、
「簡易水道特別会計」は総額を８億９千万円に、
「温泉事業特別会計」は総額を６，４００万
円とするものであります。
「黒駒山ほか８件の財産区特別会計」につきましては、総額を４，４００万円とするもので
あります。
「平成２０年度笛吹市水道事業会計」につきましては、収益的収入および支出を１１億４千
万円に、資本的収入を４億１千万円、同支出を６億４千万円とするものであります。
以上、
当初予算につきまして概略の説明を申し上げましたが、
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したいと思い
ます。
以上、今定例会に上程いたしました案件につきまして、提案理由をご説明させていただきま
した。
よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長（中村善次君）
市長の説明が終わりました。
これより、議案第４６号 「国土利用計画笛吹市計画の策定について」を議題とし、本件に
ついての質疑を許します。
（ 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案件については、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、直ちに討論・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。
これより、議案第４６号の討論を行います。
討論ありませんか。
（ な し ）
討論なしと認めます。
採決を行います。
本件について、決定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４６号は原案のとおり可決されました。
暫時休憩いたします。
再開を２時５０分といたします。
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休憩

午後 ２時４０分

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
再開

午後 ２時５０分

○議長（中村善次君）
再開します。
申し上げます。
議案第４６号を除く議案第１号から議案第４７号の各案件については、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、大綱的な質疑にと
どめたいと思います。
それでは、ただいまから大綱質疑の発言を許します。
ありませんか。
（ な し ）
以上で、質疑を終結します。
ただいま、議題になっております議案第４６号を除いた、議案第１号から議案第４７号まで
の４６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。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○議長（中村善次君）
続いて、日程第５２ 発議第１号を議題とし、提出者より提案理由の説明を求めます。
堀内文藏君。
○１０番議員（堀内文藏君）
発議第１号
平成２０年２月２８日 提出
笛吹市議会議長 中村善次殿
提出者 笛吹市議会議員 堀内文藏
賛同者

同

中川稔夫

同

同

小林 始

暴力団追放に関する決議
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
近年、日本各地において暴力団による発砲事件等が発生し、一般市民が犠牲になるなど、
平和を望む市民生活に大きな影響を及ぼしている｡
笛吹市においても、暴力団事務所が移転されるなど、周辺住民にとって著しい悪影響が懸
念されることから、本決議を提出するものです。
暴力団追放に関する決議
暴力のない平和で住みよいまちづくりは、市民共通の願いであり、善良な市民生活に脅威
を与える暴力行為および暴力的要求行為は、組織、個人をとわず容認できないものである｡
しかしながら、本市においては、暴力団事務所が市内に移転されたことが明らかとなった｡
暴力団事務所は、暴力団活動の拠点であるだけでなく、対立抗争等が発生した際などすべて
の活動の拠点となるなど、周辺住民に著しい危険や不安感を与えるものである｡
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よって、笛吹市議会は、市内関係機関・各団体との連携のもと、総力を挙げて暴力団を追
放し、健全なまちの建設を目指すことを宣言する。
以上、決議する｡
平成２０年２月２８日
笛吹市議会議長 中村善次
○議長（中村善次君）
提案説明が終わりました。
お諮りいたします。
本件については、会議規則第３６条第３項の規定により委員会付託を、また申し合わせによ
りまして質疑・討論を省略したいと思います。
これにご異議ありませんか。
（
「異議なし」の声あり）
異議なしと認めます。
よって、発議第１号は、委員会付託・質疑・討論を省略し、直ちに採決することと決しまし
た。
発議第１号については、原案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、本件は原案のとおり決しました。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(中村善次君)
続いて、日程第５３ 発議第２号を議題とし、提出者より提案理由の説明を求めます。
小林始君。
○１６番議員(小林始君)
発議第２号
平成２０年２月２８日 提出
笛吹市議会議長 中村善次殿
提出者

笛吹市議会議員

小林 始

賛同者

同

堀内文蔵

同

同

中川稔夫

道路特定財源確保に関する意見書の提出について
上記意見書を、別紙のとおり地方自治法第９９条の規定により提出する。
提案理由
現在、国会等において道路特定財源の一般財源化や暫定税率の撤廃などについて議論され
ているが、地方における道路整備に対する住民ニーズは依然として高く、真に必要な道づく
りが今後も強力に図られる必要があるため。
以上です。
よろしくお願いいたします。
○議長(中村善次君)
提案説明が終わりました。
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これより、本件について質疑を許します。
( な し )
質疑を終結します。
お諮りいたします。
本件については、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、直ちに討論・
採決を行います。
これにご異議ありませんか。
(｢異議なし｣の声あり)
異議なしと認めます。
よって、発議第２号は委員会付託を省略することと決定いたしました。
これより、発議第２号の討論を行います。
まず、反対討論を許します。
１４番、渡辺正秀君。
○１４番議員(渡辺正秀君)
本決議について、反対する立場から討論を行います。
そもそも議会決議に関しては、当議会の申し合せとして、全会一致の原則をとってまいりま
した。そういう点から言いますと、本来ここに上程されるべき議案ではないとまず考えます。
２つ目に、多くの市民が大変なこの問題については関心を持っております。
そして、全国の世論調査、各マスコミが行っておりますが、多数は、この道路特定財源につ
いて、これは変えるべきだ、一般財源とすべきだという市民・国民の声ではないかと思います。
こうした市民の総意を踏みにじる決議ということは、あってはならないと考えます。
内容に入りたいと思いますが、私、これは嘘で塗り固められた道路特定財源の堅持という、
国会の審議を見ておりましても、そういう印象を受けるものであります。
この道路特定財源を維持しなければ、歩道もバリアフリーも防災もできないかのような話が
起こっております。しかし、中期整備計画５９兆円のそれぞれ４．３％、２．５％、あるいは
２．３％、この３つを足してみても１０％に満たない。ほかは大型の事業に費やされておりま
す。しかも国会の審議の中でも明らかのように、５９兆円の積算根拠と極めてあいまいであり
ます。そして、従来の使われ方を見ますと、これが大変な無駄が多かったということが次々と
明らかになっております。
それから、２つ目に、地方財政に穴が開くと、こういう話もございます。しかし、地方には
道路特定財源のほんの一部しかきておりません。同時に、特定財源という形で道路に張り付い
ているからこそ、地方にこないのであって、１０年間５９兆円という巨額のお金が一般財源化
すればもっと、今必要な地方への財源となってくるということがいえると思います。
私どもは、この道路特定財源について、まず一般財源化して、そうすれば地方支援にも回っ
てくる、福祉にも使える。今大きな問題になっている環境問題、まさに必要な施策であり、そ
こにお金をつぎ込まなければならない、そういうところにも使える一般財源化ということが必
要だと思います。
さらに、総額５９兆円先にありき、先ほど申したとおり、高速道路中心の道路中期計画は撤
回しなければならない。そして、一般財源化し、生活道路の整備を優先し、不要不急の道路建
設を見直す政策に転換しなければならないと考えます。
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さらに、道路整備のためだけに引き上げられてきた暫定税率については、まず廃止、その上
で、排出量を考慮した環境税を導入していく、こういうことが必要ではないかと考えておりま
す。
さらに、私は別の角度から今回の道路特定財源、１０年間５９兆円を道路だけに張り付ける
ということの問題点をもう１点指摘したいと思います。
今年、戦後かつてない形の貧困が拡大しています。そして農業をはじめさまざまな産業が危
機にあえいでいます。こうした中で今問題とされている物価値上、５％、１０％という物価上
昇が起これば、貧困層をはじめ農業やさまざまな営業は大変な打撃を受けることになると思い
ます。私はこれを非常に恐れております。
例えば、生保水準以下の世帯も、今は生保をほとんどの方が取っていらっしゃらないわけで
すが、そういう世帯が全世帯の２割を超えています。５千円の金を国保に回すか、灯油に回す
か、子どもの学校納付金に回すか、悩んでいる方々の相談を私たちは毎週のように受けており
ます。
ここに５％、１０％の物価上昇がくればどうなるか、私は財政再建さえ一時ストップすると
か、あるいは、定率減税を特に貧困層中心に復活するとか、あるいは、生活に対する直接支援
か、そうした財政出動が必要になることも予想される昨今の情勢であります。
こうした折、１０年間５９兆円を道路に張り付けてよいのか、危機に自由に使える金、財源
の自由度を確保していくことが必要だと、私は確信しております。
決して中央の問題ではない、私たちの生活にかかわる問題として、強くこの決議に反対いた
します。
以上で、私の反対討論を終わります。
○議長（中村善次君）
次に、賛成討論を許します。
２７番、渡邉清美君。
○２７番議員（渡邉清美君）
公明党の渡邉清美です。
私は、道路特定財源確保、道路整備を着実に推進するため、道路特定財源の暫定税率を１０年
間延長する租税特別措置法等の法案について、年度内成立を図ることの、この議題について、
賛成の立場から討論をさせていただきます。
１９９８年度には約１５兆円だった道路予算、国・地方合わせてが、２００６年度時点では
約半分の８兆円まで減っています。１９９９年の財政改革によって、こうした結果が出ること
になりました。また、一昨年の暮れに道路特定財源に関し暫定税率の維持、道路整備分を上回
る税収は一般財源化を主な内容とする、政府与党合意がなされました。
この合意を受けて策定された今後１０年間にわたる道路整備の中期計画の素案、２００７年
１１月には、その後の修正も経て１０年間の道路予定総額５９兆円が計上されました。
真に必要な道路のための財源として暫定税率も維持させていただきたいという考えです。
道路は、救急医療や災害時には命の道となります。また、都市の環状道路整備、歩道の段差
解消などのバリアフリー対策、
さらに雪国の除雪や雪害防護など山積することが多々あります。
安全・安心の観点を中心に、次のようなことが検討されております。
第１に、橋梁対策です。
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この１０年間に緊急輸送道路にかかわる橋や、老朽化で災害時に崩落する恐れのある橋など
約１万の橋に、集中的に耐震対策を講じていく計画です。
第２には、防災・防雪対策です。
災害による道路の通行止めは、全国で年間７千、８千件に上り、通行止め時間も延べ２千万
時間、災害時に通行止めの恐れのある幹線道路約１万７千区間を集中的に整備する計画でござ
います。
第３は、通学路の安全対策です。
４０人以上の児童・生徒が利用していながら、歩道やガードレールがない危険な通学道路が
全国で４万４千キロメートルもあります。これもこの１０年間で集中的に整備する計画です。
第４は、開かずの踏切や交通渋滞対策です。
都市部を中心に約６千カ所ある開かずの踏切と交通量の多い８千カ所の踏切、合わせて１万
４千カ所を１０年間で集中的に改善する予定です。
このほかにも歩道の段差解消などのバリアフリーや電柱の地中化、高速道路料金の引き下げ
などを道路特定財源によって実施することを計画しております。
一方、
ガソリンが下がっても他の石油製品に対する物価は変わらないようなこともあります。
私たちは、仮に暫定税率が廃止されると、１年間で２兆６千億円の税収減となります。このう
ち地方分は約１兆６千億円です。
私のたちの生活の安全・安心のために、もし期限切れで暫定税率が下がるようなことがあれ
ば、全国約１，８５０の自治体の税収に穴が空き、先に紹介したような安全・安心、国民の生
活にかかわることがストップし、国民生活に大きな影響が出ます。
道路特定財源となる揮発油・ガソリン税の暫定税率の維持を柱とした国税関連の税制改正法
案によりますと、暫定税率のほかに、例えば、３月末で期限切れとなる租税措置の延長や改正
が数多く盛り込まれているもので、
しかも、
多くは期限が切れると増税になるものがあります。
例えば、企業の設備投資を後押しする中小企業投資促進税制や、情報基盤強化税制、証券優遇
税制の見直しが廃止となれば、設備投資が抑制されることなど景気への影響が懸念されます。
また、土地売買による所有権移転登記に対しても重い税負担が発生し、マイホームの取得を考
えている人には予想外の出費となります。特定の輸入石油製品に対する免税措置も失効します
ので、化粧品や洗剤などの日常品のほか漁船や温室で使う重油も値上がりします。牛肉やビー
ル原料の麦芽にかかわる輸入関税も引き上げられます。
財務省は、期限切れに伴う国税の増税は２３項目、総額で１兆円を超えると試算しておりま
す。
この間の総務省の発表によりますと、道路特定財源の暫定税率が廃止された場合の山梨県の
減収額は、県全体としまして６８億円、このうち県が４４億円、市町村が２４億円という数字
が出されております。
本市におきましても、年度を見てみますと、１８年度の８千万円の補助金を含めて、３億２千
万円くらいのマイナスになった状態です。２０年度も補助金を含めて３億円をちょっと超える
ようなマイナスになってしまいます。そうなりますと、土木とか建設担当の職員なんかも、道
路の穴開きを直す、
そういう受け付けだけでいいような状態になってしまい、
スマートインター
などの計画、さまざまなそういった計画もまるっきり達成することができないような状態にな
ります。
２３

私は、そういうことを考えた上で、笛吹市の市民の皆さまの生活、安全・安心の確保を考え
ますと、今回のこの道路特定財源確保に向けての賛成の意見で討論をさせていただきます。
以上です。
○議長（中村善次君）
他に討論ありますか。
（ な し ）
討論を終結します。
これより、発議第２号について採決を行います。
本件について、原案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、本件は原案のとおり決しました。
追って、意見書を関係機関に送付いたします。
以上で、本日の議事はすべて終了しました。
本日は、これにて散会いたします。
次の本会議は、３月３日午前１０時から再開いたします。
ご苦労さまでした。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
散会

午後 ３時１５分

２４

平成２０年笛吹市議会第１回定例会
１．議 事 日 程（第２号）
平成２０年３月３日
午前１０時００分開議
於

議

日程第１ 代 表 質 問

２．出席議員は次のとおりである。（３０名）
１番

井 上 一 已

２番

前 田 初 男

３番

上 野

稔

４番

山 本 富 貴

５番

石 倉 泰 明

６番

亀 山 和 子

７番

寳

修

８番

雨 宮 四 郎

９番

大久保俊雄

１０番

堀 内 文 藏

１１番

内 藤 武 寛

１２番

中 川 稔 夫

１３番

海野利比古

１４番

渡 辺 正 秀

１５番

野 沢 勝 利

１６番

小 林

１７番

杉岡喜美雄

１８番

中 川 秀 哉

１９番

松 澤 隆 一

２０番

降 矢 好 文

２１番

前 島 敏 彦

２２番

山 崎 光 世

２３番

志 村 勢 喜

２４番

龍 澤

２５番

日髙せい子

２６番

新 田 治 江

２７番

渡 邉 清 美

２８番

川 村 惠 子

２９番

風 間 好 美

３０番

中 村 善 次

３．欠席議員
（ な し ）

２５

始

敦

場

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

長

望 月 健 二

長

山 田 武 人

会計管理者

中 川 啓 次

経営政策室長

池 田 聖 仁

総 務 部 長

石 川 光 次

市民環境部長

加 藤 寿 一

保健福祉部長

内 藤 運 富

福祉事務所長

岡 部 敏 朗

産業観光部長

保 坂 利 定

建 設 部 長

岩 澤 重 信

公営企業部長

梶 原

教 育 次 長

高野あけみ

総 務 課 長

山 下 真 弥

財 政 課 長

堀 井 一 美

消

長

宇 野 光 男

代表監査委員

飯 田 三 郎

教育委員長

曽 根 敦 子

農業委員会長

荻 野 勇 夫

教

育

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

橘 田 益 貴

議 会 書 記

堀 内 常 雄

議 会 書 記

金 井

久

２６

市

防

清

再開

午前１０時００分

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○議長（中村善次君）
おはようございます。
ただいまの出席議員は３０名であります。
定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。
本日、傍聴の申請があり、これを許可しましたので報告します。
傍聴人に申し上げます。
傍聴人は騒ぎ立てることは禁止されておりますので、静粛に願います。
なお、議長の命令に従わないときは、地方自治法第１３１条第１項の規定により、退場を命
じますので、念のため申し添えます。
本日は、多くの皆さまに傍聴いただき誠にご苦労さまです。
本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりです。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○議長（中村善次君）
日程第１ 「代表質問」を行います。
念のため申し上げます。
質問については、申し合わせ事項を遵守され簡単明瞭に願います。
なお、当局の答弁も質問者の趣旨を十分把握され、簡明率直にされまして、議事進行にご協
力を願います。
まず、日本共産党笛吹市議団の代表質問を行います。
亀山和子君。
○６番議員（亀山和子君）
日本共産党を代表して、通告に従いまして代表質問を行います。
最初に、市営バス運行の今後について伺います。
先の国会で、地域公共交通の活性化および再生法が成立しましたけれども、これは住民参加
ということを法律の条文そのものに位置付けた点で、大きな意義があると思っております。
公共交通の発展は、
自家用車を持たない交通不便者の交通権の保障ということにとどまらず、
自動車事故による年間の死亡者が１万人にも及ぶ現実、都市における渋滞や大気汚染の悪化、
郊外化の進展による中心市街地の衰退、地球温暖化などの問題とも大いにかかわる課題であり
まして、本市の市営バスの発展が、そうした問題意識と結びついたものになるよう願ってもお
ります。
さて、市民の強い要望を受けた形で、市営バスの実証運行が始まってから２カ月が経過しま
した。１月の実績を見るかぎりでは、要望が強かった割に利用人数が少ないという状況ではな
いでしょうか。ただ、１年１２カ月の中で１月から３月というのは、人が動く、出かけるには、
寒さも手伝って最も厳しい時期ですから、木々の芽吹きを迎えるこれからが、実証運行の期間
としては、本格的なものになると考えるべきではないでしょうか。
どこでも、誰でも使いやすくという視点と、あらゆる試行錯誤を重ねながら、本格運行に向
けた取り組みを求めながら質問いたします。

２７

１つ目は、運行開始にあたって市民に十分に周知徹底されることは、第一義的に重要なこと
であります。市民要望に沿って運行しても、
「知らなかった」のでは乗ることができません。
市内のあらゆる組織、また市民が足を運ぶさまざまな建物・施設を利用して、二重にも三重に
も知らせ尽くすことが大事と思いますが、そうした十分に周知徹底されていたのか伺います。
２つ目は、当面、バスを利用する、乗る人といいますのは、自家用車を持たない交通不便者
ということになります。買い物に行けない、病院に行けない、役所に行けない、そういう困っ
ている人たちの意見が十分に届くような検討会の組織になっていたか伺います。
３つ目は、市の広報を通じてバス路線や時刻表が配布されました。しかし、バス路線図など
は、
大まかで分かりにくいという声を多く聞いたところです。
高齢者にも分かりやすい路線図、
バス停の配置図などのバスマップの配布を求めるものです。
４つ目に、２０年度のマニフェストによっても、およそ４，５００万円の予算で運行するわ
けですから、ただバスを走らせるのではなく、市営バスを活用した地域の活性化策、まちづく
りとの連携についても伺います。
５つ目は、空白地域への今後の運行についてであります。八代町民からも要望が聞かれます
し、西側路線でも東油川、小石和まで路線延長の声も聞かれるところであります。
６つ目に、路線バス以外に戸口から戸口までの自家用車並みの利便性を持った、デマンドバ
ス、デマンドタクシー導入も考えられますけれども、このことについても見解を伺います。
次に、市民要望の実現について伺います。
まず、子どもの医療費無料の年齢拡大について伺います。
笛吹市では現在、子どもの医療費は入院が就学前まで、通院が５歳まで無料になっておりま
す。この４月からは長い間の住民運動がようやく実りまして、窓口無料の対象が広がることと
なりました。
子育て支援策として、子どもの医療費無料の年齢拡大を進める自治体が県内でも広がってお
ります。
本来なら少子化対策として国が率先して無料の制度を実施すべきでありますけれども、
その国もようやく重い腰を上げて、窓口負担軽減を、これは３割から２割負担にするものです
けれども、これまでの３歳未満から就学前まで広げることになりました。この４月から始まり
ます。このことによって市の財政負担も軽減されることとなりますので、これを絶好の機会と
とらえて、年齢拡大を求めるものです。
担当課の試算によりますと、
およそ６５０万円程度の負担軽減になるということであります。
軽減になった分は市民に還元すべきであります。ぜひとも年齢の拡大を求めます。
最後に、学童保育の土曜日実施と、保育所の土曜日午後の保育実施について伺います。
基本的に両親とも働いている人たちが利用するのが学童保育所や保育所であります。公務員
や大きな企業ならいざ知らず、土曜日が休み、あるいは土曜日半日という働き方をしている人
は、この市内ではそれほど多くありませんし、職業によっては休めない人もいるはずです。ま
た、ひとり親家庭の子どもも増えている今、土曜日の保育は切実な要望であります。
市が、昨年８月に実施した保育所アンケートによりましても、土曜日午後の保育を利用した
いと答えた人は半数以上の５１．３％に上っておりました。また、自由記載の記事の中にも、
土曜日午後の保育を求める声が多く聞かれておりました。
現在では、
保育時間に合わせた働き方を選択せざるを得ないという状況でありますけれども、
要望に沿った保育サービスの向上を求めて、日本共産党の代表質問を終わります。
２８

○議長（中村善次君）
当局の答弁を求めます。
市長、荻野正直君。
○市長（荻野正直君）
おはようございます。
ご苦労さまでございます。
日本共産党笛吹市議団、亀山和子議員の代表質問にお答えいたします。
はじめに、市営バス運行の今後についてのご質問でございますが、市営バス交通につきまし
ては、平成１７年度より協議を進めてまいりましたが、市内の交通不便地帯の解消を目的に、
本年１月７日から新規３路線の実証運行を開始いたしました。
特に、軽度の障害者と単独歩行が可能な高齢者の利用を基本に、路線と時刻表が設定されて
おります。
１月７日から２月２２日までの利用実績は、東側路線４５０人、西側路線９８７人、金川原
路線１，０６３人、合計２，５００人であり、１日の平均利用者数は東側路線が１３．６人、
西側路線が２９．９人、金川原路線が３２．２人となります。
平成１８年に国土交通省中部運輸局が発表した資料によると、自治体運営のコミュニティー
バスの存続と廃止の目安として、運行経費採算ベースに対する運行収入率２５％が、ひとつの
基準となっています。
この基準によりますと、本市では、路線バスを存続させる目安として、１日の平均乗車人数
は、東側路線で４５．９人、西側路線で５２．４人、金川原路線は５６．６人となり、数字だ
けで見ると現状の利用者数では路線バスとしての継続は厳しい状況であります。
しかしながら、運行時間の延長や路線の追加・変更など、バス交通に前向きなご意見もいた
だいておりますので、利用者増に向けて、さらに検討を進めてまいりたいと考えております。
まず、市民への周知徹底についてでございますが、今回の実証運行開始に際しては、まず運
行路線にあたる石和、御坂、一宮、春日居の各区長会の席上で、路線および時刻表について説
明をさせていただき、地元への事前の情報提供をお願いした次第であります。
各ご家庭への周知については、１月５日の新聞折込みにて、運行開始と路線図および時刻表
のご案内をさせていただくとともに、市のホームページと広報２月号への掲載により、お知ら
せをいたしました。
また、沿線の病院にも時刻表を配置してあります。
さらに、運行開始後も沿線の事業所等に時刻表を配布するなど、引き続き周知に努めてまい
ります。
関係地域の議員の皆さま方にも、市営バス事業の周知につきましてご協力をお願い申し上げ
ます。
次に、検討会の組織メンバーについてでございます。
バス交通研究会のメンバーについては、住民の代表として偏りのないよう、区長会・老人ク
ラブ連合会・身体障害者福祉会・女性団体連絡協議会・商工会・バス事業者・バス交通に精通
した学識経験者および市役所職員で構成されており、公平かつ適切な検討がされたものと理解
いたしております。

２９

次に、バスマップ、運行時刻についてでございます。
バス路線や停留所を示したバスマップについては、路線が広範囲にわたることから、各自治
体とも作成には苦慮しているところでございます。
本市の路線および停留所とも今後再編が予想されますが、利用者の利便性を第一に、利用し
やすいマップづくりを心がけたいと思います。
また、現在の時刻表は、軽度の障害者と単独歩行が可能な高齢者の利用を基本に設定されて
おりますが、通勤・通学の足として利用できる時刻設定の要望もございますので、今後の検討
材料とさせていただきたいと思います。
次に、地域の活性化策、空白地域への今後の運行、デマンド交通導入について、現時点での
考えをお示しいたします。
平成１７年に実施したバス利用アンケートによると、
バスの利便性が高くなった場合、
６０歳
以上の方が利用する目的地のトップは、ショッピングセンターや商店街でありました。今回の
実証運行路線の利用者からも、バス利用の目的にショッピングを挙げる声が聞かれています。
超高齢化社会を迎えた現在、バス交通の充実により高齢者や身体障害者の外出機会が増え、
活動範囲が広がることで人や地域の活性化に貢献できるものと考えております。
なお、今回の実証運行は、公共交通の主な空白地域といわれる路線を設定させていただきま
した。
実証運行中には、バス利用者および沿線住民アンケートの実施を予定しております。
また、実証結果と合わせ、市民の市営バスに対するニーズを可能な限り把握し、費用対効果
も勘案しながら、
既存の市営バス路線も含め、
状況によってはデマンド方式も視野に入れつつ、
より効果的なバス交通システムが構築できるよう、さらに検討を進めてまいりたいと思ってお
ります。
続きまして、市民要望の実現についてのご質問にお答えいたします。
はじめに、子どもの医療費無料の年齢拡大を求めるについてでありますが、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、あわせて児童の健康増進を
図るための施策として、５歳未満の通院と小学校就学前までの入院を対象として、乳幼児医療
費助成事業を実施しております。
本市では、平成１８年度より、国民健康保険加入世帯乳幼児の市内医療機関窓口無料化を実
施しているところであり、本年４月１日からは、県下統一して、社会保険加入者も含め、窓口
無料化が実施されますので、県内医療機関の窓口で支払う医療費は基本的に無料となります。
子育てしやすい環境を整備し、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。
本市では、児童館・児童センター、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、乳児保育の市独自の補助制度、ファミリーサポートセンター
事業の推進などを含めて、総合的な子育て支援に取り組んでおります。
乳幼児医療費助成対象年齢の拡大に関しましては、以前にもご質問をいただいております。
乳幼児医療費の助成は、子育て家庭における経済的負担の軽減と、あわせて児童の健康増進
を図るための施策であり、対象年齢の拡大は選択肢の一つであると思いますが、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。
３０

県内でも、いくつかの自治体において、独自に助成年齢の拡大を実施しておりますが、本市
といたしましては、財政状況を勘案しながら、本市の実情に見合った、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、土曜日の学童保育の実施と、保育所の土曜日午後保育の実施を求めるについてでござ
います。
学童保育クラブは、就労などによって保護者が昼間家庭にいない、小学校３年生までの留守
家庭児童を放課後お預かりし、おおむね児童２０人に１人配置している指導員の指導により、
適切な遊びや生活の場を提供し、児童の健全な育成を図る事業であります。
本市では、児童館・児童センターや小学校の空き教室等を活用し、市内１０カ所で月曜から
金曜まで実施しており、完全登録制で、保護者の迎えを原則とし、利用時間は午後６時３０分
まで、夏休み等は午前８時から受け入れを行っております。
また、保護者にご負担いただいている学童保育料は、児童１当たり月額２千円で、夏休み等
の長期休暇も同額となっております。
他市では、月額５千円から６千円、夏休み等は８千円から１万円のところも多く、最高は１万
９千円となっており、本市の学童保育料は、他の市町村と比較して低料金となっております。
平成１９年５月１日現在の調査によりますと、県内では、公営・民営合わせて１７１カ所の
学童保育が運営されておりますが、土曜日の学童保育の実施につきましては、少ない状況にあ
ります。
実施にあたりましては、指導員の確保、登録児童数や運営経費の増加などの課題があります
ので、これらも含めて、長時間かかると思いますが検討してまいりたいと思います。
次に、土曜日午後保育の実施にあたりましては、給食の提供、保育士や調理員の確保、保護
者負担金などの問題がありますので、今後の検討課題とさせていただきます。
なお、県内の土曜日午後保育実施状況ですが、民間保育園８カ所で午後６時まで実施してお
ります。
以上で答弁とさせていただきます。
○議長（中村善次君）
再質問を許します。
亀山和子君。
○６番議員（亀山和子君）
最初に、市営バスの件について３点ほど再質問いたします。
市民に周知徹底の件についてですが、ただいまの説明で、区長会であるとか新聞折り込み、
ホームページ、広報に入れたりとか、病院とか事業所に資料を置いたということでした。その
ほかにも人が集まりそうなところ、例えば、銀行とか、郵便局とか、スーパーとか、そういう
ありとあらゆるところに資料を置いて周知徹底、知らせ尽くすということを今後、これから求
めたいと思います。
２つ目は、
路線の変更についてでありますが、
これから実証期間が延びるわけですけれども、
路線のことについてもいろいろ検討がされると思います。特に西側路線について、東油川とか
小石和への乗り入れがされておりません。
そこの住民からも大変強い要望が出ておりますので、
東油川や小石和への乗り入れをぜひやっていただきたいということと、それから、先日の御坂
の地域審議会では、東側路線のことについて、釈迦堂遺跡まで乗り入れるのはどうかという意
３１

見も出たそうであります。そのへんのことの検討もぜひお願いしたいと思います。
それから、サービス向上を図りながら乗車人数をどういうふうに確保していくかということ
ですが、例えば、回数券を発行するとか、定期券を発行するとか、そういうサービスの向上の
ことも考えられないか、お伺いしたいと思います。
それから、今現在、新規の３路線のほかに境川のぐるりバスと一宮循環バスが走っておりま
すけれども、境川のぐるりバスと一宮循環バスと新規３路線との、乗り継ぎとかリンクという
ことは考えられないか、まず伺います。
○議長（中村善次君）
当局の答弁を求めます。
池田経営政策室長。
○経営政策室長（池田聖仁君）
最初に、市民への周知でございますが、ご指摘のとおり、これから検討してまいりたいと考
えております。
次に、路線の変更でございますが、路線の変更につきましては、当初から路線ダイヤ、それ
からコースの変更については視野に入れておりますので、これから３カ月ごとの実証運行スパ
ンの中で、アンケート調査等を実施しながら、これも検討させていただく予定となっておりま
す。
それから、サービスの向上、回数券・定期券の発行でございますが、現在、実証運行期間中
でございますので、本格運行にいたっては回数券・定期券も検討してまいる、当初からの考え
でございます。今回は実証運行ということで発行はしておりません。
いずれにいたしましても、境川地域、それから一宮地域の市営バスとの関連性も含めて、平
成２０年度は検討してまいるという予定になっております。
以上でございます。
○議長（中村善次君）
再々質問ありますか。
亀山和子君。
○６番議員（亀山和子君）
では、よろしくお願いします。
次に、子どもの医療費の点と、それから土曜日の保育のことについて再質問いたします。
土曜日の学童保育については、児童館のある地域の子どもたちにとっては、土曜日も子ども
たちの居所が確保されているということになりますよね。しかし、児童館のない地域、石和の
富士見地区とか、石和の南小、北小などは児童館がないので、子どもの居所が確保できないと
いう状況ではないかと思っております。言うなれば、地域間の格差ともいえるものですけれど
も、このような事態を市はどういうふうに受け止めているのかお伺いします。せめて児童館の
ない４小学校区だけでも、土曜日の学童保育を求めるものですけれども、そこだけでも実施で
きないかどうか、答弁をお願いいたします。
２つ目に、医療費についてですが、２７日に子どもの医療費の年齢拡大を求める会で、先日、
１万３，４１０名の署名を市に提出いたしました。およそ１カ月の間に１万３，４１０名の署
名が集まったということですが、この圧倒的な世論の高まりを市側は、どういうふうに受け止
めて、これにどういうふうに応えていくのかということをお伺いしたいと思います。
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また、先ほども申し上げましたけれども、負担軽減になった分、これは市民に還元すべきで
はないでしょうか。このことについてもぜひとも答弁をお願いしたいと思います。たとえ対象
人数が２倍になったとしても、例えば、小学６年生まで実施したとすると、対象人数が２倍に
なるわけですけれども、しかし、財政負担は大体２５％増という状況だそうであります。この
ことについても答弁をお願いしたいと思います。
それから、マニフェストでは、休日保育の実施というのが１９年度のマニフェストと２０年
度のマニフェストに掲げておりますが、しかし、保育所のアンケート調査によれば、休日の保
育をもし実施したとすれば、利用したい人というのは３１．５％でありました。これもおろそ
かにできない数でありますが、休日保育の実施も確かに大事な施策ではありますけれども、土
曜日の延長保育というのは、もっと切実な課題ではないかと思います、アンケート調査によっ
ても。このニーズに市はどういうふうに応えていくのかということも併せて、再答弁をお願い
したいと思います。
○議長（中村善次君）
答弁を求めます。
荻野市長。
○市長（荻野正直君）
ただいま、再々質問をいただいたわけでありますが、乳幼児医療費の無料になった分を市民
に還元すべきだということでありますが、余っていたから出したのではなくて、無理をしてで
も市民の方に喜んでいただくためにやったわけですから、それが余ったから、さらにまた配分
しろというのは、ちょっと理解できないと思います。
それから、６年生くらいまでさらに年齢を延長しろということでありますが、小さい子ども
につきましては、病気にかかる率が非常に高いわけでありますけれども、学校へ上がってから
はそういった面では、学校を含めて健康に関する指導がしっかりされるような体制を逆に整え
ていったほうが、私はベターだと思います。
結局、何でもかんでもただにしろという考え方というのは、これからの行政にとって非常に
厳しい状況なんです。というのは、いろんなことに関して、市民の方と一緒に市をつくってい
かなければならない、このことをひとつまず理解していただきたいと思います。
したがいまして、健康づくりもどうするか、市民全体で健康をどうつくっていくか、こうい
うことに対して考えていきたいなと思っております。
また、もう１つは、先ほどからも出ておりますように学童保育、どんどん増えるばかりです。
最初に始めたころは、純粋に働かなければ、共働きでどうしてもかわいそうな子どもが全体の
数パーセントいると、このお子さんに光を当てましょうと、こういう形で始めたのが学童保育
ですけれども、現状はもうどんどん増えるばかりです。いろいろな理由を付けて、増えてもう
どんどんあふれているというようなのが現状であります。
したがって、例えば、御坂で今度は児童センターを造りました。児童センターを造りました
けれども、原因というのは何かと言うと、収容しきれないから造ったわけです。このへんが大
きな、確かに造ることによって市民には非常に大きな理解を、あるいは大きなサービスができ
ると思いますけれども、やはりもう一回原点に戻って、市の福祉のあり方、あるいは、子ども
たちの学童保育のあり方等について考えなければいけないと思います。
というのはどういうことかと言うと、これは介護保険等にも影響してくるわけですが、今、
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笛吹市の中においても社会現象としておきておりますのが、核家族の問題なんです。どんどん
核家族が進んでいる。例えば、住宅の状況を見ましても、合併してから３００件近く世帯数が
増えているんです。ところが、人口は減なんです。どういうことでしょうか。やはりどんどん
核家族が進んでいるということなんです。ところが、いろんな新聞、ニュースを見ておりまし
ても、核家族によってどういうことがもたらされているか。私はこういうことを議会において
も、あるいは市民の中においても一緒になって、あるべき社会のあり方、あるべき家族のあり
方、こういう問題についてお互いに研究しなければいけない時期にきているのではないかと、
こういうふうに思います。
したがいまして、今ご質問をいただいた点も含めて、これから市民と共通の課題として解決
すべき研究会、あるいは討論会等を実施していきたいと、こういうふうに思っております。
○議長（中村善次君）
内藤保健福祉部長。
○保健福祉部長（内藤運富君）
先ほどの軽減の点につきましては、約６５０万円というような話もいたしましたけれども、
約１，３００万円、２割、３割の関係でなるわけでございますが、負担が半分でありますので
約６５０万円という軽減が予測されるわけでありますが、これはうちの担当部ではありません
が、国保のほうで考えますと、逆に市の負担が７割から８割になるということでありますので､
１割増が見込まれますので、そういう点からいたしますと、国保の関係にいたしますと逆に
３９０万円また市の負担が増えてくるというような点が考えられます。
私たちの今子育て支援は総合的に幅広く、先ほど市長の答弁がありましたように、前向きに
取り組みをさせていただき、推進をしているところでありますので、そうした点からいたしま
しても、ぜひとも私たちの常日ごろの一つひとつの支援が、皆さまのニーズに的確に対応して
いかなければならないという中で、広い意味での子育て支援を実施しておりますので、ご理解
願いたいと思っております。
また、土曜日につきましては、今、さまざまなご意見が５０％あるということもございまし
たけれども、実際、そうした中でなお調べていきますと、実際の面で利用、アンケートという
のは、今自分たちがわが家の子どもが行くということではなくて、希望としてあれば、要する
にこういうことは大事だよと、将来的なそういう要素も非常に多いわけであります。実質的に
はそんなに、土曜日に行くということではなくて、開所したならばありがたいという、そうい
う希望的な意味も非常に多いということもありますので、その点についてもご承知願いたいと
思っております。
なお、学童保育につきましては、今条例改正の中で、平日の休校日につきましては、皆さま
のご要望がございます中で、８時半からの開始を８時から、３０分早く開始をするような条例
改正をさせていただくようなことを考えております。
これは保護者の方が、子どもさんを休みの日に送りにきたときに、８時半だったら会社に間
に合わない、せめて３０分早く開始していただければありがたいというようなことで、学童保
育につきましては、そうした開始をする中で取り組みを新たにさせていただくようなことを考
えております。
○議長（中村善次君）
以上で、日本共産党笛吹市議団の代表質問を終わります。
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次に、笛政クラブの代表質問を行います。
中川稔夫君。
○１２番議員（中川稔夫君）
笛政クラブの中川稔夫でございます。
笛政クラブを代表して質問させていただきます。
その前に、大蔵経寺山における山火事に対して、関係者にお見舞いとお礼を申し上げさせて
いただきます。
２月２４日に発生しました山火事は、３日目にしてようやく鎮火いたしました。不眠不休で
消火活動に当たられた消防団員の皆さまに、
心からご苦労さまと申し上げさせていただきます。
また、民家や寺院への類焼も心配され仏像などの避難もされるなど、住民の方々にも心からお
見舞い申し上げます。
この消火活動には、山梨県のほか近隣の長野県、群馬県、埼玉県の防災ヘリコプターのほか
自衛隊のヘリコプターも駆け付けていただき、被害が雑木林だけの最小限度に抑えることがで
きました。このことに対しましても感謝し、お礼を申し上げます。
さて、平成１６年１０月１２日の町村合併から３年３カ月が経過し、さらにこの間、芦川村
との合併が成立いたしました。これまでに誰もが経験したことのない、５町２村による大型合
併でありました。あれから今日まで無我夢中で突き進んできたと感じておるのは、私のみなら
ず、合併に大なる夢を託した７万２，５４１名の市民にとりましても、同様かと存じます。
いままで、荻野市長は経営的視点に立たれ市政運営にあたられております。このことは内外
でも高く評価され、全国新聞にも掲載されるなど、笛吹市のイメージアップにも貢献されてお
られますことは、われわれ市民が等しく周知しているところでもあります。加えて勤勉実直な
政治姿勢と、有言実行を旨とされる荻野市長の力強い市政運営に対して、改めて敬意を表する
次第であります。
さて、私ども笛政クラブが、笛吹市誕生から今日まで一貫して申し上げてまいりましたこと
は、財政運営と将来を見通した行政運営と総合計画の策定と、そして産業観光振興と都市拠点
整備であります。これは笛吹市が将来に向けて発展していくために根幹をなす重要なものとし
て、一つには、市の財政見通しと将来に向けた行政運営方針であり、また、大局的な視点から
産業観光振興や都市拠点整備が必要であると考えているからであります。
また、個々的には、行政改革、行政評価、職員の育成、地域情報化の推進、子どもの安心・
安全なる教育施策、福祉施策や災害対策についても、関心が高いところでもあります。
そこで、今般、総合計画に関し、いくつか質問させていただきます。
合併にかける大いなる夢の具体化のため、２０年度を初年度とする第一次笛吹市総合計画に
基づき、各種の施策が展開されています。
まず、２４年度までに前期基本計画、次に２５年度から２９年度までの後期基本計画の準備
を進め、そして、これからの計画に基づく実施計画も、２０年度から３年ごとのローリング方
式で進めるよう構成されております。
この第一次笛吹市総合計画のサブタイトルは、
「ふえふき協奏曲」であります。将来像「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」であります。つまり、第一次
笛吹市総合計画は、市民と協働のまちづくりを高らかにうたい上げたものであり、まさに市民
が求める笛吹市の姿を描き上げたものと思慮しております。この将来像の実現に向けまして、
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私ども笛政クラブも市民と共に積極的に参画し協力する所存でございます。
そこで、次のことについてお伺いいたします。
第１点目は、
「ふえふき協奏曲」の編成者であり指揮者である荻野正直笛吹市長に引き続き
市政手腕を発揮していただき、本年１１月に予定される笛吹市長選挙に、再度ご出馬いただけ
るよう強く望んでいるところでございます。ご決意のほどをお伺いします。
次に、２点目として、市民提案プロジェクトを積極的に推進されるよう望んでおりますが、
その具体的な取り組み方をお伺いいたします。
３点目は、実現化に対する財源に関し、３項目について伺います。
まず、新年度予算編成にかかる財政状況についてでありますが、市民の安全・安心な市政運
営にあたり、市長が先頭に立ち職員と一丸となって取り組まれていることは、多くの市民が評
価しております。しかし、それだけで解決できない問題が財源の確保であります。新年度予算
総額は２６３億円であります。市税や国保税、さらに学校給食費等の滞納など歳入面の問題が
山積しております。
こうした現状を踏まえた中で、財政健全化の取り組み方と経常収支比率、実質公債費比率な
どについてお答えください。
次に、合併特例債の活用についてであります。
合併特例債は、新たなまちづくりに対し国が有利な起債を設けたものであり、笛吹市におい
ては３００億円ほどが認められていると伺っております。合併から既に３年を経過し、いくつ
かの事業にこの特例債を充てられたものと思いますが、どのような事業に充当したか。また、
今後の充当計画についてお答えください。
次に、国における道路特定財源の方向性にかかる本市への影響について、国においては道路
特定財源の暫定税率の継続か廃止について、大変な論議が交わされ、政争にも発展しておりま
す。仮にこれが廃止された場合、新たな事業の凍結、継続事業の廃止など、地方行政の根幹を
揺るがしかねないと危惧されております。今国会において廃止になった場合、本市に及ぼす影
響についてお伺いいたします。
次に、公共施設設置整備について、何点かお伺いいたします。
本市は、ごみ処理施設建設や地域拠点整備事業など重要な課題があります。
そこで、ごみ処理施設建設について伺います。
「捨てればごみ、生かせば資源」と、これはごみの分別処理の基本となる標語であります。
笛吹市では早くからごみの分別収集をし、ごみの再利用化を図るとともに、現状の生活系ごみ
の減量率を平成２０年度で４０％、平成２４年度で５５％に減らすことを目標に掲げ、焼却処
分費等の節減化に努めております。このことは温室効果ガスの削減化と同調するもので、自然
景観に恵まれた環境に優しい笛吹市が積極的に取り組むべき課題として考えております。
荻野市長は、石和町時代から率先し取り組んでおられるもので、生ごみの分別収集率の実績
は県下でも上位に挙げられております。しかし、焼却処分をしなければならないごみは、焼却
後の処理を行わなければなりません。そのために、ごみ焼却施設の建設は笛吹市にとりまして
も重要な課題であります。今後の実施計画の中で対応されると思いますが、どのように取り組
まれるかお伺いいたします。
次に、文化会館・総合スポーツ公園建設について伺います。
現在、市内には石和スコレーセンター、いちのみや桃の里ふれあい文化館のほか、各地域ご
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とに地域集会施設が設置されております。しかし、収容規模は最大で４００名程度、市の人口
に見合った規模の市民センター施設ではありません。１月１３日に実施した成人式も旧町村ご
との実施でありました。
成人者には久方ぶりの幼なじみの再会でもあり、
それなりの効果はあっ
たと思いますが、今後の笛吹市のまちづくりにおきましては、市内の関係者が一堂に会するこ
とが必要ではないかと感じておりますが、いかがでしょうか。
笛吹市は、日本一の桃・ぶどうの生産と、そして国内でも有数な宿泊客数を誇る温泉観光地
を有しております。全国大会など県の施設にお願いするとしても、関東大会や同等規模の集会
開催が可能な施設は必要だろうと思います。また、総合スポーツ公園施設も文化施設も同様か
と思います。市は市民総参加をうたい上げております。合併から間もない市民に取り、一体感
を感じる活動や交流の場は、市の運営にとりましても重要な要素であると思います。そのため
施設が不十分ではないのかと考えております。現存する施設すべてが有効的に活用されている
かは、私も疑問であります。施設を設置すれば維持費など多額の経費が必要となることは承知
しております。また、合併が求める骨太の地方行政は、無駄をなくすことであることも承知い
たしております。諸施設の統廃合を進めることにより、施設の設置も、また合併の目的である
経済効果も併せて得られるのではないかと考えておりますが、いかがでしょうか。
次に、石和温泉駅周辺整備事業について伺います。
笛吹市の交通手段はＪＲ線と中央自動車道、
５本の国道、
それに主要県道１２本と、
２，
６９１本
の市道が使われております。笛吹市に訪れる交通手段は自家用車両、そして観光バス、そして
最大輸送が可能なＪＲ中央本線であります。都心から９０分という利便性に富むＪＲ石和温泉
駅は、１日に５千人を超える乗降客が利用する、県下では甲府に次ぐ主要な駅であります。Ｊ
Ｒでは、かいじ国体のときに駅舎を塗り替えました。その後、ホームの改修など実施しておら
れます。そして、駅前広場は石和駅前区画整理事業で東八代郡の玄関口として位置付けられ、
整備され、間もなく完成し、近代的な駅前に生まれ変わります。しかし、本体の駅舎はエスカ
レーターなどの設備もなく、障害者やお年寄り、子どもさんなど交通弱者には、脆弱な施設で
あると言わざるを得ません。駅は市の玄関口であり顔であります。ご存じのように、ＪＲ竜王
駅は３月２４日に新駅舎が供用開始されます。
２月１５日の新聞の記者ノートに、甲斐市議会の今村議長談話として、駅が新たな観光資源
になることを大いに期待している状況が掲載されておりました。
笛吹市には、大地の恵みの果実、天与の恵みの温泉等、全国に誇る素晴らしい宝物がありま
す。これらの宝物と駅を有機的に結合させることにより、経済効果を図れないものかと考えて
おりますが、いかがでしょうか。
次に、若彦トンネルの開通に伴う道の駅設置についてお尋ねいたします。
富士河口湖町と笛吹市を結ぶ若彦トンネルの開通は、平成２２年の予定であります。山梨県
を訪れる観光客の方々と、県内の観光地に滞留していくためのルートづくりと言えるものであ
ります。このトンネルは、単に笛吹市と富士河口湖町との交通の利便性がよくなるということ
だけではありません。ご承知のように、世界遺産登録を目指している富士山と富士五湖地域に
は、年間１，５００万人余りの観光客が訪れております。中でも四季折々変化する富士山の河
口湖からの眺望は人気が高く、逆さ富士はその代表格であります。この河口湖と笛吹市果実温
泉郷とが直結される、その相乗効果は想像を絶するものがあります。かつて笹子トンネル、御
坂トンネルの開通を見ましても、両市町に大きな変革と経済効果をもたらしてくれるものと期
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待を寄せております。市町境のトンネルを快適に抜けると、瞬く間にそこは芦川町だった。自
然の景観に恵まれた芦川町は、東日本屈指のスズランの群生地であり、また、国内でも希少な
兜屋根ぶきの日本家屋集約地帯であるとともに、付加価値の高い高原野菜の生産地でもあり、
開通後は国内有数の桃源郷の眺望と、日本一の果実と温泉のまち・笛吹市の入口となります。
先ほどの新聞記者ノートには、竜王駅の完成に際し、今村議長は新駅が単に視察や見物だけ
の場所に終わらないよう、市内の観光に結びつくような魅力あるまちでなければならないと述
べておられましたが、幸いにして芦川町からは、市内のルートは複数あり、どれもが魅力あふ
れる若彦トンネルを潜り、笛吹市を訪れる人々と市民を結び付ける大動脈となります。笛吹市
を訪れる観光客と市民が笑顔でふれあいながら特産品を通じて、結果的に地域活性化に結びつ
くであろう、道の駅の設置を望むものでありますが、いかがでしょうか。
次に、国土利用計画関連計画についてお尋ねします。
総合計画の策定に併せて国土利用計画も策定されます。また、現在、都市マスタープランの
作成も市民参画のもとに進められております。国土利用計画は総合計画に即したものであり、
都市マスタープランや農業振興地域整備計画との整合性を図らなければなりません。
市民にとり、特に関心の高いところは、個別法に基づく規制であると思います。特に景観計
画など地域住民の総意の中で策定されることが望ましいと思いますが、市長はどのように考え
ておられるでしょうか、お伺いいたします。
次に、国保税、介護保険料等の奨励制度の設置について伺います。
国民は、国保税や介護保険料を一定の条件により負担しております。近年、医療機関や介護
施設の利用者は増加の傾向にあり、制度の維持のため、やむなく税率等の引き上げを行うなど
して対応している状況であります。もちろん利用をするための制度であり、その結果、健康な
生活が過ごせるならば、それに勝るものはありません。
しかしながら、担当職員の努力にもかかわらず、国保税や保険料の滞納金額は改善にいたっ
ておりません。１８年度の国保税徴収率は８９．１９％、介護保険料では９８％です。本市の
介護認定率は６５歳以上で１４．１％です。この制度を利用し治療や日常生活の面で援助を受
けておられる方々と、幸いにもこの制度を利用することなく平穏に過ごされている方々がおら
れます。中には９０歳を超えても、なお健康で、制度未利用の方もおられるとのことでありま
す。
市では、病気等の予防と健全な日常生活を送るため、シルバー体操指導員育成事業や、社会
福祉協議会に委託している介護予防事業「やってみるじゃん」
、また、特定高齢者通所事業の
「貯筋塾」
「かまど塾」や「カムカム塾」などが大きな成果を上げており、参加者も増えてお
るように聞いております。参加者は一様に若々しく、自身の健康管理は自分で行う方が多いと
のことであります。多くの人々がみんな元気で過ごすならば、国保税や利用料等の引き上げな
どを考えなくても、よくなるのではないでしょうか。
これらのことから考えてみますと、健康で長生きができる喜びに加えて、さらなる励みにな
るよう施策を全国に先駆け、笛吹市で実施してみてはいかがでしょうか。例えば、自動車税の
任意保険では、１年間無事故の場合、翌年の保険料掛け率が優遇されています。未疾病による
国民健康保険証の未使用者の国保税や、元気な高齢者の介護保険料の特別軽減化が考えられな
いでしょうか。現行の法律の下では、実施は難しさがあるとも存じていますが、笛吹市の市民
が健康で過ごし、税や料を楽しみながら納入できるような仕組みを考えてみてはいかがでしょ
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うか。よろしくご検討いただきたいと存じます。
○議長（中村善次君）
答弁を求めます。
市長、荻野正直君。
○市長（荻野正直君）
笛政クラブ、中川稔夫議員の代表質問にお答えいたします。
まず、第一次総合計画「ふえふき協奏曲第１番」への取り組みについてのご質問のうち、
「ふ
えふき協奏曲」の編成者、指揮者として、今後の取り組みへの決意はについてでございます。
今日のような変化の激しい時代の中では、時宜を得た弾力的な取り組みが必要であり、常に
マネジメントサイクルに基づく検証と、その後の取り組みを進めることが肝要であります。
このことは、市の経営計画にも同様なことがいえます。これからの計画は、理念と目標を明
確にしつつ、その取り組みにあっては、その時々の社会経済情勢の変化に弾力的に対応できる
ものでなければならないと考えております。
そのためには、計画をどれだけ実行できるのか、その見直しはどの時点でするのか、という
ことをあらかじめ示しておくことが必要であります。そして、計画に掲げる目標を、可能な限
り追求する、かつ、その実現のための手段は、日々検証を進めながら、それに携わるすべての
知恵を結集して、次の取り組みにつなげることが重要であります。このため、今回の第一次総
合計画である「ふえふき協奏曲第１番」は、これまでの計画のまちづくり理念と施策を継承し
ておりますが、その考え方として、行政を取り巻く環境の変化に柔軟に対応できるよう、基本
計画は数値目標を設定した前期と後期の５年ごとの計画とし、また、３カ年の実施計画も毎年
見直しを行うローリング方式で、かつ、その見直しに当たっては、施策評価、事務事業評価制
度により進行管理をさせていただくものであります。
また、総合計画の将来像は、すでにご理解をいただいておりますとおり、今日的課題である
「市民との協働」がテーマであります。市民の皆さまのまちづくり施策への参画や、協働のま
ちづくりの観点は、今後の行政経営に欠かせないものであります。市民も、行政も、地域社会
が一緒になって、協働のまちづくりに取り組む姿があって、笛吹市の更なる発展が実現される
ものと確信しております。
本年は、私の任期最終年となりますが、これまで私は、笛吹市誕生に伴い策定した新市建設
計画に掲げた“活力ある交流都市の創造・快適な生活都市の創造・個性輝く自立都市の創造”
の基本理念に基づき、
「選択と集中」
、
「市民第一主義」の行政経営方針のもと、自立できる地域
社会の実現を目指し、各種の施策に、職員と一丸となって取り組んでまいりました。一定の手
ごたえを感じておりますが、その取り組みは、緒についたばかりのものもあり、今後、
「ふえふ
き協奏曲第１番」の指揮者として、１０年後の将来像に向けて、新しい計画に、身を粉にして
取り組まなければできないと、感じているところであります。
残すところ、任期も８カ月余りとなりましたが、私は、その間、全力を傾注して市勢の発展
に取り組んでまいります。
そして、本年秋に実施される次期市長選挙には、笛政クラブや正鵠会の各会派の所属議員を
はじめとする、多くの議員の皆さまや、多くの市民の皆さまから、引き続き市政を担当せよと
の強い要請にお応えすべく、本年秋の市長選に出馬の意向を固め、ここに、その決意を表明い
たします。
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市民第一主義、市民の起点とした市政推進のため、どうか議員諸賢におかれましても、絶大
なるご支援を賜りますようお願い申し上げます。
次に、市民提案プロジェクトの具体的な取り組みについてでございます。
市民提案プロジェクトは、総合計画の策定に向けて設置した市民ワークショップでの提案を
もとに、各種施策を実現しようとするプロジェクトです。市民提案計画でございますから、市
民の目線で、まちづくり施策で組み立てられております。
このため、このプロジェクトの実施にあたっては、市民の参画を大前提と考えております。
まさに、市民参画の実践的プログラムであり、市民主体の施策展開を期待いたしております。
具体的な取り組みといたしまして、現在考えておりますのは、ご提案をいただいた市民ワー
クショップの皆さんや、これから参画を希望する市民の皆さまのほか、さらにプロジェクトご
との関係団体の参加をいただいた上で、事業実施の中心的役割を果たすチームを組織していた
だきます。そのチームが主体となって、実施計画に掲げるいくつかの事業の企画、実施、評価
を職員と共に進めていただこうというものでございます。
今後、その取り組みのプランづくりを進め、市民の皆さんにお示ししたいと存じます。
次に、第一次総合計画の実現化に対する財源につきまして、３点のご質問をいただいており
ますので、順次お答えをさせていただきます。
まず、第１点目の新年度予算編成に係る財政状況における財政健全化への取り組み、経常収
支比率、実質公債費比率でありますが、平成２０年度予算につきましては、住民サービスの水
準を確保しながら、健全で安定した財政運営を基本に事業等を進めると同時に、新しいまちづ
くりの指針でもあります、
「ふえふき協奏曲第１番」において定めた諸事業も着実に進めていく
必要があり、経常的な経費の縮減や抑制に努めながら、最小経費で最大の効果を挙げるという
基本原則を旨として、予算編成を行っております。
ご質問の中にあります、財政健全化への取り組みにつきましては、平成１８年３月に作成い
たしました「第一次笛吹市行財政改革大綱」に基づく「集中改革プラン」の中で示した改革項
目につきましては、
集中的に取り組んでおり、
健全財政を目指しての改革が進行中であります。
さらに、
「集中改革プラン」の推進により、行政のスリム化を図りつつ、改革項目、目標の達
成状況等を公表しながら、改革を進めていきたいと考えております。
次に、経常収支比率、実質公債費比率についてでありますが、両比率とも地方財政状況調査、
一般的に決算統計といわれるものですが、その数値をもとに計算することとされております。
したがいまして、現時点でお示しできる比率は、平成１８年度決算に基づく比率であり、経
常収支比率は８４．２％、実質公債費比率は１４．４％となっておりますが、予算編成の段階
で財政指標が悪化しないよう配慮したところであります。
合併後、経常収支比率および実質公債費比率は年々上昇傾向にあり、
「集中改革プラン」を着
実に実施していく必要があると考えております。
次に、２点目の合併特例債の活用についてであります。
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。
本市では、平成１７年度に農業基盤整備事業として、御坂夏目原農道改修工事ほか１５事業
に１億８，
０８０万円、
道水路整備事業として、
市道御坂４０５号線道路側溝改修工事ほか１１事
業に６，４５０万円、道路新設改良事業として、市道石和１７号線改良工事ほか１１事業に２億
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９，７５０万円、消防施設整備事業として、消防団八代分団５部消防詰所整備事業ほか４事業
に４，６２０万円、境川児童館駐車場整備事業に７３０万円、石和東児童館整備事業に４，
４２０万円、金沢憩いの森整備事業に７８０万円、春日居駅周辺整備事業として３，０４０万
円、合計６億７，８７０万円を、１８年度は、農業基盤整備事業として、今井川水路改修事業
ほか１９事業に１億６，０８０万円、道水路整備事業として、市道石和５３号線改良工事ほか
１０事業に９，３００万円、道路新設改良事業として、市道石和２７０号線改良工事ほか１０事
業に２億８，９１０万円、消防施設整備事業として、消防団八代分団８部消防詰所整備事業ほ
か３事業に４，２６０万円、春日居駅周辺整備事業として１１０万円、１７年度繰越農業基盤
整備事業として下黒駒水路改修工事に１，５７０万円、地域振興のための基金造成事業として
９億５千万円、合計１５億５，２３０万円を借入、平成１９年度は、土地改良事業として、今
井川水路改修事業ほか２６事業に２億７，２８０万円、道水路整備事業として、市道１００号
線改良工事ほか４事業に５，１３０万円、道路新設改良事業として、市道石和８号線改良工事
ほか１０事業に１億９，２６０万円、消防施設整備事業として、消防団春日居分団６部消防詰
所整備事業に１，６２０万円、地域振興のための基金造成事業として９億５千万円、市役所南
庁舎増築事業として４億３千万円、防災行政無線整備事業として８６０万円、準用河川西田川
整備工事に４，４５０万円、御坂児童センター建設事業費として１億８０万円、新電算室統合
整備事業として８，１００万円、一宮西小学校屋内運動場改築事業として５，７２０万円、合
計２２億５００万円の借入を行いました。
また、２０年度は、土地改良事業として、今井川水路改修事業ほか２６事業に３億７千万円、
道水路・道路新設改良事業として、
市道１００号線側溝整備工事ほか１９事業に４億７，
７００万
円、消防施設整備事業として消防団御坂分団消防詰所整備工事ほか６事業に５，１４０万円、
準用河川西田川整備工事に６，６００万円、合計９億６，４４０万円について予算計上させて
いただいたところであります。
２１年度以降につきましては、健全財政を保ちながら、総合計画を着実に推進するため財政
計画を策定し、適債事業等を見極める中で活用していきたいと考えております。
次に、３点目の、国における道路特定財源の方向性に係る本市への影響についてでございま
す。
道路特定財源としては、揮発油税、地方道路税、石油ガス税、自動車重量税、軽油引取税、
自動車取得税などがあり、
大部分の税が暫定税率を使用しております。
揮発油税は本則税率１リッ
トル当たり２４．３円を暫定税率４８．６円に、自動車重量税のうち自家用乗用車の場合、年
０．５トン当たり２，５００円を６，３００円に、地方道路税は１リットル当たり４．４円が
５．２円に、軽油引取税は１リットル当たり１５円が３２．１円に、自動車取得税のうち自家
用の場合、取得価格の３％が５％となっております。
市におきましても、平成２０年度当初予算におきまして、道路特定財源として直接関係する
自動車重量税、地方道路譲与税、自動車取得税交付金の合計５億円を見込んでおります。
暫定税率が廃止された場合の影響についてでありますが、直接的には自動車重量税、地方道
路譲与税、自動車取得税交付金の合計で２億３千万円ほどの減収になるものと思われます。
このほか、間接的に道路建設事業などに対する国庫補助金等にも、影響が出てくるものと思
われます。
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続きまして、公共施設設置整備についてお答えします。
まず、ごみ処理施設の建設についてでありますが、ごみ処理は市町村固有の事務として、市
町村単位での処理、処分を行ってまいりました。
しかし、近年では、ダイオキシン類対策をはじめとする環境負荷の低減、リサイクルの推進
および熱エネルギーの効率的回収、財政負担の低減等、さまざまな理由や目的から、複数の市
町村が共同で処理を行う広域処理が推進され、本市においても、県が策定した「山梨県ごみ処
理広域化計画」に指定されているブロック割に従い、笛吹市、甲府市、山梨市および甲州市の
４市において、広域処理に転換することを決定しております。
これまで、４市においては４つの焼却施設と２つのリサイクル施設があり、それぞれ民間処
理施設も併用しながら、ごみの適正処理を行っております。しかしながら、各市が現有する施
設は稼働後１０年から２０年が経っており老朽化が始まっている上、それぞれの地元との協定
による使用期限も迫っております。
また、循環型社会の形成を推進するため、焼却処理のみならず破砕、選別処理といった、ご
みの中間処理全体に対しての、ごみ処理施設の整備が必要となっております。
このため、平成１９年２月に甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合が設立され、以降は、こ
の一部組合が事業主体となり、施設の整備・運営等の計画について事業を進めております。
今年度事業としては、施設基本計画策定業務を行い、必要な性能、規模、基本条件等を検討
するとともに、熱回収施設、リサイクルセンター、ストックヤード、管理棟、駐車場、緑地帯
等の配置について検討してまいります。
そのほか造成計画策定業務として最終処分場との整合、
搬入道路および施設内周回道路の計画検討、地質調査業務など、施設配置計画に必要な調査を
行いました。
また、中間処理施設は設置機種により異なりますが、日量３００トンから１千トンの水量が
必要となるため、地下水調査業務を行いましたが、予定地内での地下水は極めて少なく、非常
に厳しいとの報告を受けております。
測量業務につきましては、地形測量を終了しましたが、用地測量については、県最終処分場、
および地元還元施設についての詳細協議ができておりませんので、今後の業務となります。
さらに、環境影響評価業務として現地調査、文献調査を２０年度夏期まで実施します。調査
項目は大気汚染、騒音、振動、水質汚濁、動植物等であります。
また、埋蔵文化財試掘調査業務を本年度７月から９月にかけて実施した結果、東側、中間、
西側から、それぞれ遺跡が確認され本調査対象となり、本調査を２２年度に実施する予定であ
り、今後は、買収予定地を確定し、用地外周測量、縦断・横断測量の実施、立木補償物件調査
等を行い、不動産鑑定、税務署協議等を済ませ、２２年度の早期に用地の買収を行う予定であ
ります。
現在、農振法、森林法、都市計画決定および上下水道協議等、関係法令について早期に整え
るよう、関係機関と協議を進めております。
今後、環境影響評価業務および埋蔵文化財本調査等で想定外事案が発生した場合は、計画変
更もあり得ますが、２２年度より造成工事および取り付け道路工事を行い、後に建築工事に入
り、２７年４月より供用開始を目指しております。
なお、山梨県が進めている最終処分場につきましては、基礎調査、地質調査、環境調査等が
行われ、現段階においては支障ないとする結論が出されたところでありますが、中間処理施設
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はもちろんのこと最終処分場についても、より詳細な調査を基に、環境保全に配慮した安全・
安心な施設整備を求め、市としても県と連携を図る中で、地域住民への十分な説明を行うとと
もに、地域住民の不安を解消するために、施設の安全性に対し最大限の配慮を行っていく所存
であります。
次に、文化会館の建設および総合スポーツ公園の設置についてでありますが、コンベンショ
ンセンターの誘致、あるいは市全体のイベントの実施の面から、文化施設の建設、スポーツ施
設の整備など、関係団体や市民の皆さんからも強い要望をいただいているところであります。
生涯学習活動やスポーツ活動は、今後もさらに推進することが重要であり、そのための施設
の整備は必要と考えております。また、健康づくりや観光交流との連携の面からも、政策的に
取り組んでいく課題でもあります。
総合計画の中で、位置付けられた各施策を着実に推進させていただきたいと存じますが、文
化会館の建設および総合スポーツ公園の設置につきましては、今後の財政状況等、見極めなが
ら取り組んでまいりたいと考えております。
次に、石和温泉駅周辺整備事業についてでありますが、この事業の一番大きな問題は、駅舎
改修に伴うＪＲとの負担割合であります。国も必要な指導を行うとの方針でありますが、現在
のところＪＲからは、これまでの先進事例以上の負担割合は示されておりません。引き続き協
議を進めてまいりたいと考えております。
なお、この事業につきましては、国のまちづくり交付金事業を取り入れることを考えており
ますが、事業の本要望は年に１回ですので、それまでにＪＲとの協定を結ばなければならない
とされております。
いずれにいたしましても、当面する大きな課題である、ごみ処理施設の建設と八千蔵地域等
の開発と併せ進めさせていただきたいので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
次に、若彦トンネル開通に伴う道の駅設置についてでございますが、従来から若彦トンネル
整備関連としての、芦川地域の農産物直売所等活性化施設設置につきましては、県道整備事業
関連の休息施設の整備とのかかわりの中で、県・地元と協議を進めております。その候補地と
して、県道の大曲交差点付近を中心として測量を進めており、直売所につきましては、芦川直
売研究会で生産・販売・運営等について、先進施設の研修をはじめ検討がされております。
この４月から、若彦トンネル開通に伴う直売所等活性化施設整備事業をはじめ、交流居住推
進事業、都市農村交流・景観保全・伝統的建造物保存事業等を担当する、芦川地域活性化推進
担当を配置して、事業推進に取り組んでいくこととしております。
平成２２年のトンネル開通を目途に、
具体的に詰めた検討をしていきたいと考えております。
続きまして、国土利用計画関連計画についてお答えします。
国土利用計画は、土地、水、自然など国土の利用に関する最も基本的な計画であり、総合的
かつ長期的な国土利用に関する指針となるものであります。
国土利用計画笛吹市計画は、笛吹市総合計画に即して、市土の利用に関してその指針を示す
ものであり、これに基づき、都市計画区域内は都市計画マスタープラン、農業振興地域内は農
業振興地域整備計画、山林部は森林整備計画などの中で、それぞれ基本的な方針を定め、規制
などを行っていくこととなります。
このため、本計画で示した方向により、関連諸計画は、新たに策定または修正していくこと
となります。
４３

都市計画マスタープランにつきましては、都市計画を進めるための総合指針で、具体的には
笛吹市のあるべき姿や将来像を示すとともに、土地利用や道路、公園、その他公共施設などの
整備のあり方や、今後のまちづくりを進める上での基本的な方針を定めるものであります。
その内容につきましては、市町村の事情に応じた、それぞれの地域の特色を生かした創意工
夫が求められ、本計画は合併後初めて策定するものであることから、市内を３ブロックにゾー
ンを設定し、まちづくり市民会議で多くの意見を参考にシンポジウムの開催も企画した中で、
市民と共に新しいまちづくりを始動させるための、まちづくりの総合指針として策定を進めて
おります。
そのため、計画対象範囲を都市計画区域に限定せず、芦川町も含めた市内全域を対象とした
計画立案しております。
土地利用の面では、
元来、
自然発生的な農村集落が都市の発展とともに市街化してきており、
住宅地と果樹農地が共存する田園都市型で、機能的、快適なまちづくりを行うことにより、市
民や観光客等が快適に安心して過ごせる環境形成が図られております。
今後、本市がこれまで以上に魅力的なまちづくりを展開していくためには、上位計画であり
ます「総合計画」や「国土利用計画」に基づき、持続的発展を基本に、自然環境の保全と活用
ならびに都市環境の整備を進めるために、上位計画との整合性を図っていきたいと考えており
ます。
また、長期的視野に立った「桃・ぶどう日本一」を誇る本市の主幹産業である農業振興や、
温泉郷と連結した観光産業としての農業振興を基本に、農振農用地帯と市街地点在農用地帯等
の土地利用を定めた、農業振興地域整備計画との整合性を図りながら推進していくこととして
おります。
また、農業振興地域整備計画につきましては、優良農地の保全を図り、農業振興のための各
種施策を計画的に実施するための総合的な農業振興計画であります。
その変更につきましては、おおむね５年ごとに行う基礎調査の結果により、必要が生じたと
き、総合見直しを行うこととしております。
笛吹市誕生後の計画は、
区域の変更により平成１９年８月に総合見直しを行い、
その後、
１０月
に随時見直しを行いましたが、今回、総合計画ならびに国土利用計画の策定、および都市計画
マスタープランとの整合性を図る必要性等から、平成２０年度に総合見直しを実施する予定で
あります。
次に、景観計画でございます。
景観法は、これまで各自治体が景観条例を定め、景観の整備・保全に努めてまいりましたが、
景観を整備・保全するための国民共通の基本理念が確立されておらず、自主条例に基づく届け
出・勧告等による景観誘導には限界が生じております。
そこで、新たに景観形成の基本理念や、景観形成のための制度を位置付けた景観法を定めた
ものであります。
景観法では、良好な景観は現在および将来における国民共通の資産であり、それぞれの地域
の持つ自然、歴史、文化と、地域に住む人々との生活との調和のもとに、良好な景観は形成さ
れていくものであると確信しております。
本市では、景観保全のための制度を視野に入れ、都市計画マスタープランにおいても、景観
まちづくりの側面から、景観上重要な公園、河川、道路などを対象に、景観重要公共施設への
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指定を念頭に入れて、本計画上でも位置付けを検討しております。
また、農地（果樹園等）の失われゆく郷土景観を守るために、良好な景観を有する農地を景
観農業地域整備計画区域として想定しながら、土地利用を図る方針へと位置付けを検討してお
り、文化的景観は、保全の意義、考え方を踏まえ、都市計画マスタープランにおいても、景観
まちづくりの側面から、特に芦川地域においては重要文化的景観の候補を検討し、地域の皆さ
まと十分協議しながら、協働により景観形成に努めてまいりたいと考えております。
続きまして、国保税、介護保険料の奨励制度についてお答えいたします。
医療機関の受診を受けることなく、健康な生活を維持された方に国保税を軽減できないか、
また、介護認定を受けなくて、健康で生活をされている方の保険料を特別に軽減できないもの
かとのご質問であります。
健康で医療給付を受けていない、介護サービスを受けていないということは、国保財政や介
護財政に大きな貢献をしていただいているということであります。
健康で生活する模範的家庭の奨励は医療費の削減につながるものでありますし、高齢者の皆
さんが介護認定を受けることなく、生涯にわたり健やかで安心した生活を営むことは、私たち
の願いでもあります。
そして、このことが、自治体としての健康に直接的・間接的につながるものであり、市の発
展の基礎となるものと考えております。このため、ご質問は、大変意義のあるものと存じます。
しかしながら、国保税や介護保険料の軽減につきましては、先ほど議員さんもご指摘があり
ました、
国保制度そのものが相互扶助の精神に基づいた社会保険制度であり、
介護保険制度も、
高齢化の進行の中で、老後生活の最大の不安要因である介護を、社会全体で支える共同連帯の
理念による社会保険制度でありまして、いずれも、制度の趣旨から現状では困難であると考え
ております。
ご質問の趣旨は十分理解できますので、
これを貴重なご提案として受け止めながら、
今後は、
４月から実施されます特定健診事業での課題や、介護予防事業の課題への取り組みも含めて、
これからの社会にふさわしい、健康づくりに取り組まれる方々への奨励制度など、調査研究を
進めつつ、その仕組みづくりを国等にも積極的に提案してまいりたいと存じます。
以上で答弁とさせていただきます。
○議長（中村善次君）
再質問を許します。
中川稔夫君。
○１２番議員（中川稔夫君）
再質問をいたします。
市長の再選の意欲は十分に分かりました。健康に留意され頑張ってくださるようお願いいた
します。
ところで、再選に向け多くの会派や市民の方々から、支援や要請が得られているとのお話で
ありますが、市長の政治姿勢が多くの市民から支持を得られているからであります。
ところで、
政治のスタンスとして、
党派の所属はどのように考えておられるかお尋ねします。
次に、市民総参加の市政についてですが、市民の目線でのまちづくりは市長の一貫した政治
姿勢として理解しておりますが、時には「おねだり型」や「甘え型」などの行政になると、や
がては陳情合戦のようになりはしないか。また、市の財政計画への影響が生じるのではないか
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と危惧されますが、いかがでしょうか。
次に、総合計画の中で２８の主要施策と、それに対する９０の具体策が掲げてあります。数
値目標を達成するために関連する個別計画も必要と考えています。平成２０年度においては、
より重点を置かれる施策は、どのようにお考えなのかお伺いいたします。
また、総合計画の策定にあたり、各地域審議会などの意見も踏まえたことから、議会でも承
認いたしましたが、それらの意見はどのように反映されるお考えなのか伺います。
次に、健康保険税や介護保険料の納付に対する奨励制度についてでありますが、この件に関
しては、前向きに検討するというお答えをいただきましたが、私も現行の法律下では、実施は
難しさがあるものと存じていますが、と付け加えて質問をしております。しかし、医療費や施
設費にかかる経費などの削減化もさることながら、なによりも健康なまち・笛吹市のイメージ
アップが図られるのではないでしょうか。何らかの方法で笛吹市流が考え出せないか、時間を
かけてでも検討をお願いいたします。
○議長（中村善次君）
当局の答弁を求めます。
市長、荻野正直君。
○市長（荻野正直君）
再質問で、市長の政治姿勢はどうあるんだということだと理解いたしましたけれども、私は
一環といたしまして、まず、市民第一主義の公正・公平な市政を今後も続けていきたいと思い
ますし、行財政改革、これも大きな柱であるというように思います。行財政改革を進めるにあ
たりましては選択と集中、このことを基本としてやっていきたいと思います。また、全体的な
流れといたましては「ふえふき協奏曲第１番」
「みんなで奏でる“にぎわい・やすらぎ・きら
めき”
」の協働の社会をつくっていきたいと、かように考えております。
次に、統派についてでありますが、政党のことをおっしゃっていると思いますが、あくまで
も従来どおり、市民党的立場でやっていきたいと、こんなふうに思っております。
次に、要望等いろんなそれぞれの地域からのものに対して、陳情合戦になる心配があるけど
どうかということでありますが、
これも申し上げましたように、
優先順位を考え市民第一主義、
なおかつ地域の中で一番重要なものはこれであるということ、これは地域審議会がございます
し、あるいは区長会がございます。なおかつ今選定している方法では、全体の中でエリアを定
めて、そのエリアの中の優先順位を選考してやっていきたいと、いうふうに考えております。
これは私が一人で選定するのではなくて、
やはり大勢の意見を聞きながら進めていきたいと、
こんなふうに考えております。
次に、平成２０年度の主要事業でございますが、これにつきましては十把一からげ的な発想
でなくて、既にご説明申し上げました、市長と部長のマニフェスト、これが現在２８項目あり
ます。これをそれぞれの部に分けますと５項目あるいは６項目、一番多いところでも９項目、
見てみますと、例えば、９項目挙げます保健福祉部におきましては、６０人以上の職員がおる
わけでありますから、
それぞれが一つの目標に向って進んでいくと、
こういうことで、
この４８項
目が主であります。
そうは申しましても、さらに市長自身としてはどうなんだと、こういう質問ではないかと判
断いたしますと、１つは、災害要支援者登録制度、これは市民の安全・安心、そして生活弱者
をも中心にして、災害支援活動を中心に行っていきたいと、こういう意味で登録制度を実施さ
４６

せていただきたいと、このように思っております。
そのほか環境問題、今一番、世界中で問題になっております環境問題、バイオマスの里づく
り事業であります。これも大きな課題であると思います。
それから、観光関係では２つございます。１つは、もう間近に迫っておりますけれども、４月
１日から行われますＤＣキャンペーン、
これにつきましては笛吹市独自でやる施策ではなくて、
ＪＲ、山梨県そして笛吹市と、この三者が一体となってできるキャンペーンであります。なお
かつ、このＤＣキャンペーンの中で、こういうことができればいいなと思っておりますのは、
いままでは観光あるいは宿泊と申しますと、非常に範囲を狭くして、旧石和時代からそういう
ことがあったのですが、笛吹市になったら笛吹市、笛吹市、笛吹市なんですよ。これでは観光
客は満足していただけません。せっかく来る観光客が山梨県全体のエリアの中で考えられる、
そういう提案をしていきたい。
例えば、今の時期に笛吹市に宿泊する希望で来ていただいたお客さまに、なにが提供できる
かということを考えますと、
１日コースということを考えますと、
どこから入ってくるかによっ
て変わってくるわけですが、例えば、今「桃の花見園」を開催しております。今年は昨年の１．
５倍のお客さんが来ていただいております。それから、それが済んだら「いちご園」でイチゴ
狩りですね。そして、イチゴ狩りが終わったら、今度はおひなさんの八田御朱印公園、あるい
は甲州市の甘草屋敷、あるいは精進料理、あるいは中央線の旧トンネルの日影トンネル、こう
いったものを合わせて１日コースに作ってご提案申し上げる。こういうところまで、このデス
ティネーションキャンペーンを中心にして、これは笛吹市だけでなくて山梨県全体でやってい
くんだと、ＪＲを含めてやっていくんだということを一人ひとりの職員にも、あるいは観光関
連の業者の方にもご理解をいただきたいと思います。
この間も非常にうれしく思いました。いままで旅館へ行って、おひなさんが飾ってあるとこ
ろなんかあまり見なかった。しかし、ここのところだいぶいくつかの旅館さんで飾っていただ
いております。
ということは、笛吹市へ行って旅館でも見られる。いわゆる古いおひなさんが八田御朱印公
園でも、あるいは甘草屋敷でも見られる。これはすごいことだと思います。そういうことの一
連をこのＤＣキャンペーンを通じてやっていただきたい、こんなふうに考えております。
それから、次に、第１５回の鵜飼サミットであります。
これは全国１２カ所で鵜飼サミットを行っているわけでありますが、山梨県笛吹市において
は初めてであります。初めてでありますけれども、その鵜飼そのものが笛吹市で行われている
ということが、まだ全国規模でご理解されておりません。これを機会に全国へ「鵜飼サミット
ツアー」というようなことができれば、やっていただきたいと考えて、このサミットにつきま
しても力を入れていきたいなと、こんなふうにも考えております。
それから、公共事業でございますが、公共事業につきましては、合併して市民の一番の願い
は、やはりすべてのものが負担については公平に、平にいくようにと言われているわけであり
ますけれども、水道事業については大変に難しいんです。それぞれの旧町村によって格差があ
りすぎるんです。ありすぎるのをできるだけ、例えば１つの例を取ると、境川地区なんかへ行
きますと、なぜ上げられないかと、水が不足をするんです。不足をしないようにして、市内の
みんなと一緒ですよと、こういう話をしたいと思いますし、あるいは、御坂の地区へ行きます
と、まだ石綿管が１０キロ以上布設してあるんです。これもかなり漏水しているんです。こう
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いったものを一緒にすることによって、水道料金の統一に向けて努力していきたいというふう
に思います。
繰り返しになりますが、境川の水を十分に供給するためには、やはり笛吹市内の第１号の浄
水場の設置もしなければならないかなと、いうふうに考えております。
そのほか教育関係につきましても、今、学校が非常に苦しい状況になっておりますが、でき
る限り市民の皆さんのご理解をいただいて、教育関係については充実させていただきたい。例
えば、このあいだのコンピューターの問題もそうですけれども、あれは学校関係にはまだ先生
方に１人１台のパソコンがいっていないという状況が１つと、もう１つは、セキュリティーが
十分にできていなかったということが大きな課題なんです。これについてもこの間、問題が起
きて、１台１台のコンピューターを整備するだけで約１千万円かかりました。そして、今職員
と同じように安全なセキュリティーをするためには、最低でも１億円かかるとされているんで
す。
こういうこともやっていかなければいけないと思いますし、なおかつ今度は一人ひとりの子
どもの教育、このことに関しましても、おそらく後からも質問が出るのではないかと思います
が、特殊学級が非常に増えているんです。今年も３学級追加いたします。学級と言っても１人
か２人の生徒のためにつくっていく。やはりそういう子どもたちにも、ノーマライゼーション
の時代の中でやっていくという姿勢を市としてはしっかりと貫いていきたいと、こんなふうに
考えております。
以上です。
○議長（中村善次君）
国保税、介護保険料あるいは使用料等の特別軽減化について、市長、もう１点答弁を求めま
す。
○市長（荻野正直君）
最後に出ました、
国保会計ならびに介護保険、
これは全国的にも画期的な提案だと思います。
すらすらっと中川議員さんは申しましたけれども、全国でこんな議論はまったくないんです。
私も聞いたことはありません。と言うのは、たぶんタブーとされるのではないかと思います。
しかし、よくよく考えてみれば、先ほども例にありましたように、自動車保険の任意保険、
無事故無違反であれば年々安くなりますよね。やはりその方は交通安全に努力してくれている
んですね。あるいは、免許証においてもゴールドカードを発行しておりますけれども、やはり
交通安全に努力している方に、そういう形でしっかりとお応えする。ということは、そういう
ふうに努力している方には、どう報いられるか、そういうことも行政として考えていかなけれ
ばいけないのではないかと、こういうふうに思います。
大変長い戦いだと思いますけれども、全国の市長会あるいは県に訴えて知事会等々に働きか
けて、俗に言う関係六団体というような言葉がございますけれども、今、関係六団体の中で大
きな声を出して言っておりますのは、農振の除外をすべて市に渡してくださいということを大
きく申し上げております。これは既に文書になりまして、国のほうへ六団体を通じていってお
ります。やはり段階がありますけれども､この運動につきましても、そのくらい時間のかかる
課題だと思いますけれども、特に議員の皆さま方も、時間がかかるけれども、一緒になって辛
抱強く進めていただけるようお力をお願いしたいと思います。
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○議長（中村善次君）
再々質問ございますか。
（
「なし」の声あり）
暫時休憩いたします。
再開を午後１時３０分といたします。
ご苦労さまでした。
休憩

午前１１時５０分

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
再開

午後 １時３０分

○議長（中村善次君）
再開いたします。
引き続き、代表質問を行います。
正鵠会の代表質問を行います。
小林始君。
○１６番議員（小林始君）
私は、今定例市議会に提出されました案件ならびに市政全般について質問いたします。
その前に、
先月２月２４日から２６日に発生しました、
春日居町大蔵経寺山の山林火災には、
強風の中、昼夜を問わず消防団はじめ諸団体の皆さま方には、消火活動に、また炊き出し等、
献身的な作業のおかげで被害を最小限に防止できました。
このご苦労に関しまして、心から敬意と感謝を申し上げます。
また、被害に遭われた方々には、心からお見舞いを申し上げます。
道路特定財源の資源となる暫定財源に当たる、道路目的税をめぐる論争が、地方自治体を巻
き込み活発化しております。
われわれ地方においても、道路財源となる道路特定財源がなくなることがあれば、本市を含
め、ほかの自治体においても生き残りをかけた自治体間競争時代の中、今以上の厳しい財政運
営に直面しなければなりません。
この厳しい自治体間競争を勝ち抜くためにも、再度足元を見つめなおし、混迷する時代を切
り開く糸口を自らの手で探していくしか方法はありません。そのための新しい糸口や道筋をつ
けていくのは、私は人の力であると考えます。
本市は、日本一の果樹生産地であります。果樹を生産するのは人であり、先人より築いてき
た伝統と情熱こそが、笛吹市の宝と言っても過言ではないと思います。
笛吹市民７万人余の人の力をもう一度結集し、この厳しい時代を一丸となって進むことによ
り、本市の生きる糸口が見えてくるのではないでしょうか。
荻野市長におかれましては、財政状況厳しい折でありますが、本市の宝を大切に育てていけ
る方と考えております。
昨年の１２月定例市議会において、正鵠会は次期市長選に荻野市長の出馬について要請を行
いました。先ほど、多くの市民の負託に応えるため力強い出馬表明をされました。これから先、
厳しい試練があろうかと思いますが、健康には十分ご留意なされ、市民のため、市政発展のた
めに頑張っていただきたいと思います。
正鵠会一同の総意として、荻野市長をご支援申し上げます。
４９

まず、はじめに、平成２０年度当初予算についてお伺いいたします。
本年度の当初予算は、２６３億１，１００万円とのことであります。当初予算の基礎となる
のが、先ごろ発表された第一次笛吹市総合計画であります。この計画は、平成２０年度を初年
度とし平成２４年を目標年度として、本市のこれから進むべき基本構想ならびに基本計画、実
施計画であり、今年度予算編成の基礎であり、今年度施策の展開方向もこの計画に沿って編成
されたものと考えます。
この総合計画を実施していくのには、当然財源が必要となります。総合計画のタイトルには
荻野市長が掲げる、
「にぎわい・やすらぎ・きらめき」の言葉が掲げられておりますが、この
計画に掲げるまちづくりには、長期的計画と本市の持続可能な財政運営等が両輪のごとく進む
ためには、バランスが必要と考えます。そのためにも、総合計画には行財政の基盤づくりとし
て、職員定数や組織のあり方など行政改革を推進していく項目等も盛り込まれています。
そこで、今後、荻野市長が掲げる、にぎわい・やすらぎ・きらめきのまちづくりを進める上
で、今年度予算はどのような考え方の中から編成されたのかお伺いいたします。
また、
今年度予算編成の際にも活用した合併特例債の活用計画が議員各位に示されましたが、
具体的な計画は今後示されると考えますが、農業基盤整備事業、道路新設改良事業、防災行政
無線整備事業、文化会館建設事業、総合スポーツ公園整備事業等の事業は、合併特例債の活用
をお考えと伺っております。
そこで、計画の段階ではありますが、約３００億円の合併特例債の今後の活用についてお伺
いをいたします。
そして、合併特例債の活用により、本市のプライマリーバランスはどのようなバランスにな
るのか。また、財政健全化法が示す４指標である実質赤字比率、連結赤字比率、実質公債費比
率、将来負担比率は、どのような数字になっているのかお教えください。
次に、峡東３市地域、また地域の広域連携についてお伺いいたします。
リニア中央実験線がいよいよ実現に向けて動き出しました。リニア中央新幹線は、日本列島
全体の時間・距離を大幅に短縮し、地域間交流の拡大を図る社会、経済、文化など、あらゆる
面でわが国に飛躍的な発展をもたらすことや、
中央自動車道開通と同様な経済効果が期待され、
その早期実現を多くの県民が望んでおります。
こうした中、昨年４月、ＪＲ東海は、東海道新幹線のバイパスとして、２０２５年までに首
都圏から中央圏までの営業運転の開始を目標とした、中期的な経営戦略を発表しました。
また、１２月には、その建設資金をＪＲ東海が全額自己負担するとの発表を行い、その際、
営業線の総延長は２９０キロメートル、設備投資額５兆１千億円と試算結果を公表するととも
に、リニア中央新幹線を都市間の超高速専用線と位置付け、中間駅およびそれに関連する費用
については、地元負担を前提とすることなど、民間会社であるＪＲ東海としての考えも同時に
示したところであります。
こうした動きの中、本市としても中村議長を中心に議会として昨年末、リニア中央新幹線の
駅誘致の期成同盟会を立ち上げ、隣接する山梨市、甲州市に、駅誘致に対する働きかけを進め
られています。
そこで、本市として、今後どのような駅誘致に対する取り組みを進めていくのか、お伺いい
たします。
峡東地域、いわゆる甲州市、山梨市、笛吹市は、果樹生産地として本県のトップブランドの
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地域であり、生産量、耕地面積でも日本一の地域であります。
笛吹市総合計画では、本市が「桃・ぶどう日本一の郷」として確固たる地域を維持していく
ためには、生産量と品質の維持向上とともに笛吹ブランドを確立し、市場でも広く認知される
ことが重要であり、そのために農家の経営力を高め、優良農地の保全、季節に対応した労働力
の確保を進める必要があると記しております。
四季の食卓を豊かにするだけでなく、
観光に訪れた方々にも喜ばれていることも確かであり、
私自身もその考えには共感を覚えるところであります。
また、今後の課題として、観光への展開や地元流通、二次加工品開発等の産業の裾野を広げ
ていくことが必要と、課題にも触れておりますが、産業の裾野を広げていくことは、本市のみ
の力ではできない点もあるのではないでしょうか。
峡東３市地域の連携により、サクランボ、ワイン、ブドウ、桃、柿、スモモの、３市の特産
物を連携することにより、生まれてくる観光の新しい裾野の広がりを模索することも必要と考
えます。
また、若彦トンネルの開通に伴い、富士河口湖町と連携することにより、本市を訪れる観光
客の拡大を図ることのできる手段とも考えますが、市長のご所見をお伺いいたします。
峡東地域の連携には、ほかに甲府市を含めた、甲府・峡東ごみ施設の建設が進んでおります
が、現在４市において事務組合を組織し取り組みが進んでおります。早期の実現が本市におい
ても重要な課題との認識は、
荻野市長をはじめ執行部の皆さまも同様の認識であると考えます。
そこで、現在、４市との連携の中で進められている事業でありますから、本市のみの立場だ
けを主張することはできませんが、施設の建設予定地とされていた御坂町八千蔵、八代町高家
地区の買い上げについての課題は、現在どのような進捗状況にあるのか、また４市の話し合い
の中で、今後、どのように取り組んでいくのか、市長のお考えをお伺いいたします。
次に、循環型社会構築のための、今後の取り組みについてお伺いいたします。
荻野市長は、就任以来、循環型社会の構築に懸命に取り組んでまいりました。私も議員の一
員として、その取り組みを高く評価するものであります。
市長は、昨年１１月に笛吹市バイオマスタウン構想の考え方として、構想書を作成し、今後
の取り組みの基礎といたしました。
この構想の具体的柱として、木質系バイオマスのチップ化、ごみの堆肥原料化、廃食油のＢ
ＤＦ化が３つの柱となり、既に具体的な取り組みも始まっております。
構想の中には、将来像として、農と食と微生物を生かした地域ぐるみで取り組むバイオマス
の郷づくりとして、木質バイオマス化では、果樹剪定枝に加え里山の間伐材、旅館組合等の植
木くずについても原材料として取り組み、また、利用方法として、微生物を活用し堆肥の原料
として利用するほか、ハウス栽培でのボイラー燃料として利用を図っていくとのことでありま
す。
生ごみの堆肥原料化については、家庭ごみに加え、旅館組合、学校等の生ごみを対象にする
ほか、木質系バイオマスのチップについても原材料として取り込み、微生物を生かした堆肥原
料製造を行うと記されております。
廃食油のＢＤＦ化では、収集対象として、学校から一般家庭や旅館組合等に広げ、ごみ収集
車に加え観光客の送迎車に対しての利用の実現を目指していくとのことであります。
こうした取り組みは、地方自治体においては全国でもトップレベルの取り組みであると考え
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ます。
そこで、この構想を具体化していくため、今後どのような取り組みをされるのかお伺いをい
たします。
また、この素晴らしい構想を本市だけにとどめず、広域連携により大きな成果を発揮するこ
とも考えられますが、お考えをお聞かせください。
バイオマス構想の３つの柱に廃食用油資源化事業がありますが、先進的事業であり、また本
市単体の取り組みであるため、実施における経費の部分においては厳しいものがあると伺って
おります。しかし、子どもたちの環境に対する考え方の増進などを考えると、経費に代えるこ
とのできない事業であると考えます。
市民の方々に、この事業のＰＲを積極的に行い、市民一体となった取り組みに広がっていく
こと、また広域の地域連携から多くの方々に協力をいただき、将来はごみ処理施設などの多く
の施設の燃料として使用されることが期待されます。
荻野市長のご所見をお伺いいたします。
次に、本市の特色づくり、仮称オンリーワン政策について提案をさせていただきます。
本市の花は、皆さまご存じのようにバラの花であります。最近では、笛吹市の多くの家庭に
おいてバラの花を植樹される方々を多く目にすることがあります。各地方自治体でも、春の訪
れとともに多種多彩の花を咲かせ、訪れる県内外の方々を楽しませてくれる要素の一つとなっ
ております。
また、ほかの自治体では、特色づくりとして、併せて北杜市などは「ひまわりのまち」とし
て観光の目玉として全国に発信されています。
そこで、私からの提案として、長期ビジョンに立ち、本市を花のまちと位置付け、日本一の
バラのまちを目指して、
市内に１００万本のバラの花の植樹を考えてみてはいかがでしょうか。
当然費用の面については、今後、検討の余地はありますが、花の好きな市民の方々を募集し
たり、ボランティアグループの協力をいただいたりと、方法はいろいろ考えられると思います
が、荻野市長のご所見をお伺いいたします。
最近では、多くの家庭でクリスマスシーズン付近から２月ころを境に、光り輝くイルミネー
ションにより、多くの市民がその輝きに心を癒されているのではないでしょうか。本年も甲府
市内において、民間団体がイルミネーションのイベントにより、多くの観光客を誘致している
とのことであります。
大変費用と労力のかかることではありますが、市民総参加のまちづくりの一つとして発展し
ていくことができないか、模索してみてはいかがでしょうか。
「やまなし一番」の光のまち笛吹市、不透明な時代だからこそ、明るく照らすことにより、
本県の光り輝く地方の星となるのではないでしょうか。
市長のご所見をお伺いいたします。
花、光、そして本県に必要なのは人の優しさではないでしょうか。本市を訪れた方々に優し
さを持って最高の笑顔、行き交う方々に子どもから大人まで多くの市民が、ふれあいを感じる
あいさつ・笑顔、あいさつの中から生まれくるおもてなしと、われわれ大人ですら忘れてしま
う人としての基本をもう一度見直すためにも、
「スマイル・あいさつ・もてなし」の推進を図
る必要があると考えます。
バラの花、光、おもてなしと、本市の特色を発揮するため、仮称オンリーワン政策などを考
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えてみてはいかがでしょうか。
荻野市長のお考えをお聞かせください。
最後に、本市には多くの先人が残してくれた素晴らしい技術があると考えます。
国、県などにおいても、現代の名工と呼ばれる方を発掘し、伝統工芸の継承を積極的に進め
ております。本市におきましても、素晴らしい技術を備えている笛吹市在住の方々を発掘し、
スコレー大学等の講座を活用し、多くの市民や子どもたちに、素晴らしい技術に触れていただ
ける取り組みを考えてみてもよいのではないかと感じておりますが、荻野市長のお考えをお伺
いいたします。
以上をもちまして、私の質問を終わります。
○議長（中村善次君）
当局の答弁を求めます。
市長、荻野正直君。
○市長（荻野正直君）
正鵠会、小林議員から、私の市長選に対する出馬表明に対して、温かい励ましのお言葉、誠
にありがとうございます。
議員の代表質問にお答えいたします。
はじめに、平成２０年度当初予算において、何点かご質問をいただいておりますので、順次
お答えをさせていただきます。
まず、当初予算編成にあたり編成の考え方についてであります。
昨年度の税源移譲による市税の増額、地方財政計画における、実に５年ぶりの地方交付税総
額の増額措置など、交付額の増額が見られるものの、国庫支出金は削減傾向にあります。
一方、歳出におきましては、少子高齢化対策などに対応した福祉関係予算をはじめ、環境対
策予算、市道・農道などの基盤整備、教育問題など、今後取り組んでいかなければならない課
題が山積しております。扶助費・公債費などの義務的経費はますます増大し、今後も極めて厳
しい財政運営が続くものと思われます。
こうした状況にあって、本市が今後とも真に必要な住民サービスの水準を確保しながら、持
続的に発展するために、健全で安定した財政運営を基本として、施策・事業等を着実に推進し
ていかなければなりません。同時に、新しいまちづくりの指針となる、笛吹市総合計画で定め
た施策実現のための諸事業も進めていく必要があります。
このことから、平成２０年度予算編成につきましては、昨年度に引き続き一般財源に限度額
を事前に設定し、予算見積もりを行う枠配分予算とする中で、経常的な経費の縮減や抑制に努
めながら、最小の経費で最大の効果を挙げるという財政運営の基本原則を旨とし、行政水準の
維持向上を図れるよう心がけながら、予算編成を行ったところであります。
次に、今後の特例債の計画的活用についてであります。
平成１７年度には総額６億７，８７０万円、１８年度には１５億５，２３０万円を借り入れ、
１９年度は２２億５００万円の借り入れ、２０年度は９億６，４４０万円について予算計上さ
せていただいております。
現在、総合計画の実施計画策定と併せ、財政計画を見直し中でありますので、合併特例債に
適用できる事業等を見極めながら、借入れ計画等についても見直しを行いたいと考えておりま
す。
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次に、
特例債活用により本市の財政４指標の数値についてでありますが、
本市のプライマリー
バランスの状況は、平成１８年度は約１３億８千万円の赤字でありました。１９年度につきま
しては約１１億円の赤字が見込まれます。平成２０年度につきましては、当初予算額について
計算してみますと、約１億８千万円の黒字でありますが、臨時財政対策債等、国の施策により
財政措置がされるものを除くと、赤字幅は減少し黒字幅は増加するものと思われます。
２１年度以降につきましては、算出の基礎となる予算額等の数字が出ていないため、試算す
ることが、現在のところ少々困難であります。
次に、財政健全化法に基づきます４指標についてでありますが、昨年の１２月２８日、地方
公共団体の財政の健全化に関する法律に関する政令が公布され、早期健全化基準、財政再生基
準等が示されました。
これにより、
実質赤字比率は早期健全化基準が市区町村にあっては、
標準財政規模に応じ１１．
２５％から１５％、財政再生基準は２０％、連結実質赤字比率は早期健全化基準が標準財政規
模に応じ１６．２５％から２０％、財政再生基準は、１９年度にありましては３０％、２０年
度、２１年度にあっては４０％、２２年度以降は３５％、実質公債費比率は早期健全化基準が
２５％、
財政再生基準は３５％、
将来負担比率は早期健全化基準が３５０％となっております。
なお、これらの指標は地方財政状況調査、一般的に決算統計といわれるものの数値などをも
とに算出するものとなっております。したがいまして現在のところお示しできる最新の数値は
１８年度決算に基づく数値であり、実質赤字比率、連結実質赤字比率にあっては、一般・公営
事業会計とも黒字決算であるので対象とはなっておりません。
実質公債費比率につきましては１４．４％でありますが、予算編成の過程で各指標が悪化し
ないよう配慮したところでもあります。
なお、将来負担比率につきましては、決算統計表のどの数値などを使い算出するのか、不確
定要素が多いため数値は出しておりませんが、１９年度決算につきましては法律に基づく指標
の公表が義務付けられておりますので、４指標の数値をお示しできるものと考えております。
続きまして、峡東３市地域、笛吹市・山梨市・甲州市、また、地域の広域連携についてでご
ざいます。
リニア中央新幹線駅の本市誘致の３市の協力体制についてでありますが、リニア中央新幹線
は、全国新幹線鉄道整備法の基本計画路線に位置付けられているため、中央新幹線として、時
速５００キロで走行する超電導リニアモーターカーにより、東京・大阪間を結ぼうとするもの
であります。
事業者であるＪＲ東海は、昨年１２月に首都圏から中京圏までの営業運転を開始することを
目標とする、また、建設費についても５兆１千億円と試算し、全額を自己負担する方針を発表
いたしました。
１２月議会において議員全員のご賛同をいただき、リニア中央エクスプレスの早期建設と笛
吹市への停車駅設置実現に向けた取り組みについて、決議がされました。
市と市議会では、積極的に運動を展開するよう２５日には、笛吹市リニア中央エクスプレス
新駅誘致推進決起大会を、約２００名の参加をいただき開催したことは、既にご承知のとおり
であります。
その後、山梨市および甲州市へ協力依頼の要請を行い、事務方の調整会議を重ねてまいりま
した。
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２月１５日には、山梨市および甲州市の市長ならびに正副議長にご出席をいただき、(仮称)
峡東圏域リニア中央新幹線駅誘致推進協議会の設立総会に向けて、
準備会を開催いたしました。
その中では、市長・市議会正副議長に設立の趣意をご理解いただき、設立総会に提出する役
員案および予算案、ならびに事業計画案の確認をいただきました。
今後の予定といたしましては、
３市の各種団体等にも広く呼びかけを行い、
４月下旬から５月
中旬までに設立総会を開催し、国・県・国会議員の方々および事業者等への誘致協力要請を、
積極的に展開する予定でおります。
次に、観光施設の広域連携の考え方についてでありますが、国では、観光立国を実現するこ
とは、２１世紀の日本経済社会の発展のため不可欠な重要課題ととらえており、観光庁の設立
が実施されます。
本市では、競争力の高い魅力ある観光地の形成を目指す上で、地域の強みである地域固有の
観光資源の温泉やフルーツなどを活用し、知恵と工夫に富んだ観光のまちづくりを推進してお
り、その中の一つとして広域連携は必要不可欠なものと考えております。
今年４月より行われます、山梨デスティネーションキャンペーンを機に、中央線沿線の地域
とも連携を深め、峡東観光圏を共通認識し事業を推進しているところであります。
具体的な例としましては、４月の「桃の花バス」
「桃の枝プレゼント」など、今年度行った
旅行エージェントへのトップセールスの中でも、広域連携の必要性や重要性を求めたところで
あります。
そのアドバイスを元に、今年初めて旅行エージェントを対象にした、笛吹市エキスカーショ
ンを実施いたしました。その中でも、甲州市と連携を行い、旅行エージェントからも一定の評
価を得ることができました。今後も他地域との連携を深めながら、観光行政を行ってまいりま
す。
次に、ごみ処理施設の今後についてでございます。
県では、山梨県ごみ処理広域化計画に基づき県内を３ブロックに区切り、各市町村における
広域的なごみ処理について推進しているところであります。
こうした中、昨年２月、境川町上寺尾地区から最終処分場の候補地にかかわる応募書の提出
があり、同年５月から、峡東地区最終処分場整備検討委員会において検討を進め、概況調査等
を行ってまいりました。
本市では、これに対し、地元地域による陳情を踏まえ、最終処分場を含む地域開発について、
積極的な関与を希望したところであります。平成１９年２月には、笛吹市、甲府市、山梨市お
よび甲州市の 4 市において、甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合を設立し、他の地域に先駆
けて広域化の推進を図っているところであります。
市といたしましても、境川町上寺尾地区に広域ごみ処理施設を整備していくことは、大変意
義深く、今後、他の地域の先進事例となるものと考えております。
現在、甲府・峡東地域の広域ごみ処理施設で一般廃棄物の焼却・溶融・リサイクル施設等を
整備し、県では一般廃棄物と産業廃棄物の最終処分場を整備するという方向で取り組みが進め
られております。一部事務組合の今年度事業としては、性能、規模、基本条件等を検討する基
本計画策定業務を行い、また、造成計画策定業務および地質調査業務・地下水調査業務を行い
ました。
今後の業務といたしましては、用地測量業務を行い、次に環境影響評価業務として、現地調
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査、文献調査を２０年度夏までに実施いたします。
また、埋蔵文化財本調査に対しましても、調査時期を平成２２年度と予定しております。今
後の計画として、買収予定地の測量および補償物件調査等を行い、用地買収関係としては、不
動産鑑定、税務署協議等が済み次第、行う予定で２２年度の早期を想定しております。２２年
度より造成工事を行い、後に建築工事に入り、２７年４月より供用開始を目指しております。
市といたしましても、環境保全に配慮した安全・安心な施設整備を推進し、地域住民の不安
を解消するために、施設の安全性に対し最大限の配慮を行っていく所存であります。
次に、ごみ処理施設建設予定地として、いったん決定させていただきました、八千蔵・高家
地区の開発にかかる進捗状況についてのご質問にお答えいたします。
既にご案内のとおり、山梨県のごみ処理広域化計画 C ブロック構想に基づいて、境川町地区
へのごみ処理場建設を進めておりますが、当初、甲府市と本市で計画していた、八千蔵・高家
地区の予定場所につきましては、その処理について、山梨市、甲州市も含め、当該地区に対し
て行政責任を果たすということが、私どもの基本方針であります。
この基本方針に基づき、関係市の協議を進めておりますが、その用地の活用については、で
きる限り、本市ばかりでなく関係３市の市民にも、納得していただける施設等の建設が望まし
いと考えております。
このため、本市として、どのような活用ができるか、調査、研究を進めているところありま
すが、協議を進める中で、関係市にお示ししたいと考えております。
なお、この開発等については、新ごみ処理場建設に併せて進めるという方針でございますの
で、よろしくご理解をお願い申し上げます。
続きまして、循環型社会構築のための今後の取り組みについてのご質問、笛吹市バイオマス
タウン構想についてでございます。
市では、昨年１１月、笛吹市バイオマスタウン構想を策定し、有用微生物の活用による土づ
くり、有機栽培、減農薬栽培を中心とした循環型・環境保全型農業により「桃・ぶどう日本一
の郷」を堅持し、笛吹市ブランド確立に向けていきたいと考えております。
また、この２月から、農と食と微生物を生かした地域ぐるみで取り組むバイオマスの郷づく
りを目指し、事業を開始しました。
具体的には、現在焼却処分いたしております果樹選定枝をチップ化し、果樹園のマルチング
資材とするとともに、微生物活性液を散布し堆肥化を早めて活用することを目的とした、選定
枝粉砕機共同購入補助金事業を行っております。
また、有用微生物活性液製造装置および大型生ごみ処理機を購入し、そこで生産した有用微
生物活性液、生ごみ堆肥を市民および農家に提供することにより、有機栽培技術の普及を推進
いたします。
また、モデル地区を選定し、生ごみの分別収集を始めました。これらの取り組みは、今後の
ごみ減量化に向けて大きな期待が持てるものと思われます。
今後は、笛吹市全域での生ごみの分別収集、旅館、学校等の生ごみの堆肥化を目指し、バイ
オマスセンターの設置に向けての調査・検討と、広域的な取り組みとしても併せて研究をして
いきたいと思います。
次に、廃食用油資源化事業の今後の取り組みについてであります。
環境問題は、地球規模での対応が迫られており、京都議定書においては、温室ガス効果の抑
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制について、各国の削減目標が定められております。
本市では、平成１８年度より設置した廃食用油精製プラントを活用し、市内の学校給食等か
らの使用済天ぷら油の回収を行い、１９年１０月からは、モデル地区に限り一般家庭の廃食用
油の回収も始めました。これからＢＤＦ燃料として再生し、公用車・ごみ収集車の燃料として、
リサイクルすることにより循環型社会の形成に努めてまいります。
今年度から、市内全域の一般家庭も対象に加え、新たな利用先の拡大を実現していきたいと
考えております。
今後は、市内のホテル・旅館等の廃食用油の回収についても検討し、観光客の送迎車代替燃
料としての利用を考え、旅館・ホテル等の廃食用油は産業廃棄物扱いになることから、現在に
おいては、協議・検討が必要となります。
市といたしましても、市民の皆さまに目で見える形でアピールし、リサイクル意識の向上を
図り循環型社会の形成に努めてまいります。
続きまして、
本市の特色づくり、
仮称オンリーワン政策についての提案にお答えいたします。
はじめに、花のまち笛吹市、日本一のバラのまち・１００万本植樹計画の推進についてであ
ります。
現在、実施しております、花と緑のまちづくり推進事業についてお話いたします。
この事業は、花と緑による快適な環境づくり、潤いと安らぎのある心豊かな人づくり、香り
高い文化づくりを目指し、市内に点在する憩いの場、道路河川等への植栽およびその管理育成
を行おうとする団体等に対して種苗を配布し、花のあるまちづくりを推進することを目的とす
るものであります。
今年度も市内いたるところで行われており、その数は５２団体を数え、各団体とも植え替え
や散水、草取り等、丹精こめて育ててくださっております。この日々の努力は、四季をとおし
て笛吹市を訪れる観光客をはじめ、各地域に生活している市民の癒しの空間づくりとしてご尽
力いただいているところでございます。
日本一のバラのまち・１００万本植樹計画についてでございますが、ご案内のとおり、現在
市内における市が関係するバラの名所というべき場所として、石和温泉駅構内下りホームと、
笛吹市みさかふれあい交流センターみさかの湯などが挙げられます。
石和温泉駅構内におけるバラにつきましては、春から秋まで赤や白等、色とりどりの見事な
大輪の花を咲かせ、乗降客を楽しませてくれております。
また、現在、石和温泉駅前周辺整備事業として進めております、駅前広場の歩道周辺等の緑
地帯においては、バラを基調とした整備をすることとして、この３月末までには立バラ・つる
バラ・木バラなど４５０本の植え込みが完成することになっております。
次に、別名紅薔薇温泉として馴染みの深い、みさかの湯の前庭に広がるローズガーデンにお
いては、２，５００平方メートル、１，３００株のバラは、４月上旬から１２月上旬までの長
い期間において、上品で美しい姿が多くの市民に愛されております。
一般的にバラ栽培は、その美しい姿を持続させるための管理育成は、専門的な知識と、たゆ
まぬ努力が必要なことは述べるまでもありません。
このローズガーデンを現在管理しているのは、指定管理者である富士急ビジネスサポートで
すが、先般、実施したモニタリングでのひとコマをご紹介申し上げます。
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バラ栽培で一番大切な作業の一つは、剪定作業でありますが、市内の園芸業者が年１回、バ
ラ剪定講習会と銘打って公募し、参加者が無料で作業をしてくださっているとのことです。
なお、肥料散布は年２回で約２０万円、消毒は年４回で散布薬剤にかかわる費用は約６万円
であります。そして、バラの美しい姿を際立たせるための雑草除去作業ですが、除草剤が散布
できないため、従業員が年間を通して草取り作業をしており、この除草作業については、エン
ドレスであると強調されておりました。
市内、特にＪＡ笛吹花卉部バラ部会は２１名で組織され、１０アール当たり７万８千本を主
に京浜方面へ出荷しております。経営面積は約５．４８ヘクタール、農業所得は１億３千万円
を数えております。切りバラの産地となっています。
また、市内保育所をめぐり園児にプレゼントする等、バラのまちのＰＲ事業も実施しており
ます。
市の花・バラによる日本一のバラのまち・１００万本植樹計画は、非常に夢のある計画では
ありますが、美しいバラ栽培は一朝一夕にできることではありません。
しかしながら、
多くの熱意ある市民の協力によって実現可能ではないか、
市民が中心となり、
関係団体の協力をいただき、助け合いながらバラを育てていくことは可能なことではないかと
考えております。
現在、市民と行政による協働のまちづくり事業として、地域振興基金助成事業を行っており
ます。ボランティア団体等として、バラの植栽や管理等を行う場合は、その対象事業となりま
すので、１事業３年以内という期間限定ではありますが、この事業の活用が考えられると思い
ます。
平成２０年度事業として、４月１日より５月１５日まで二次募集を行います。
笛吹市に愛着を持ち、バラを愛でる多くの市民が集い協力しながら日本一のまちを目指して
活動いただければ、バラのまち笛吹市として全国へ情報発信できるものと考えます。
いずれにいたしましても、夢のあるご提案でありますので、長期的視点に立って対応してま
いりたいと考えております。
次に、イルミネーション「やまなし一番」推進についてであります。
１月６日をもって終了いたしました、甲府舞鶴城の「光のピュシス」は、観光や商業の振興
など地域の活性化に資する集客性の高いイベントとして、民間の皆さまの企画・運営により開
催されたものと伺っております。
こうしたイベントが、本市においても市内の各所で自主的に取り組まれることにより、参画
と協働によるまちづくりが推進されていくものと考えます。
素晴らしい提案であり、今後こうした取り組みもなお一層の促進を図る効果的な支援などに
つきましては、鋭意検討してまいりたいと考えております。
次に、
「スマイル・あいさつ・もてなし」日本一推進でございます。
例年、山梨県観光物産連盟が年３回主催する、おもてなし講習会に、観光関係者や商工会を
中心に参加をいたしております。近年における旅行形態も変化し、地域とのふれあいを求める
ニーズが高まりつつあります。
そうした中で、もう一度初心に返り、あいさつを中心とした笑顔のまちづくりを目指してい
きたいと考えております。東京ディズニーランドを訪れる観光客の９７％がリピーターともい
われております。これは、従業員の接客や、もてなしなどのマナーに対しての取り組みの成果
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だと考えられます。
本市におきましても、心地よく過ごせ、また訪れてみたい、そんなまちをつくってみたいと
考えております。
次に、
「現在の名工」推進についてであります。
国においては、広く社会一般に技能尊重の気風を浸透させ、もって技能者の地位および技能
技術の向上を図ることを目的に、卓越した技能を有し、他の模範となる現役の技能者を卓越し
た技能者、現代の名工として、厚生労働大臣が表彰することとしております。
県においては、やまなしの名工（知事表彰）として、国と同様、卓越した技術者を顕彰いた
しております。
本市におきましても、先人が残してくれた技術および伝統工芸ならびに伝統産業があること
は、承知しているところであります。
被表彰候補者の職種については、生業的、伝統工芸的職種に偏ることなく、工業的職種であれ
製造業、建設業をはじめ、すべての産業に属する職業が含まれるものとされていることから、
卓越した技能者の表彰の趣旨に基づき、本市においても啓発に努めるとともに、卓越した技能
者の情報を収集する中で、国・県に積極的な推薦を行い、また本市におきましても、潜在する
優れた技能・技術を有する方を発掘していきたいと考えております。
過日の新聞によりますと、学べ屋の達人という形で先生が紹介されておりましたけれども、
そのような方たちも含めて選定することが望ましいのではないかと考えます。
鋭意、検討、努力してまいりたいと思います。
以上、答弁とさせていたたぎます。
○議長（中村善次君）
再質問を許します。
小林始君。
○１６番議員（小林始君）
再質問を２点ほどさせていただきます。
先ほど、１８年度の４指標が示されました。確かに、この時点では安全な指数と思われます。
先ごろ、合併特例債の活用の主な事業および年度別の計画が示されたところであります。計
画総額は３００億円であります。われわれ議員も、そして市民も心配するところは、合併特例
債の期限内、あと６年ほど残しておりますけれども、この期限内に３００億円を使用したとき
に、笛吹市の財政が安全なのか、持ちこたえられるのか、財政再建団体にはならないのかとい
うようなことであります。
確かに、３０％の返済で極めて有利な借金だとは思われます。しかしながら、交付税も保証
されているものではありません。そうした中で確かに有利で、そして交付税も保証され、そし
て財政の指数も安全だというようなことであれば、この合併特例債は満額使用しても安全とい
うようなことになるわけですけれども、
この３００億円を計画した時点で、
当然予測シミュレー
ションがしてあることと思います。合併特例債の終了期限、６年後ころの４指数はどうなって
いるのか、お伺いいたします。
そして、２問目ですが、オンリーワン構想のバラの花について質問させていただきます。
今の花いっぱい運動の制度だと、市民活動支援課のまちの花事業にとどまり、資金・管理等、
確かに問題は多いと思います。平成２０年度の市長の施政方針の中で、
「これからのまちづく
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りは市民の行政参画と地域ボランティアが、まちづくり理念に基づき主体的に取り組むシステ
ムを構築しなければならない」と申されております。
先ほどの答弁の中でも、市民を中心とした事業であれば可能なのではと、いうような答弁も
ありました。
私も、まさにそのとおりだと思っております。
ボランティアを基本に１００万本のバラをまちづくりに活用した場合に、次のような人材育
成、また経済効果が想定されると思います。
例えば、ローズアドバイザーの掘り起こし、そして、当然苗づくり等も必要なわけですが、
これは子どもから、
あらゆるボランティアの中で苗づくりをすれば可能だとは、
十分思います。
そして、今、バラの品種は５万種類あるといわれております。そうした中で、１品種くらい
は笛吹ブランドが作成できるのではないかと思います。
そして、観光客にバラの花のオーナー制を取って、食事をしていただいて、そして名前のプ
レートを付けていただく。そのことにより毎年、自分の花は必ず、リピーターとして笛吹市に
寄っていただけると信じております。
そして、バラのサミットも当然開催できると思います。日本中、バラの町・市はおそらくい
くつかあると思いますけれども、先駆けて１００万本の笛吹市でサミットを開いたらどうかと
も考えます。
また、今、みさかの湯では、当時建設するときにバラの花を基調としたバラの庭園とバラの
湯がメインであったわけでございますが、
それがいまだにリピーターを呼び大盛況であります。
笛吹市にも足湯が今度、石和温泉駅前にも建設されますので、４カ所建設されますけれども、
こういった足湯の中へバラを浮かべても、おそらくリピーターは増えると思います。当然のこ
とながら、石和の旅館・ホテル等の湯船にも浮かべたらどうかとは思います。そして、バラを
モチーフにお土産品の開発等、おそらく何十、何百というようなお土産品の開発も可能ではな
いかと思います。バラのテーマ、花のテーマのまちは、必ず活性化を呼ぶと私は信じておりま
す。
私も、市内をそのつもりで回ったこともありますけれども、あちらこちらに植栽可能な場所
はいっぱいあります。
例えば、
笛吹市の市役所の前においても道路にフェンスがあったりとか、
また学校の周りとか、あらゆるところに植栽可能な場所はあります。そういった中で、今現在
は、花いっぱい運動は市民環境部の市民活動支援課が窓口ですが、どうか全課を挙げて取り組
んでみたらいかがでしょうかと、提案をいたします。
それから、２月１９日に、議会の質問の締め切り日でしたけれども、皆さんご存じのように
親善大使が東京近辺に１３名おられるわけでございますが、先般、市長以下、議会でも正副議
長と私とお話しをする交流会が２月１９日にありました。その中でも出席された親善大使の方
が、一様に口をそろえて、笛吹市の花は何ですか、バラですよねと。バラをとにかく植栽すれ
ば、人は、女性は大勢集まるのではないかというような意見も、一様にありました。
というようなことで、とにかく私の提案として、全課を挙げて、この１００万本のバラの植
栽に全力を尽くしてほしいと思うわけでございます。
○議長（中村善次君）
答弁を求めます。
堀井課長．
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○財政課長（堀井一美君）
それでは、小林議員さんの再質問にお答えしたいと思います。
合併特例債３００億円を借り入れた場合の４指標はいかが数字になるかということでござい
ます。
ご承知のとおり、４指標につきましては、各年度の決算あるいは決算統計の数値をもとに算
出している数値でございます。したがいまして、将来的な決算を予測するのは不可能なことで
ございます。しかしながら、現在、公表されている４指標のうちの将来負担比率を抜く指標に
つきましては、先ほど市長の答弁にもございましたとおりでございます。
また、実質公債費比率等につきましては、まだ将来における決算数字、決算統計数値等を見
込むことは非常に困難なわけでございますが、仮に１９年度の標準財政規模、あるいは、その
他の数値を使いまして、起債の借入れ予定額２４７億円を単純に２１年度から６年間、均等に
借り入れた場合、また、借入れの条件としまして、年率１．７％、２０年の元利均等償還払い
ということで試算を行ったところでございますが、これはあくまでも仮の数値になるわけです
が、平成２６年度、単年度におきます比率は約２０％、それから平成３０年度においては、単
年度の比率は約２１％になると試算数値を得ておるところであります。
しかし、合併特例債以外の市債を借り入れしなければならない部分もありますので、当然そ
うした借り入れを行った場合には、借り入れした試算値比率より数字は大きくなるものと考え
ております。
いずれにいたしましても、現在、財政計画を見直し中でございます。適債事業等を見極める
中で、健全財政にも配慮する中で、合併特例債の今後の活用についても、見直しをしていきた
いと考えております。
以上、答弁とさせていただきます。
○議長（中村善次君）
次に、保坂産業観光部長。
○産業観光部長（保坂利定君）
それでは、小林議員の再質問、バラのまち１００万本植樹計画の中での、いくつかの提案を
いただきまして、特にローズアドバイザー、あるいは観光客バラのオーナー制、バラのサミッ
ト、バラのお土産等々ご質問いただきまして、私ども大変素晴らしい提案だと思っております
けれども、笛吹市の花「バラ」の制定につきましては、子ども議会での制定で、議会でご承認
いただいた経過もございますので、全課を挙げてというご提案ですけれども、広く市民、特に
児童・生徒、学校・地域の中でも、こういう話題が持ち上がるような事業取り合いをしていき
たいと考えておりますし、
温泉と食と健康、
それに花のバラを線的に面的につくった場合には、
安らぎのある空間づくりができるのではないかということで、私どもは大変観光客の誘客には
意義ある制度だと思っておりますので、全課を挙げて取り組み体制を前向きに検討してまいり
たいと考えております。
○議長（中村善次君）
再々質問ございますか。
小林始君。
○１６番議員（小林始君）
先ほど、財政指標ですが、特例債を全部使用したときの数字２０％、２１％、これで理解で
６１

きるわけですが、特例債以外のものを使ったときには、当然これがもっと大きな数字になると
思うんですけれども、そのへんのところ、特例債を全部使用したときの数字は確かに安全この
上ない数字なんですけれども、そのへんのところの予測シミュレーションはもう少しどういう
ものでしょうか、特例債以外のものも入れた中での数字は予測できないでしょうか。
○議長（中村善次君）
堀井財政課長。
○財政課長（堀井一美君）
ただいま、小林議員の再々質問でございますが、先ほどの比率につきましては、合併特例債
すべてを使った中での試算数値ということでございます。
現在、財政計画の見直し中でございます。実施計画に基づく財政計画ということでございま
すが、その中で起債を使える事業等いろいろ見極める中で今後の起債計画も見直していく、そ
ういった中で比率等も算出できるものと考えておりますので、よろしくお願いしたいと思いま
す。
○議長（中村善次君）
荻野市長。
○市長（荻野正直君）
ちょっと追加をさせていただきますけれども、現在の笛吹市の状況は、先ほど、ほぼ安全で
あるというお話、これは事実であります。
今、私どもが予算を作成する上でいつも考えていかなければならないのは、１人当たりの借
金が限度額どのくらいまで保てるかということを大きなくくりで、予算を組むときには考えて
おります。
今、ちょっとあいまいな表現をしておりますのは、臨時財政対策債でありますとか、いわゆ
る政府の動きによってかなりぶれが出るわけです。今年、笛吹市は９億円くらいの数字が出て
まいりますから、ですから、なかなかピシャっと答えられない。ただし、申し上げられますの
は、今の借金が一般会計で１人当たり４０万円ございます。ですから、これを最大限どこでス
トップさせるかと、このことについては十分に検討しながら進めていきたい。
今、議員がおっしゃるように、全部使ったとしたら大体、毎年３０億円ずつ返していったと
して、ちょうどそのときには１人当たり８０万円くらいの借金になります。
ですから、これが財政に足りるかどうか、こういったシミュレーションをしながら進めさせ
ていただきたいと、いうふうに思います。特に注意していかなければならないのは、今大きな
プロジェクトとして挙がっておりますのは、午前中からも質問がありますように総合グラウン
ドの問題、あるいは文化ホール、あるいはコンベンションといいましょうか、そういうホール
の問題、それからもう１つは、ごみ処理施設の問題、こういう大きなプロジェクトを抱えてお
りますから、十分にそのへんのところを精査しながら、したがいまして、今年は９億円でござ
いますが、あまり大きな投資を一気にやらないで、情勢を見ながらやっていこうという考えで
ありますから、そういう形でご理解いただきたいと思います。今、１人当たりの借金がいくら
かと、実はここが一番大きなポイントなりますし、市民にもそのことが一番、説明するのにはっ
きりするのではないかと、こういうように考えておりますから、よろしくお願いしたいと思い
ます。
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○議長（中村善次君）
以上で、正鵠会の代表質問を終わります。
続いて、清新会の代表質問を行います。
日髙せい子君。
○２５番議員（日髙せい子君）
清新会の日髙せい子です。
清新会を代表しまして、通告に基づき質問をさせていただきます。
２０年度は笛吹市となって４年目という大事な節目の年になります。月並みですが、歳月が
過ぎるのは本当に早いものだと痛感しております。いざ合併してみると、さまざまな課題に直
面したというのが実感ではないでしょうか。
合併後の大変難しい行政運営の中で、市長をはじめ、行政職員の方々や、市民の多くの方々
にご努力をいただいたことに対して、改めて敬意を表したいと存じます。
笛吹市が、より一体感をもちながら、さらに誇りのもてる市になるための土壌を確実に培っ
ていくためにも、これまでの３年間の実績と課題を明確にしながら、施策を展開していかなけ
ればならない年度になると思います。
そこで、この点に着眼しての予算案作成の考え方についてお伺いします。また、事務事業評
価の進捗状況と、予算策定に考慮されている点があればお伺いいたします。
次に、合併により生じたといわれている地域内格差、あるいは地域間格差について、どのよ
うな見解をお持ちなのかお伺いいたします。
次に、学校教育関係についてお伺いします。
施政方針の中で、学力向上については、生活環境などの状況を正確に把握しながら、１９年
度、
２０年度で進められている教育ビジョンの策定に役立てたいと説明がございましたが、
２月
１５日、文部科学省による学習指導要領の改定案の発表がございました。
小学校が２０１１年春から、中学校が２０１２年の春から完全実施される予定とのことです
が、算数、数学、理科が２００９年春から授業時間が増えると、予定されているといわれてお
ります。
現場ではどのように受け止められ、教育ビジョンにはどのような影響があるのか、お伺いい
たします。
次に、中国の冷凍ギョウザなどの食材が給食に使用されていたことは、広く報道されている
ところではございますが、これを機会に、これまでも何度か発言させていただいております、
給食の地産地消を積極的に進めるべきではないかと考えておりますが、見解をお伺いいたしま
す。
最後に、障害福祉政策についてお伺いします。
障害者の皆さんが住みなれた地域で安心して暮らせるよう、地域や関係機関との連携強化と
体制づくりの推進について、具体的にお伺いいたします。
○議長（中村善次君）
答弁を求めます。
市長、荻野正直君。
○市長（荻野正直君）
清新会、日髙せい子議員の代表質問にお答えをさせていただきます。
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はじめに、課題を明確にしながらの施策展開について、何点かのご質問をいただいておりま
すので、順次お答えをさせていただきます。
まず、第１点目の４年目の節目にあたり、過去３年間の教訓と課題を明確にしながら、施策
を展開するための予算編成の考え方についてであります。
住民サービスの水準を確保しながら、健全で安定した財政運営を基本に事業等を進めると同
時に、経常的な経費の縮減や抑制に努めながら、最小経費で最大の効果を挙げるという基本原
則を旨としたものであります。
過去２度にわたる合併により、笛吹市は基本的な枠組み変化に加え、少子高齢化など社会経
済状況が大きく変化する中、地方分権の進展や厳しい財政状況を踏まえた中での対応が求めら
れております。
このような中で、市が目指すべき姿とその実現に必要な方策を明らかにする、地域経営の基
本方針といたしましては、市民や事業者、団体等さまざまな主体が協働して考え、手を携えな
がら取り組む新しいまちづくりの指針として、
「ふえふき協奏曲第１番」を策定いたしたとこ
ろであります。これを節目といたしまして、基本計画で定めております、２８の施策を展開す
るための諸事業を着実に進めていくためのものとなっております。
次に、事務事業評価の進捗状況について、予算に考慮されているかということでございます
が、現在、本市では「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を実
現すること」を目標に、行財政改革に取り組んでおります。
限られた経営資源を使って、真に市民が求める施策を展開していく、これは当たり前のやり
方でありますが、これを担保する仕組みが行政評価ということになります。
ご質問の事務事業評価の進捗状況ですが、平成１７年度に各課１事業について事務事業評価
を導入いたしました。その後、職員研修を重ね、行政評価の理念の定着を図っているところで
あります。
平成１８年度の約７００の事務事業につきまして本年度、事後評価を実施したところであり
ます。まだまだ評価の精度が高いとは言えませんが、毎年、少しずつ充実していくものと考え
ております。
次に、予算策定に考慮された点についてであります。
事務事業評価は、事務事業単体の評価であり、その評価が予算に大きく影響するケースはま
れであります。評価自体、事業の目的を明確にし、より効果的なやり方を考えるという改善に
結び付く上での仕組みであります。
本市では、平成２０年度に、施策評価導入を計画いたしております。当分の間は、職員研修
を重点的に実施していくこととなりますが、施策評価が機能し始める平成２２年度以降になる
と、施策や事務事業の優先順位が付けられ、これが次年度の予算に反映されていくことになっ
ております。そうなると、市民の視点による質の高い行政経営が実現するものと考えておりま
す。
次に、合併により生じた地域内格差については、どのような見解をお持ちかでありますけれ
ども、限られた行政資源を行政サービスとして配分するにあたっては、市全体の大局的、一体
的なまちづくりの観点に立ち、選択と集中の考えに基づいた施策としての取り組みが重要であ
ります。
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本市におきましても、効果と効率を基本として行政経営に取り組んでいるところであります
が、政策の内容が格差を生むとのご指摘を受けるならば、その誤解を解くために積極的に説明
責任を果たしていく考えであります。
さて、格差という問題につきましては、近年、国の三位一体改革の中で、都市と地方の格差
が顕在化し、現在、国も地方重視の政策転換に取り組んでいるところであります。この都市と
地方の格差については、地方自治体を経営するものとして、その是正に向けて地方分権改革へ
の取り組みに、積極的に参加すべきであると考えております。
また、全国的に一般論として、合併による地域間格差について、私どもの基本的な考えを改
めてお示しさせていただきますと、合併前の旧町村で、それぞれの財政規模に基づきながら特
色を生かして行ってきた行政サービスを、合併後は平準化しなければならないということが基
本であります。
しかしながら、ご案内のように、国全体の財政状況が厳しい今日では、合併前の行政サービ
スを高い水準に合わせて継続させることは困難であります。
不均一課税等いくつかの経過措置が取られてはおりますが、サービスの平準化に向けての取
り組みに対する住民の方々の反応はさまざまであります。極端な例として、合併前に受けてい
たサービスの量が少なくなったとか、廃止されたなどという声も聞かれ、各自治体で苦慮して
いる現状が浮き彫りになっております。
本市におきましても、大局的な視点のもと、地域事情を勘案した中でサービスの平準化に向
けて、順次事務事業の見直しを進めておりますが、先にも述べましたように、政策としての取
り組みも含めて、市民の皆さまに対し、正しいご理解がいただけますよう積極的な情報公開、
情報発信を行い、健全な行政経営の推進に向けての施策展開に努めてまいりたいと存じます。
続きまして、障害福祉、地域や関係機関との連携強化と体制づくりについてであります。
障害福祉は、ノーマライゼーション、およびリハビリテーションの理念のもと、障害者の皆
さんが住みなれた地域で自立した生活を送るために、生活の場を入所・入院から地域生活への
移行を進めるとともに、福祉施設から一般企業などへの就労移行などが重要であると考えてお
ります。
障害者の自立に向けた支援につきましては、
在宅サービスや通所サービスをはじめ、
市内２カ
所の地域活動支援センターを中心に、相談支援・コミュニケーション支援・社会参加支援およ
び就労支援に取り組んでおります。
当事者や家族からの相談には、地域の民生委員、児童委員さんをはじめ、支援センターの専
門職による必要な助言・指導を行い、コミュニケーション支援では、地域のボランティア団体
や手話奉仕員・朗読奉仕員による情報伝達サービスの提供を行っております。
また、社会参加支援につきましては、創作的活動や生産活動の機会の提供等地域の実情に応
じた支援を行っております。
次に、グループホームやケアホームの基盤整備にあたっては、障害の特性や障害者に対する
地域社会の理解が不可欠であることから、地域住民への啓発活動や広報活動を行ってまいりま
す。
さらに、
障害者の社会参加の促進を図るため、
市内の授産施設や小規模作業所の連携により、
機能訓練・生活訓練を充実するとともに、就労支援については、可能な限り企業就労のできる
ように、１９年７月に設置いたしました市障害者自立支援協議会を中心に、保護者・福祉事業
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者・商工会・ハローワークおよび県障害者職業センター等による研究会を立ち上げまして、雇
用・就業支援システムをつくり上げていきたいと考えております。
今後も、障害福祉サービスの充実を図り、障害のある人が地域で安心して暮らすことができ
るよう、地域と関係機関との協働により連携を強化し、支援体制を確立していきたいと考えて
おります。
教育関係につきましては、教育長がお答えします。
以上であります。
○議長（中村善次君）
続いて、山田教育長。
○教育長（山田武人君）
日髙せい子議員の代表質問、学校教育関係についてにお答えいたします。
はじめに、学習指導要領改定と市の学校教育ビジョンについてですが、まず、今回の改定案
の骨子について、ご説明させていただきます。
１つ目は、生きる力の理念は継承しつつ、それを支える「確かな学力」
「豊かな心」
「健やか
な体」
、いわゆる知・徳・体の調和を重視するということです。
２つ目として、知的活動やコミュニケーションの基盤となる言語活動を充実させること。
３つ目は、授業時間数を増やし、特に理数教育を充実させること。
４つ目は、伝統や文化に関する教育を充実させること。
最後の５つ目として、道徳は教科にはしないけれども学校教育全体で行うこと。
以上が、本年２月１５日に発表されました案の骨子であります。
これらに対して、学校現場からの意見は次のようなものではないかと思われます。
生きる力を育てる理念は変わらないものの、その大本である総合的な学習の時間の授業数を
減らしたこと、あるいは、平成１４年度に導入されたばかりの学習であるのに対し、検証がま
だなされていないことへの疑問。また、小学校低学年から１週間のいわゆる時間割が増えるこ
とに対する不安。さらに、小学校５年生、６年生から導入される英語活動に対する、教える側
の英語力への危惧等の意見であります。
いずれにいたしましても、指導要領の見直しが行われますと、それに伴って各学校の授業が
大きく変わることは否めません。
しかし、その大きな変化の中であっても、本市の将来を託す大切な子どもたちに、どのよう
にしたら力をつけさせることができるのか、また、その力が将来を生き抜いていく上での本物
の力になり得るのか、教育現場のプロの技と教育委員会あげての知恵を結集していく所存でご
ざいます。
次に、
現在策定中であります、
笛吹市学校教育ビジョンへの影響あるいは関わりであります。
学校教育ビジョンにつきましては、既にご案内のとおり、笛吹市の子どもたちを、これから
どのような子どもたちに育てていくのかという、笛吹教育の大きな理念と具体的な目標を定め
るもので、各学校長が今後必要とされるであろう、学校経営のマニフェスト策定の指針ともな
るものでございます。
今回の指導要領のビジョンへの影響でありますが、指導要領が日本の子どもたちへの教育の
具体策であり、学習内容の提示でありますので、ビジョン自体はあくまでも市独自のものでは
ありますけれども、内容的に抵触する部分につきましては、それに沿った考え方等の取り込み
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は、必要になるのではないかと思っております。
次に、学校給食における地産地消の積極的な導入についてのご質問にお答えいたします。
この件につきましては、これまでも幾度か市議会でご質問も受けお答えしてきた経過がござ
いますが、改めまして地産地消につきましてのご説明、および現状の給食導入状況についての
ご説明をいたします。
この言葉は、２０年以上前から使われはじめたもので、食材によっては、不足の状況になっ
た地域で、これを補うため、地元で栄養を多く含む農産物を作ろうということから、地産地消
という言葉が生まれたとされております。
しかし、時代が進み、価格競争力のある輸入農産物の増大により、日本の食糧の状況も一変
し、より安い食品が伝統的な国内産の農産物を排除する結果となったことは、ご案内のとおり
でございます。
ご質問にある地産地消の導入推進につきましては、昨今の中国産ギョウザに代表される、不
安な輸入食材に対する危機意識が作用しているゆえであろうと思われます。
それに対して、その対極にあるのが、地元の安心安全な食材、旬の食材であり、伝統的食文
化という意味合いの地産の食材であると理解しております。
しかし、現在の学校給食現場でとらえている地産という意味合いは、市内の農産物地域限定
といった狭義のものでなく、広く言うと、県内産であり、国内産であるということを、まずご
理解いただきたいと思います。
そのような背景の中で、現在の学校給食における地場農産物の活用状況についてご説明をさ
せていただきます。
市内の学校給食では、先ほど申し上げました地産という意味合いでは、すべての学校でこれ
を使用しております。
使用産物は、柿、ブドウ、桃の缶詰などの果物のほか野菜類等が中心になっています。
教育委員会といたしましては、でき得る限り、市内の農産物を給食へ導入していきたいわけ
ですが、これを図る上で、障害となる問題があります。
市では、農家の９割が果樹栽培のため、２０校すべての給食に対応できる、野菜の種類や量
を供給できるシステムが無理なこと、また、農産物加工センターや直売場でも取り扱っている
ものの、同様に量に限りがあり供給量に不安があるということであります。
現状での導入状況につきましては、ただいまご説明いたしましたとおりでございますが、よ
り安全で、より安く、保護者のみなさまの経済的負担が軽減可能な、地産地消による食材購入
の方途につきましては、今後も学校給食にかかわる山梨県栄養士会や市産業観光部、および市
内栄養士の皆さまとも話し合いをもつ中で、前向きに考え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。
○議長（中村善次君）
再質問を許します。
日髙せい子君。
○２５番議員（日髙せい子君）
まず、１点目ですが、人事評価制度の実践の中で、組織目標や事務事業の達成目標の設定と、
その取り組みによる人材育成型の人事評価制度を導入するという説明がございました。
先ほどのご答弁の中では、少しずつ事務事業評価は進んではおりますが、まだ道半ばという
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ことでございました。
そういう中で、人事評価制度が始まるということでございますが、どのように進めていこう
としているのか、その点についてお伺いいたします。
次に、格差の問題ですが、格差については、理論的にもさまざまな見解がございまして、難
しい論議になってしまいますが、ただ、過疎地とか中山間地域などの地域活性化とか生活基盤
の維持に向けた取り組みが必要なんだというようなことが、通常よく言われておりますが、そ
の点についてどのようなお考えをお持ちなのかということをお伺いいたします。
もう１つ、地産地消については、今朝も新聞報道に掲げられておりまして、産業観光部のマ
ニフェストにも掲げられています、推進検討組織の立ち上げをお考えのようですが、その点に
ついて、少し詳しくご説明をお願いいたします。
障害者施策についてでございますが、
障害者の皆さんが地域で自立した生活を送るためには、
やはりライフステージに応じた支援など、さまざまな支援が必要になるわけでございます。例
えば、成人になってからの支援という、その前段階として障害を持っている子どもさんたちの
支援とか、そういうつながりをもった支援が大事なんだと思っておりますが、何度か質問をさ
せていただいた中に障害児学童保育の件について、質問させていただいた経緯がございますけ
れども、これは子どもたちの放課後の生活の保障のみならず、保護者の方たちの就労機会や生
活全般の安定にもつながるものでもあるわけで、大変必要とされている施策ではないかなと。
対象者は７万何千人の市民からすれば、大変数は少ないわけですけれども、そういう方たちへ
のきちっとした保障をどういうふうに確保していくのかということだと思いますが、その点に
ついてどのように進んでいるのかお伺いいたします。
学校教育の件ですが、やはり国の施策は右から左、左から右と変わっていく中で、一番混乱
するのは現場の子どもたちであり、その現場で教育に携わっている先生方ではないかと思って
いるわけですが、現実には何度もいろいろな方が言われていることですが、先生方は非常に忙
殺されているんだというような現実です。授業準備とか自分の勉強時間を確保するのが大変難
しいというようなお話も、よく聞きます。より子どもたちに高い学力を望むということであれ
ば、その点についても同時に解決していく必要があるのではないかと、つねづね考えているわ
けですけれども、その点について何か今の段階で、なかなか財政厳しい折でございますが、何
かお考えがあるかということです。
それから、特別支援学級のクラス増が、先ほど市長さんから３クラス増というお話がござい
ましたけれども、やはり学校だけでは解決できない問題もあると、いうふうにも伺っておりま
す。先ほどの先生方は大変お忙しいということと重なるのですが、やはり学校だけでは解決で
きない、いろいろな外部の相談機関との連携を図っていく中で、問題を解決していかなければ
ならない点もあると、いうふうにも伺っておりますので、その点についてはどういうふうにお
考えなのかお伺いいたします。
○議長（中村善次君）
当局の答弁を求めます。
総務課長。
○総務課長（山下真弥君）
それでは、日髙せい子議員の再質問にお答えします。
現在、職員の能力を最大限に引き出すという人事管理が求められておりますが、笛吹市にお
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きましては、人材育成基本方針というものを策定しまして、求める職員像を明確にしておりま
す。その１つとしまして、自治体職員として使命と責任を自覚し、働くことに誇りと喜びを持
つ職員など、５項目を挙げております。
この求める職員像を実現するために、職員一人ひとりが現状を知り、強み・弱みを分析して
いくシステムとして、人材育成型の人事評価制度の導入に、職員組合と協議しながら取り組ん
でいるところでございます。
その特徴としましては２点ございます。
１点目は、人材育成を主目的とするシステムであるということ。したがって、面団を重視し
ております。
２つ目としましては、職員の仕事ぶりを評価するために、結果としての成果評価だけではな
く、取り組みのプロセスとしての能力、態度評価を重視しているということでございます。結
果のみではなくプロセスを重視することによって、頑張る職員、頑張れた職員が報われるもの
となるものと考えております。つまり一人ひとりの職員が目標をもちまして、日々頑張り、頑
張った職員が正当に報われることにより、職員のやる気を高め、個々の能力を最大限に引き出
すという、人材育成型の人事評価制度を考えていきたいと思っております。
１７年度から３年間、試行してまいりました。職員の中からは、
「目標に向って意識的に頑
張れるようになった」という声を聞いております。これを受けまして、平成２０年度、課長職、
約５０名ですが、本格導入をする予定でございます。しかし、昇給への反映につきましては、
最小限にとどめていく。また、勤勉手当への反映につきましては実施しません。
いずれにしましても、国の本格的な導入の制度というものにつきましては、非常にシビアな
内容となっておりますけれども、この導入の始動がそう遅くない時期だというように考えてお
ります。そのときに慌てることのないように、本市にふさわしい人材育成型の制度の構築を職
員組合と十分に協議しながら進め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。
○議長（中村善次君）
次に、池田経営政策室長。
○経営政策室長（池田聖仁君）
過疎地への対応というご質問でございますけれども、土曜日の新聞報道の中に限界集落が山
梨県にどのくらいあるのか、笛吹市には３カ所という表記がされておりました。この３カ所と
いうのは、１つは芦川地域、それから御坂町の上の地域、それから境川町の地域でございまし
て、ただ、私どもはすべてが限界集落というイメージは持っておりません。ただ、将来的に高
齢社会が推進する中で、住民の半数以上が６５歳以上の地域を限界集落と定義付けられており
ますが、それに対応いたします施策は、これからも引き続き検討していかなければならないと
いうものでございます。
基本的に、なぜ限界集落になるかというのは、若い方が住まなくなるということでございま
して、現在、芦川地域には定住交流推進事業を展開しようということで、地域の方々の主体と
ともに行政も関わりながら進めていこうと。１つには、景観それから観光等々、多くの施策を
地域の住民がどのようにその地域を、素晴らしい地域をつくっていくのかという取り組みでご
ざいまして、基本的にはそういった情報を発信しながら、そこに定住していただく。さらには、
空き家という資源を活用して、外部から受け入れるというようなことを進めていく必要がある
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というものでございます。
なお、高齢者の皆さんサービス関係につきましては、現在、公共交通の充実化に向けて取り
組んでおりまして、基本的には市営バスの運行等々、将来的に検討を進めてまいりたいと思い
ます。
その他の施策につきまして、現行制度の中でどの程度カバーできるかということも、検討し
ていきたいというものでございます。
よろしくお願いいたします。
○議長（中村善次君）
次に、保坂産業観光部長。
○産業観光部長（保坂利定君）
それでは、３番目の質問で、地産地消事業の推進についてということで、平成２０年度のマ
ニフェストの１つに掲げさせていただきました。特にご質問のとおり、食に対する関心が高ま
る中で地産地消推進事業は大変注目をされております。
私ども、平成１９年度にウエルカムフルーツという関係で、日本一の桃をうたっております
ので、
宿泊の方々に日本一の桃・ブドウを食べていただくようなシステムの試行を行いました。
なかなか評判であった経過があります。
そのほか、市内には直売所が３カ所ありまして、今後は、芦川地区も建設予定ですけれども、
４カ所の直売所が将来的にはできるということで、この直売所が大変意義ありまして、高齢者
の方々の大変健康づくり、生きがいにも貢献しているというような経過があります。
一番の関心は、市内の供給および販売に関する市内流通システムの構築を図っていきたいと
考えております。特に生産者、消費者、事業者、給食を含む学校関係者で意見交換をまずして
いきたいと考えております。
特に、この平成２０年度は地産地消に関する、今申し上げました生産者、消費者、事業者、
学校関係者等の中で意見交換会をしながら、将来は地産地消推進計画の策定にあたっての、ま
ず準備段階と位置付けて、平成２０年度は事業推進にあたっていきたいと考えております。
○議長（中村善次君）
次に、内藤保健福祉部長。
○保健福祉部長（内藤運富君）
障害者の学童保育についての再質問にお答えいたしたいと思います。
この学童保育につきましては、障害者のご家族の、先ほどありましたように就労支援や、ま
たご家族の皆さまのさまざまな軽減等を考えますと、この学童保育は大変重要であるというこ
とが感じられます。
しかしながら、これに対しましての取り組みについて、具体的な課題につきましてはたくさ
んあります。そうした中におきまして、今後、介護士や家族会、事業所等との十分な協議が必
要というように考えられます。
これらの状況をしっかりと把握しながら、今後対応を考えてまいりたいと思っております。
以上でございます。
○議長（中村善次君）
山田教育長。
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○教育長（山田武人君）
それでは、日髙議員の再質問、学校教育関係についてお答えいたします。
まず、国の施策が変わる中で、教育ビジョンにどのような影響があるのかというようなこと
につきましては、先ほどもちょっと答弁させていただきましたけれども、教育についての考え
方というのには、子どもにさまざまな体験をさせること、経験を積ませることを重視する、い
わゆる経験主義という１つの教育の流れと、それから、学問の体系の積み上げにウエイトをか
けていくという系統主義の２つがありまして、世界の様子を見ましても、その２つが交互に取
り上げられている。だから、よく振子が右に行ったり左に行ったりするということを言われま
すけれども、今はゆとりの経験主義を中心とした学力観が学力低下批判の、いわゆる系統主義
の学力観に押されて、今回のような学習指導要領の改定になったと、いうふうに私どもはとら
えております。
でも、不易と流行ということを言われますけれども、今の経験か系統かというのは流行の部
分でありまして、不易の部分は、学校教育は先ほども言いましたように知・徳・体のバランス
の取れた健全な子どもを育成するということでございますので、これが学校教育ビジョンの一
番の精神、基になっているところでございます。
それを各学校に示す中で、各学校の校長たちは、自分の目の前にいる子どもたちの実情をよ
くとらえて、
何にウエイトをかけていくかということを決めていただく、
その指針になるのが、
私どもが今つくろうとしている学校教育ビジョンだと考えております。
それから、今先生方は大変忙しい。私どもが現場にいるときもそうでした。大体先生方は、
子どもたちがいるときは子どもの相手をずっとしております。子どもたちが帰りますと、いろ
いろな事務的な仕事があります。
そして、
授業の準備はほとんど家へ帰ってやるというような、
こういう状況になっている先生方が多いと思いますけれども、そういう中で、先生方が一生懸
命に頑張っているということも、ぜひ心の中に入れておいていただきたいと思います。
次に、特別支援教育についてご質問がありましたので、お答えしたいと思います。
先ほど、市長の話にもありましたように、今、特別支援教育ということが文科省のほうでも、
その事業が叫ばれておりまして、
各学校、
特別支援学校に行かなくて普通学校のほうへ行って、
いわゆる、その中で普通学校では先生がただ単に担任の先生に任せるのではなくて、全校が一
丸となってその子のために教育をしていこうという、そういう教育方針がとられております。
そういう中で、どうしても普通学校へ行くという子どもたちが多くなってきているわけでご
ざいますが、今年度は小学校、４校にそういうクラスが増設されました。情緒学級といわれる
クラスと知的障害を持った子たちのクラス、４校です。その教室が開設されますと県から１名
先生がそこへ来てくれるわけです。学校の先生が増えるわけでございます。
笛吹市では、今年度は小学校全部の学校に特別支援教育を担当する、特別教育支援員を配置
することになっております。この先生は担任の先生と一緒になって、その課題を持った子たち
に寄り添いながら介助をしたり勉強を教えたりする、そういう役割を持った先生を全部の学校
に配置したいと考えております。ぜひ、当初予算のほうでよろしくお願いしたいと思います。
それから、今、先生たちが非常に悩みを持っている。相談するところもないという、確かに
日髙議員のおっしゃったとおりでございますので、今、ひまわり教育相談室がございますけれ
ども、そこに今年度は教育アドバイザーの先生に室長という形で入っていただきまして、先生
方の相談にも乗ってもらうようにしたいと思っております。今、非常勤で４名、自立支援の指
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導の先生を入れて４名の先生がおりますけれども、それに室長が１人入ることによって、いま
までは子どもの相談、就学児相談、そういう課題を持った子の親御さんの相談に乗っていまし
たけれども、校長先生をはじめ一般の悩みを持った先生方の相談にも乗れるようにしたいと考
えております。また、夏休みには特別支援教育を担当する先生方の相談とか研修といったもの
も計画したいと思っております。
教育委員会といたしますと、全面的に特別支援教育をバックアップしていくという所存でお
りますので、ぜひよろしくお願いいたします。
以上です。
○議長（中村善次君）
再々質問ございますか。
日髙せい子君。
○２５番議員（日髙せい子君）
人事評価の件については、何か事務事業評価のことを質問して人事評価につなげてという、
ご不審があったのではないかというふうに思いますが、事務事業評価と人事評価制度は、非常
に関わっている部分と関わっていない部分とあって、非常に難しいのですが、成果主義的な評
価制度に関しては、いろいろ配慮しなければならないとも聞いておりますので、この点につい
ては、やはり人材育成ということを重点にしながら、より良い職員と職員の間のコミュニケー
ション、職員と首長とのコミュニケーションが、うまくいくような道具としてお使いいただけ
ればありがたいと思います。
それから、地産地消の件ですが、地産地消事業を横断的になさるということでは、前進だと
は思います。ただ、やはり給食、保育所の給食とか、そういうことに導入されるというのは、
なかなか難しいのかなという感じを今受けたのですが、モデル的なケースで一点的に、一斉に
やるというとなかなか難しいのですが、例えば、自校式のところとか、あるいは保育所とか、
どこかモデルケースをつくって実施しながら、そういう計画に反映させていくという方法もあ
るのではないかと思いますが、その点についてお考えがあればお伺いいたします。
障害児の学童保育については、この１９年度もかなりいろいろ保護者の方たちともお話し合
いを重ねていると伺っております。もう一度、問題点なり、お話し合いをしながら早期に実現
できるようご努力を願いたいなと思います。
今のところ、いつころを目途にしているのかということをお伺いいたしまして、私の質問を
終わらせていただきます。
○議長（中村善次君）
荻野市長。
○市長（荻野正直君）
日髙議員の再々質問で、人事評価、事務事業評価について難しく考えたらできないですよ。
私は、基本的には、人事評価というのは人が人を評価するなんて、本当にできるのかというこ
とを非常に疑問視しております。しかし、やはり一生懸命にやった人は、一生懸命にやったな
りの評価をしてあげなければいけないと思います。
したがって、今、笛吹市で始めたこのマニフェスト、今年、４８項目あるわけですけれども。
これについて仕事の指標が全部書いてあります。こういうことが、各課長が自分の仕事がどこ
までできたか､各部長がどこまでできたか、このことは「仕事の報酬は仕事」なんです。こう
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いう考え方でやっていきたいと思います。もう一度言います。
「仕事の報酬は仕事」なんです。
ですから、いい仕事をした人が次のいい仕事をすると、こういうふうな体制をつくっていきた
いというふうに思います。
そのことを具体的にどうするかといったら、ここに書いてありますように、目標を決めて、
目的をきちんと書いて、そして予算を付けて、スケジュールをつくって、このとおりきちんと
できたか、あるいは予算よりもいかに効率的にできたか、こういうことを中心にした事務事業
評価をしたい。事務事業評価をすることと並行して、その人がどうであったかということを並
行した形でやっていきたい。
特に、人事評価の中でもう１つ重要になりますのは、上司としてマネージメントがどこまで
できたかということです。マネージメントというのは、人・物・金の管理であります。いわゆ
る、どれだけ人を育てたか、どれだけマネージメント金に対する、いわゆるお金に対する節約
がきちんとできたか、どれだけ有効に使えたか、こういう形で評価をする基準をつくっていく
のが現状であります。その手始めがこのマニフェストであります。
○議長（中村善次君）
次に、給食に関わる地産地消について、高野教育次長。
○教育次長（高野あけみ君）
給食に対しての地産地消の再々質問にお答いたします。
先ほどから申し上げているとおり、学校給食におきましては、できる限りの地産地消をいた
しておるところでございます。栄養士の先生方も小売業者に注文するときには、地元のものを
ということを一言加えて注文をしているということでございます。
それから、地産地消につきましては、県内とか近郊のものというよりか国内産、今こんな状
況でございますから、交通の便もいいということで、国内産まで顔が見えるというか、地産地
消という意味でとらえてしております。
それから、県のほうでも県産の農産物の学校給食への利用拡大を図るためということで、今
年度、甲府市と山梨市をモデルとして、農産物の入荷見込み情報を卸売り会社を通して教育委
員会に提供する取り組みを進めておりまして、これを来年度から全県に拡大していくというこ
とでございますので、このへんも期待しているところでございます。
以上です。
○議長（中村善次君）
次に、内藤保健福祉部長。
○保健福祉部長（内藤運富君）
再々質問にお答いたします。
学童保育の具体的な時期ということでございますが、先ほど申し上げましたように、障害者
の特性、また施設の規模等々、これから多くの課題を解決していかなければならない状況であ
ります。
したがいまして、先ほど申し上げましたように、今後十分な協議・検討が必要となってまい
ります。時期的にいつということは、はっきり申し上げられませんが、この事業を実施した場
合は、継続的な実施が可能でなければなりません。そうした意味からも全力で今後の取り組み
をしてまいりたいと考えていますので、ご理解願いたいと思います。
以上です。
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○議長（中村善次君）
以上で、清新会の代表質問を終わります。
暫時休憩いたします。
再開を３時４０分といたします。
休憩

午後 ３時２８分

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
再開

午後 ３時４０分

○議長（中村善次君）
再開いたします。
質問を続けます。
新和会の代表質問を行います。
前田初男君。
○２番議員（前田初男君）
新和会の前田初男です。
笛吹市となって４年目に入っています。
市長、また、私たち議員の今回の任期は、あと８カ月となりましたが、２０年度は第一次笛
吹市総合計画の初年度です。１０年後、理想的な笛吹市を目指し、これからも頑張っていきた
いと思います。
荻野市長のこれまでのご努力、ご苦労に敬意を表しますとともに、これからも笛吹市の長と
して活躍していただくことをご期待申し上げまして、以下、通告に基づき新和会を代表しての
質問に入らせていただきます。
最初に、やってみるじゃん笛吹ごみ減量化５３％作戦と、リサイクルを考えるについて、質
問します。このことにつきましては小林議員と重なるところがありますが、よろしくお願いい
たします。
平成１８年度から２２年度の５年間で、平成１７年度と比較して５３％のごみ減量化を目指
す、笛吹ごみ減量化５３％作戦が実施されています。これまでどれだけの成果が上がっている
のかお伺いします。
次に、各地区の収集場所を見ますと、月１回のアルミ缶、スチール缶、新聞、ダンボールな
どの分別収集は良好に見えますが、週２回の可燃ごみの収集日には、生ごみ等に混じって、紙、
プラなどが入っているのが見受けられます。
ミックスペーパー、プラは再利用の資源物として、リサイクルできるものはすべてリサイク
ルするという考えの中、市から行政区を通じ、市民全員へＰＲと協力を再度、周知徹底を呼び
かけ、ごみ減量の推進をもっと図ったらと思いますが、市の考えをお伺いします。
次に、生ごみの堆肥化について伺います。
ごみ５３％の減量を達成するには、生ごみについても減量していかなければなりません。各
家庭においてのＥＭ菌・ボカシによる堆肥化、コンポストを利用しての生ごみの処理等いろい
ろありますが、市の施設として大規模な堆肥化処理施設建設の計画、考えはあるのかお伺いし
ます。
次に、バイオディーゼルについて伺います。
平成１８年度に設置された廃食油精製プラントにより、精製された油をバイオディーゼルと
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して、ごみ収集車の燃料としてリサイクル使用していますが、ＣＯ２の削減や大気汚染の軽減
など、クリーンエネルギーとして注目を浴びているバイオディーゼルですが、現在は市内の学
校給食、保育園給食から廃食油を調達していますが、笛吹市にはホテル、飲食店もあります。
一般家庭でも油の処理に大変苦労していると思います。精製プラントを増設し、市内全域から
廃食油の収集を行い、ディーゼルエンジンの公用車の燃料として、リサイクル使用してはと思
いますが、市の考えをお伺いします。
次に、自然の恵みを生かした笛吹市の観光ＰＲについてお伺いします。
昨年は、ＮＨＫの大河ドラマ「風林火山」の影響もあり、笛吹市を訪れる旅行客が増えたと
いう報道がありましたが、これからは増えた旅行客を減らさずに年々増加させていくには、行
政と観光連盟、市民が一体となり取り組んでいかなければならないと思います。
提案ですが、旅行者のニーズを踏まえて、単に果実と温泉にとどまらない、笛吹市ならでは
の魅力を総合的に発揮していくには、芦川町の日本の原風景が残る里山景観、兜造りの民家、
石垣と清流、スズランなどの自然の豊かさとを組み合わせての、笛吹市全体の観光周遊コース
の作成が必要だと思います。市のお考えをお伺いします。
次に、三珠芦川線の県道とは別に各集落内の生活道路を遊歩道として、芦川地域全体をハイ
キングコースと位置付け、新道峠からの富士山の景観を楽しみ、夜は石和・春日居温泉への宿
泊、そして翌日は観光園でのブドウ・桃狩り等を楽しみ、帰るような旅プランの作成をして、
旅行業者、マスコミ等へ働きかけ、笛吹市への誘客が図られたらと思いますが、市の考えを伺
います。
次に、最近、若者から中高年者の写真、カメラの愛好家が増えています。桃の花、スズラン、
市内各所から見える富士山など、笛吹市の自然の豊かさを写した写真・絵画のコンテストなど
を企画し、温泉宿泊プラス写真絵画展の年次開催を計画してはどうかと思います。特に絵画は
１日では仕上げられません。何日かの宿泊、滞在につながると思います。市のお考えをお伺い
します。
以上をもちまして、新和会を代表しての質問とさせていただきます。
よろしくお願いします。
○議長（中村善次君）
答弁を求めます。
市長、荻野正直君。
○市長（荻野正直君）
新和会、前田議員より、大変期待のお言葉をいただきました。期待に応えるべく、さらに努
力を積み重ねてまいります。よろしくお願いいたします。
議員の代表質問、やってみるじゃん笛吹ごみ減量化５３％作戦、リサイクルについてお答え
いたします。
本市では、平成１７年度の諮問に対して、廃棄物減量等推進審議会より平成２２年度までの
５年間に「やってみるじゃん・５３％減量」をスローガンとした内容の答申をいただきました。
この中で、市民および事業者がこれまでの生活習慣を見直し、ごみ減量に取り組むことで、
環境への負荷低減と、ごみ処理コストの軽減を目指しております。
本市におきましても、ごみ減量に努める具体的な行動を整理したごみ減量プランを設け、循
環型社会の構築に向けた施策に取り組んでおります。
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第１段階として、組成割合の高いミックスペーパー、その他プラの分別排出によるごみ減量
化に取り組みました。収集量については本年１月の段階では、ミックスペーパー３９１トン、
その他プラ２５４トンであり、それぞれ前年実績を１５％から２０％前後上回っております。
今後も引き続き分別排出の計画的な指導を図ってまいります。
また、ごみ減量化リサイクル推進事業としましても、モデル地区において生ごみの分別排出
を行い、組成割合の調査を行いました。これらのデータを参考に分別排出の必要性について、
さらなる啓発に取り組みを行ってまいります。
次に、５３％減量の目標となる可燃ごみの状況でございますが、本年１月末に、現在におけ
る収集量については９，７３６トンであり、前年対比２．１５％の減となっております。この
まま推移しますと、今年度においては２％前後の減量が見込まれると思います。
このことから推計すると、町村合併以降における減量施策を踏まえ、平成１６年度集計量を
基準とすると、可燃ごみにいたっては２８％前後の減量が見込まれますが、スローガンで掲げ
ております５３％減量までには、さらなる努力が必要となってまいります。
次に、排出時における分別の徹底でございます。モデル地区における組成割合調査の結果、
分別に対する理解はされているものの、必ずしも徹底されておらず、約２割程度の資源物の混
入が見受けられます。このことにつきましては、広報等を通じ分別に対する理解・協力を求め
てまいりますが、さらなる広報活動ならびに説明会の開催等を重ねる中で、ごみ減量への意識
向上に結び付けてまいりたいと考えております。
次に、生ごみの減量施策でありますが、従前より行っている家庭用生ごみ処理機・コンポス
ター等の処理機購入に対する補助制度の推進を図るとともに、ボカシ製造事業として５０団体
を超える組織の協力をいただき、生ごみの堆肥化へ向けての拠点づくりを進めているところで
あります。
さらに、本年２月より、バイオマスである生ごみを焼却処理せず、堆肥化して農地への還元
する循環型社会の形成を目指しており、来年度に向けても関係各課と連携を図る中で、計画的
な事業拡大を図りたいと考えております。
今後、市の施設としての大規模な堆肥化処理施設建設については、バイオマスタウン構想の
中での位置付けとなりますが、関係機関および減量審議会等の意見を聞く中で、協議を進めて
まいりたいと考えております。
次に、廃食用油のリサイクル利用についてであります。
本市におきましては、市内の学校給食からの廃食用油を回収し、ＢＤＦ燃料として再生し、
公用車・ごみ収集車の代替燃料として、リサイクルすることによる循環型社会の形成に努めて
おります。
２０年度からは、市内全域の一般家庭も収集対象に加えることから、新たな利用先の拡大も
検討し、また、市内のホテル、旅館等の廃食油の回収についても、観光客の送迎車の燃料とし
て使うことができることを検討しておりますが、産業廃棄物扱いとなることから、収集委託先
また処理委託先との協議・検討が必要となります。
施設規模につきましては、現在のプラントが日量１００リットルの精製が可能なことから、
現段階においては供給先の需要と見比べても、問題はないものと考えられます。
今後においても、ごみ減量をはじめとする環境問題は、地域全体の問題とし、地域において
の積極的な取り組みをお願いし、市民と行政が共通の認識を持ち、ごみの減量と分別により再
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資源化に努めてまいります。
続きまして、自然の恵みを生かした笛吹市の観光ＰＲについてであります。
本年度のすずらん祭りには、
バス９２台を含む約７，
６００人の方々が２日間で訪れました。
２．６ヘクタールあるスズランやヤマメ釣りなどを楽しんでいただきました。
また、山梨百名山である「釈迦ヶ岳」
「黒岳」
「節刀ヶ岳」などの素晴らしい名山や、富士山
の眺望が絶景の新道峠などがあり、これらの資源を活用し、芦川地区の原風景とともに、地域
の開発につなげていきたいと思っております。
４月から行われます、デスティネーションキャンペーンの企画の中にも組み込まれ、ＰＲを
行い、旅行業者による企画も既に始まりつつあります。それと同時に平成２０年度には芦川町
地域活性化推進担当を新しく設置し、今以上に自然の恵みを生かしたＰＲを行っていく予定で
あります。
この芦川町地域活性化推進担当でありますけれども、先ほど申し上げましたように、お客さ
まは、
例えば２日間でバスが９２台、
たくさんのお客さまが来ているわけでありますけれども、
それをいかに生かすか、いかに来ていただいたお客さまにお金を残していただくか。観光とい
うのはそういうことでありますから、そのことがまだ実はできていないわけであります。その
ことも含めて、今年から地域活性化推進担当を設置し、芦川の開発を本格的に、いわゆるプロ
ジェクトで推進していくということであります。
また、市内随所で写真を撮ったり絵画を描いている方々も多く見かけます。これは、それだ
け恵まれた自然が笛吹市にあるということにほかなりません。笛吹市を素材とした写真や絵画
の展覧会など随時検討していきたいと考えておりますが、コンテストなどによる企画は、専門
的知識を持っている関係機関などと協議することが必要になると考えられております。実施に
あたっては、民間の方々の協力が得られなければできないと考えております。
本市といたしましては、市内のさまざまな観光資源を地域や県内外に発信し、集客に結び付
け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。
○議長（中村善次君）
再質問を許します。
前田初男君。
○２番議員（前田初男君）
まず、最初に、ごみの問題ですが、最近、スーパーなどで、レジ袋の有料化の話題を報道な
どで聞いておりますが、昨年度、各地区の夏まつり・納涼会などで、市から配布されました買
い物バッグですが、市内全戸には行き渡ってはいないと思います。市を挙げてマイバッグの普
及推進を図ったらと思いますが、お考えをお伺いします。
また、各市町村で粗大ごみ、可燃ごみの収集有料化の話を聞きますが、有料化につきまして、
笛吹市ではどのような考えを持っているのかお伺いしたいと思います。
次に、観光、芦川地区の景観保全についてですが、昨年、新和会の研修を京都の南丹市美山
町で行いましたが、かやぶきの屋根の里としてテレビで放映、紹介されているのを何回か見て
いました。また、案内していただいた市の職員も、その地区で生活していましたので、詳しい
説明・案内をしてもらいましたが、５０戸余りの集落に年間７０万人の観光客が訪れるとのこ
とでした。私たちが行ったときも平日でしたが、大型バス、自家用車が駐車場に何台も止まっ
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ていました。また、防火対策もしっかりしていて、市からの助成金も出ているとの話でありま
した。
また、笛吹市としても、芦川地域を笛吹の奥座敷と位置付け、豊かな自然、兜造りの民家、
美しい石垣の景観を訪れた人たちに楽しんでもらえたらと思います。それには芦川町地域の景
観保全対策が必要だと思いますが、市のお考えをお伺いしたいと思います。
○議長（中村善次君）
まず、はじめに、加藤市民環境部長。
○市民環境部長（加藤寿一君）
それでは、前田議員の再質問、１点目でございますマイバッグの普及促進について、お答え
いたします。
県のノーレジ袋推進協議会が、県内主要スーパーがレジ袋の有料化を平成２０年４月から実
施するという意向が、報道で示されたところでございます。１世帯当たり約３００枚のレジ袋
を使用するといわれておりまして、レジ袋の削減はごみ減量化に結び付くものであるというこ
とで、市としても積極的に推進していきたいと考えております。
マイバッグの普及促進につきましては、これまで環境パートナーシップ、あるいは山梨県が
主催しますノーレジ袋のキャンペーンで、マイバッグの配布を行ってきております。
また、今質問にありました、夏まつりでのマイバッグの配布でございますが、これは昨年、
市の人権擁護委員会が人権擁護の啓発用として配布したものでございまして、２千枚を配布し
てございます。これは単年度限りでございますが、配布しました。
県内のスーパーのレジ袋の有料化をごみ減量の好機ととらえまして、市の広報やホームペー
ジ等でマイバックの普及促進に努めていきたいと考えております。
なお、市全世帯のマイバッグの配布でございますが、予算を伴うことにもなります。また、
マイバックは好みもございます。家にある袋などの利用も可能でありますので、まずはこれら
の利用をお願いしたいと考えております。
それから、２点目でございます、粗大ごみ・可燃ごみの収集有料化についてでございます。
ごみ減量５３％を掲げまして、生活系可燃ごみの減量に取り組んでいますが、市民の皆さま
のご協力をいただく中で、減量に一定の成果が上がっております。可燃ごみの１人１日当たり
の量が約４１０グラムでございまして、他の自治体に比べても少ない量となっております。
有料化でございますが、ごみ減量の手段、あるいは排出量に応じまして負担をいただき、負
担の公平を図るという意味合いがございます。現在、分別のさらなる徹底によるごみ減量の取
り組みを優先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。
○議長（中村善次君）
次に、保坂産業観光部長。
○産業観光部長（保坂利定君）
前田議員の再質問、芦川地域を笛吹市の奥座敷と位置付け、豊かな自然、兜造りの民家、美
しい石垣の景観、訪れた人たちに楽しんでもらえるような、景観保全対策が必要との考えとい
うことですが、基本的には、先ほどの市長答弁の中で、４月から芦川地域活性化担当を産業観
光部の農林振興課に２名配置して、事業取り合いをしていくところでありますけれども、具体
的には産業観光部のマニフェストにも掲載させていただきましたけれども、
自然資源と農産物、
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あるいは林産物を活用した直売所の設置をしていきたい。２０年度に候補地を決定して、若彦
路のトンネルに併せて、２１年度にはオープンをしていきたい考えを持っております。
そこは、拠点施設としまして景観保全、観光あるいは体験食育を基軸とした交流事業の推進
ということで、魅力ある芦川の地域づくりをしていきたいという考えであります。
農林水産省のほうでも、ふるさと地域力発掘支援モデル事業というのを２０年から新規事業
として発表いたしましたので、私どももこの事業に積極的に取り組んでいきたいということで
あります。
基本的には、地域住民あるいは都市の住民、ＮＰＯ、企業等の多様な主体を地域づくりの新
たな担い手としてとらえておりますので、まず地元の熱意というものが非常に重要になってく
るのではないかと思います。芦川地区の地域審議会あるいは住民の方々とも熱心な意見交換を
しながら、芦川地域を奥座敷として積極的な地域づくりの活用に努めてまいりたいと考えてお
ります。
○議長（中村善次君）
再々質問ございますか。
前田初男君。
○２番議員（前田初男君）
再々質問ですが、
「にほんの里１００選」について伺います。
このことにつきましては、ある広報誌で知りましたが、その内容ですが、今、朝日新聞社で
創刊１３０周年の記念事業として、人々の暮らしによってはぐくまれてきた、健やかで、多彩
で美しい里の自然と景観１００カ所を選ぶ「にほんの里１００選」の選定事業が始められ、候
補地を２０年３月３１日締め切りで募集しています。
笛吹市内にも、健やかで美しい里の候補地は何カ所もあると思います。例えば、笛吹の流れ、
桃の花の里、芦川の自然景観、まだまだあると思います。
先日、朝日新聞社より応募に関するパンフレットも送っていただきました。この中に詳しい
ことが書いてあります。もし「にほんの里１００選」に選ばれたなら、全国にアピールでき、
笛吹市への誘客にもつながると思います。また、選考委員の中には映画監督の山田洋次監督も
入っています。選定されたならば撮影のロケ地にもなるという話もあるかもしれません。応募
につきまして、市の考えをお伺いしたいと思います。
○議長（中村善次君）
答弁を求めます。
保坂部長。
○産業観光部長（保坂利定君）
再々質問にお答えいたします。
朝日新聞で行われております創刊１３０周年の記念事業ということで、美しい里１００カ所
を選ぶ「にほんの里１００選」の選定事業ということでありますけれども、笛吹市にも大変素
晴らしい自然景観がありまして、約１００万本の桃の花が咲くピンクのじゅうたん、それから
芦川のすずらんの里、新道峠から見下ろす河口湖あるいは富士山の景色は、素晴らしいものが
ありますし、それに大文字なり笈形焼きの風物詩等も交えて、素晴らしいものがあります。こ
れをいかに全国に発信してアピールしていくかというのが、笛吹市の活性化につながっていく
と思いますので、議員ご指摘のことによりましても、十分に情報収集をしながら検討課題とし
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て前向きに取り組んでいきたいと考えております。
○議長（中村善次君）
以上で新和会の代表質問を終わります。
次に、公明党の代表質問を行います。
中川秀哉君。
○１８番議員（中川秀哉君）
ただいま、議長より発言の許可をいただきましたので、通告に従いまして、これより公明党
会派を代表いたしまして、質問をさせていただきます中川秀哉でございます。
はじめに、今朝、笛政クラブの代表質問により、本日、荻野市長が決意発表をされたことを
受けまして、公明党といたしましても、また新市の発展のために全力で政策実現を進めるため
に、政策の応援をさせていただきながら取り組んでまいりたいと思いますので、今後ともよろ
しくお願いしたいと思います。
では、通告に従いまして代表質問をさせていただきます。
まず、三位一体改革にかかわりまして、地方の自主的な力をつけていかなければいけないと
いうところでございますが、今、国では道路特定財源について、いろんな論議がされていると
ころでございます。
まず、
第１点、
道路特定財源の暫定税率廃止に伴う影響についてということでございますが、
道路特定財源では、２００８年の予算案で約５．４兆円、国の予算分では３．３兆円、地方予
算分２．１兆円が、国による道路整備事業の投資の約６割を担っておるところでございます。
このうち、暫定税率といたしましては、国分で１．７兆円、地方分といたしましては０．９兆
円、合わせまして２．６兆円となりまして、道路特定財源の約２８％を占めておるところでご
ざいます。
この暫定税率分が廃止されますと、道路特定財源は半減することになります。私たちの生活
を支える基盤の道路整備が大きく遅れることになります。
また、
地方財政も大きく減収となり、
山梨県では総額６８億円、また、このうち市町村分といたしましては２４億円の減収となって
しまうことが予想されます。また、笛吹市といたしましては、さまざまな道路特定財源を利用
した政策が、平成２０年度の予算でも盛り込まれているところだと思います。
そこで、以下の質問をさせていただきます。
笛吹市の道路等整備計画の見積りはどのようになっているのかということでございます。
また、本市における道路特定財源の予算額、暫定税率の廃止に伴う影響額は、どのくらいに
なるのかということをお伺いいたします。
続きまして、道路特定財源暫定税率が廃止となった場合、道路整備計画への笛吹市の影響は
どうなるのか。また、今後の整備計画を継続するための方策は、どのようにされる考えがある
のかということをお伺いいたします。
続きまして、原油高騰対策、いわゆる福祉灯油に係る取り組みについてお伺いいたします。
昨年より原油高騰に伴う灯油などの値上げが直撃する中で、全国では福祉灯油を奨励する自
治体がございます。山梨県におきましては富士吉田市がこのほど約３千世帯に対しまして、福
祉灯油を適用いたしまして、約１，５００万円をかけて対応されました。
その中で、昨年１２月２６日に公明党会派といたしましても、市長に対しまして、福祉灯油
にかかわる緊急対策の取り組みについて、要望をさせていただいたところでもございます。
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そこで、以下についてお伺いいたします。
わが市の６５歳以上の単身生活者、また、６５歳以上で構成する家族、また、生活保護世帯、
また、障害者手帳を持つ家族がいる家庭、また、ひとり親世帯に該当する本市の世帯数は、ど
のくらいでしょうか。
続きまして、昨年１２月に政府は原油高騰に対する基本方針を決め、灯油購入費を補助する
自治体に対し、国が２分の１の特別交付税で支援することなどを盛り込んだ政策が進められて
おります。生活弱者に対する本市の具体的な施策が期待されるところでございますが、どのよ
うな対応をされるのかお伺いいたします。
続きまして、税源移譲に伴う２００７年度の取り組みについてお伺いいたします。
昨年、２００７年より国の所得税から市県民税への、一律１０％の税源移譲がされたところ
でございます。その中でますます地方自治体の、税の収納率の向上が求められるところでござ
いますが、２００７年度の収納率の向上への取り組みはどのようにされたのか、また、結果は
どうであったかお伺いしたいと思います。
続きまして、２００７年度ではこの財源をどのような事業に使われてきたのか、お伺いした
いと思います。
続きまして、地方再生対策費についてでございます。
地方と都市の共生の考えのもと、２００８年度より地方交付税特別枠として、総額４千億円
の地方再生対策費が創設されることになりました。今回の地方再生対策費は、財政力の弱い小
規模な自治体の需要額をかさ上げし、増収になるようにする仕組みでございます。
山梨県では３０億９，１００万円が予定されており、その中で笛吹市は３億８，２００万円
が見込まれるわけでございます。その中で、本市では地方再生・活性化対策費の具体的な計画
について、どのような計画をされているのかお伺いいたします。
続きまして、２００８年度施行される予定でございます、ふるさと納税に対する本市の取り
組みについてでございます。
このふるさと納税として期待される住民税１０％のうち、約６％が各市町村に入ってくる予
定ではございますが、これに対しまして、どのような取り組みを計画されておるのか伺いたい
と思います。
また、これは各個人がそれぞれ、どこへ入れるかは個人の裁量となっております。というこ
とは、
逆に言うと本市から出ていく可能性も十分考えられるわけでございます。
そうしますと、
今後、税収アップに向けて、笛吹市としましても知名度をアップするように、計画も立ててい
かなければいけないということでもございますので、本当にこれから、笛吹市というものをど
んどんアピールしていかなければいけないということでもございます。そのためにどのような
計画をされるのかお伺いしたいと思います。
最後に、後期高齢者医療制度への取り組みについてお伺いしたいと思います。
２００８年度より開始される後期高齢者医療制度について、
利用者が受ける主なサービスは、
これまでとどう変わるのかお伺いしたいと思います。
また、利用者に対する保険料の負担への配慮はどうなのか。また、この制度を廃止すること
による地方自治体への影響はどうかということについてお伺いしたいと思います。
以上で、公明党会派の代表質問を終わらせていただきます。
ご清聴誠にありがとうございました。
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○議長（中村善次君）
答弁を求めます。
市長、荻野正直君。
○市長（荻野正直君）
公明党、中川秀哉議員、午前中の笛政クラブの質問に対して、大変積極的なご支援を表明し
ていただきまして、ありがとうこざいます。大変うれしく思います。
議員の代表質問にお答えさせていただきます。
はじめに、道路特定財源暫定税率廃止に伴う影響についてのうち、本市における道路特定財
源の予算額と暫定税率廃止に伴う影響額はどのくらいになるのか、についてでございます。
笛吹市におきましては、平成２０年度当初予算におきまして、道路特定財源として直接関係
する自動車重量譲与税を２億４，５００万円、地方道路譲与税を８，５００万円、自動車取得
税交付金を１億７千万円、合計５億円を見込んでおります。
また、暫定税率が廃止された場合の影響額についてでありますが、これについて試算いたし
ましたところ、自動車重量譲与税は約１億４，８００万円、地方道路譲与税は約１，４００万
円、自動車取得税交付金は約６，８００万円、合計いたしますと２億３千万円ほどの減収にな
るものと思われます。このほか、間接的に道路建設事業などに対する国庫補助金等にも、影響
が出てくるものと思われます。
次に、笛吹市の道路等整備計画と見積りは、についてでありますが、平成２０年度道路特定
財源の国庫補助金、地方道路整備臨時交付金を充て、道路整備を予定している路線は、現在、
一宮町地内の塩田金沢線
（笛吹市道３－３００号線）
が事業費７千万円、
国庫補助金３，
８５０万
円（補助率５５％）
、御坂町地内のリニア実験線工事用道路３路線が事業費２億円、国庫補助金
１億１千万円となり、
２路線を合わせますと事業費２億７千万円で、
国庫補助金１億４，
８５０万
円を計上しております。
次に、
道路特定財源暫定税率が廃止となった場合に、
道路整備計画への本市の影響はどうか。
また、今後の整備計画を継続するための方策はあるか、についてでございます。
仮に、道路特定財源暫定税率が廃止と想定した場合には、地方道路整備臨時交付金事業は継
続されないこととなると想定されるため、国庫補助金を受けての道路整備事業の見直しを行わ
なければならないと考えております。
今後、
１０年間に地方道路整備臨時交付金事業を取り入れて、
道路整備を行う予定の新規５路
線についても、実施困難となると思われます。
また、補助事業以外の道路整備についても、道路特定財源暫定税率による税収が財源となっ
ているので、事業の見直しを行わなければならないと考えております。
したがいまして、
補助事業道路整備計画個所を継続して事業実施していくには、
事業費の５５％
の国庫補助金分を財源確保しなければならないこととなり、現時点では補助金相当額の代替財
源を確保することは困難であり、事業計画の見直しをせざるを得ないと考えております。
続きまして、原油高騰対策(福祉灯油)に係る取り組みについてにお答えいたします。
原油高騰対策の一つであります、低所得者を対象に灯油購入費を支給する「福祉灯油」につ
いてでありますが、最近の原油高に伴う灯油価格の高騰が、市民生活に影響を与えている状況
は、憂慮すべき事態であると考えております。
国においては、原油価格高騰緊急対策の基本方針が策定され、灯油価格の上昇で生活が圧迫
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されている、寒冷地の低所得者に対する財政的な支援が進められております。
県では、現状の生活保護法に基づく生活扶助として、受給者に対する冬季加算の支給や、社
会福祉協議会を通じての生活福祉資金の貸付制度を原油高騰対策に位置付けております。
こうした状況の中で、本市といたしましては、支給予定対象者となる独り暮らしを含めた高
齢者世帯・１８歳未満の子どもを養育するひとり親世帯・障害者世帯および生活保護世帯など
約５，１００世帯を視野に入れ、生活状況を注視しながら検討をしてきたところであります。
今後は、保健福祉部内に相談窓口を設置し、県の対応策と同様に、生活保護世帯への冬季加
算の支給と、市社会福祉協議会の生活福祉資金貸付制度を継続するとともに、原油価格の推移
や国・県および近隣の市の動向等を注視しながら、適切に対応してまいりたいと考えておりま
す。
次に、税源移譲に伴う２００７年度の取り組みについてでございます。
２００７年度より、国から地方へ３兆円の税源移譲に伴い、住民税所得割の税率が５％から
１３％であったものが、一律１０％となりました。
国では、
「税源の移し替えなので所得税と住民税を合わせた負担額は、これまでとおおむね変
わりません」というお知らせをしてきました。
しかしながら、所得税のない人は住民税のみが大きく増えて、増税感が払拭できない状況も
ありました。
このような状況を踏まえて、税源移譲による個人の負担増を調整するため、所得税と住民税
の人的控除の差に応じた税額控除が設けられました。
これらのことを市民の皆さんに正しく理解していただけるよう、
「広報ふえふき」
にて平成１８年
１２月号から３回にわたり掲載し、さらに、税務課窓口にチラシを配置し、住民税第１期納付
書にチラシを同封し、また、特別徴収事業者にも各人にチラシ配布をお願いするなど、あらゆ
る機会をもって周知に努めてきたところです。
本市としましても、住民税の収納率が低下することを心配していましたが、１月末の状況を
前年度と比較しても、収納率が大きく変わることなく推移しております。
年度末に向けて、なお一層の徴収強化を図っていきます。
市民の皆さんから納めていただいた住民税につきましては、一般財源として有効に活用させ
ていただきたいと思っております。
続きまして、地方再生対策費について、地方と都市の共生の考えのもと、２００８年度より
地方交付税特別枠の本市に配分される、地方再生・活性化対策費３億８，２００万円の具体的
な計画策定状況についてでありますが、総務省は本年１月２２日、都市と地方の税収格差是正
や地方活性化に向け、地方交付税を財政力の弱い自治体へ重点的に配分する特別枠として、地
方再生対策費を創設し、都道府県および市町村ごとの配分予定額について試算結果を発表いた
しました。
これによりますと、本市の地方再生対策費の試算額は３億８，２００万円とのことでありま
すが、この金額がそのまま実際の交付額に加算されるものではなく、普通交付税の基準財政需
要額に算入されるというものであります。
年々、地方交付税交付額は減少する中、制度の創設により、地方交付税の増につながるもの
として歓迎すべきものと考えており、また、短期的な措置で終わらないことを願っているとこ
ろでもあります。
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地方交付税につきましては、既にご承知のように、地方団体間の財源の不均一等を調整し、
すべての地方団体が一定の水準を維持し得るよう財源を保障するという見地から、国税として
国が代わって徴収し、一定の合理的な基準により再配分する、いわば国が地方に代わって徴収
する地方税であるという地方団体固有財源としての性格をもち、さらに交付税の使途につきま
しては、国がその使途を制限したり、条件をつけたりすることは禁じられており、地方の自主
的な判断で使用できる財源とされておりますことから、市でも一般財源として処理していくこ
ととしておりますが、
制度創設の趣旨に鑑み、
地域の活性化に結びつく事業に配分したいと思っ
ております。
次に、
２００８年度施行予定のふるさと納税に対する本市の取り組みについてでありますが、
ふるさと納税については、正式には「地方公共団体に対する寄附金税制の見直し」といわれて
いるものです。この制度は、平成１９年５月から論議されているものですが、１２月の与党税
制改革大綱により制度の導入について、また、その仕組みについて示されました。
この仕組みについて大まかに言うと、平成２０年中の都道府県または市区町村に対する寄附
金を、平成２１年度の個人住民税所得割から税額控除するものです。
この制度については、まだ法律として決定されたものでなく、案として示されているもので
すが、今年度中には決定されるものと思われます。
ふるさと納税といわれるように、多くの方が「笛吹市」に対して寄附をしていただき、寄附
をされる方にも税制上有利になるような方向が定着することを願うとともに、
制度が本市にとっ
て有利に働くよう、ホームページ等を通して、本市出身者等に対しアピールしていくことも考
えております。
次に、後期高齢者医療制度への取り組みについてであります。
後期高齢者医療制度につきましては、いよいよ４月から施行されます。
ご質問の、後期高齢者医療制度で、利用者が受けられるサービスはこれまでとどう変わるの
かについてお答えいたします。
後期高齢者医療制度では、病気や怪我の治療を受けたときや、自己負担額が高額になったと
き、および入院したときの負担などについては、いままでの老人保健制度と同様の給付が受け
られます。
新たなサービスとしましては、高額医療・高額介護合算制度が新設されます。この制度は、
年間の医療費の自己負担額と介護サービスの利用料を合算し、限度額を超えた金額が高額介護
合算療養費として支給されます。
また、高齢者にふさわしい新たな診療報酬の見直しがなされ、高齢者の暮らしに配慮した治
療が行われるような仕組みが導入され、在宅医療の充実や介護サービスとの連携強化など、高
齢者の生活を支える医療が行われるようになります。
次に、利用者に対する保険料の負担への配慮につきましてお答えいたします。
高齢者の医療費を安定的に支えるため、若い世代の方と高齢者の皆さんが負担能力に応じて
公平に負担することが必要となります。これまで高齢者の方々の間では、加入している制度に
よって保険料を納める方と負担しなくてもよい方もおり、また、市町村によって保険料に高低
がありました。
新しい制度では、都道府県ごとに統一した保険料が設定され、高齢者の皆さんそれぞれの負
担能力に応じて、公平に保険料をご負担していただくことになりますが、所得の低い方には、
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均等割額に対しての軽減措置が行われます。
また、災害などによる特別な事情によって保険料を一時的に納めることが困難な方には、保
険料の減免および徴収を猶予できる制度となっています。
次に、この制度を廃止することによる地方自治体への影響について、お答えいたします。
まず、後期高齢者医療制度を維持していくための財源構成につきましては、７５歳以上の方
からの保険料が１０％、国保をはじめとする各保険者からの支援金が４０％、残りの５０％が
国・県・市町村の公費で賄われます。いままでの老人保健制度では、国保等の各保険者からの
拠出金が５０％、残りの５０％が公費負担という財源構成となっていました。
したがいまして、公費の負担分については、いままでと変わらない負担割合となっておりま
すが、保険料が新たに徴収されますので、国保等の各保険者からの負担分が減少される仕組み
となっています。一方、所得の低い方の保険料の軽減措置に対しては、県と市町村で負担いた
します。
また、都道府県単位で構成される広域連合の運営負担金についても、市町村の新たな負担と
なります。
しかしながら、高齢化の進展に伴いまして、今後、ますます医療費の増大が見込まれますの
で、現行の制度では増加し続ける医療費に対しての財源確保が極めて厳しい状況となり、医療
制度自体の存続が危惧されるところであります。
高齢者の皆さんが、将来にわたって安心して医療を受けていただくためには、若い世代の方
と高齢者の皆さんのご負担、さらには、公費を充てながら国民全体で支え、医療費の安定的な
確保を図っていくことが急務とされています。
新しい制度の創設によって、高齢者の皆さんのご負担もいただくことになりますが、今の医
療制度を持続していくため、ご理解とご支援をいただけますようお願い申し上げる次第であり
ます。
以上、答弁とさせていただきます。
○議長（中村善次君）
再質問を許します。
中川秀哉君。
○１８番議員（中川秀哉君）
細かな答弁を誠にありがとうございました。
いわゆる新制度でございますが、これからまたさらに地方に対するいろいろな形での格差を
是正するために、国のほうもいろいろな取り組みをしております。ぜひ笛吹市といたしまして
も、この一般財源を有効に利用していただきまして、各政策に充てていただきたいと思ってお
ります。
この中で質問させていただきたいのは、やはり道路特定財源に関係するところでございます
が、地方にとって道路は災害時や救急医療時の命の道でありまして、住民の足である自動車を
走らせる上で欠かせない生活必需施設でもあります。冬季の除雪の一部や雪崩予防対策、また
都市部の交通渋滞解消や開かずの踏み切りの対策にも、道路特定財源は活用されております。
また、４０人以上の子どもが利用する通学路のうち歩道分離がなされておらず、日常的に子
どもが危険にさらされている道路というのが、
全国にも４万４千キロに及ぶそうでございます。
全国に１５万ある道路鏡の点検や保全も急がれているところでもございます。これら全国共通
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の課題でもあります。道路特定財源があってこその対策が進むと思われますが、ここで笛吹市
といたしまして、今、市内で対応されている道路の中でも特に叫ばれているのが小中学校の通
学路の問題と、あと市役所や各公共施設などの周辺の道路整備の状況について、どのような取
り組みを検討されているのかお伺いしたいと思っております。
また、もう１つは後期高齢者医療制度でございます。確か山梨県の後期高齢者医療広域連合
のもと県内全地域で広域の連合を組む中で、この新しい制度が発足されたところでもございま
す。後期高齢ということで７５歳以上の皆さまにご負担をいただいて、これからますます少子
高齢化に及ぶ中で、まず皆さんでこの制度を支えていくということが大事であると思います。
ここで、その前の７０歳から７４歳までの前期の高齢者に対する対応として、公明党でも、
この中で半年間の保険料の凍結、また半年間の約９割の補助を行ったところでもございます。
こういう新制度の中でこれから問題になってくるところというのは、いくつかあるかと思いま
す。
この後期高齢者医療制度についてのもう一歩詳しいご説明をちょうだいして、質問を終わら
せていただきます。
よろしくお願いいたします。
○議長（中村善次君）
答弁を求めます。
岩澤建設部長。
○建設部長（岩澤重信君）
中川議員の再質問の道路特定財源の暫定税率に関係しまして、私どもが平成２０年度当初予
算の中で要求してございます、建設部の土木費の関係でございますが、土木管理費が４億２千
万円、それから道路維持費が４億９千万円、道路新設改良費が７億円ということになります。
したがいまして、私どものほうが１年間に土木工事としてお願いしています道路財源の中身
につきましては、おおむね維持管理費が４割、新規なものの要望等それから幹線道路網の整備
等々の部分が約６割と、いうふうにご確認をいただきたいと思います。道路特定財源の暫定税
率のかさ上げ分につきましては、おおむね４割相当額というふうに数字的には試算されますの
で、維持管理費の４割、これはどうあれこうあれ実施しなければならないということになりま
すので、今私どもが抱えております、おおむね６割の新しいものに対する取り組みが、６割の
うち４割の財源がなくなってしまうというのが実態でございます。
今、お話しのとおり、私ども地区の要望事項、今建設部で抱えております地区要望につきま
しては、今日現在、未実施なもの２００件ほどを背負っております。そういう実態の中から、
私どもとすると道路特定財源につきましては、暫定税率がなければ私どもの仕事はほぼ成り立
たないと理解しております。
なお、
あと６年間につきましては合併特例債が運用できますので、
６年間につきましてはある程度息継ぎができるのではなかろうかという推定もございますが、
６年後についてはまったく見通しが立たないという状態でございます。
そういう実態の中で、道路特定財源の現行税率をお願いする中で、先ほどご意見にございま
した交通安全対策、特に通学路の対策、それから歩道整備、バリアフリー化等々の事案につき
ましても、限られた財源の中でございますが、地区要望等の推進と、それから関連する道路網
の推進につきまして、限られた財源の中で効率的に、今後につきましても事業実施をしていき
たいと考えております。
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以上でございます。
○議長（中村善次君）
２つ目の答弁を加藤市民環境部長。
○市民環境部長（加藤寿一君）
それでは、中川議員の再質問にお答えいたします。
まず、後期高齢者医療制度の具体的な内容というお話でございますので、今回、後期高齢者
医療制度の笛吹市内の加入者でございますが、４月１日現在で８，４６３名でございます。あ
と年度中２２０名程度の増になるのではないかという見通しをしております。
それから、新しい制度でございまして、この保険証はそれぞれ７５歳以上の方に別個にお渡
しすることになりますけれども、３月中旬には発送してお渡ししたいと考えております。
それから、年金から引き落としをお願いするわけですが、そのお支払いにつきまして、既に
パンフレット等でお知らせはしているのですが、再度、そのことにつきまして、４月中にお知
らせをしてお願いをしていきたいと考えております。
これまでも何回か全戸配布のパンフレット等、あるいは広報等で周知をしてきましたけれど
も、まったく新しい制度でございますので、支所等の勉強会を通じながら、問い合わせがあっ
た場合については、的確に対応できるような体制を整えているところでございます。
それから、後期高齢者医療制度でございますが、医療制度改革の柱でございまして、特定健
診もそうでありますし、あるいは診療報酬もそうであります。３本柱の１本がこの後期高齢者
医療制度ということでございまして、まず、医療制度、国保制度をこの先、少子高齢化の中で
いかにして維持していくかという大きな考えのもとで、今回設けられたものでございます。
まず、保険料の負担の公平ということもございまして、７５歳以上の方にも１割の負担をお
願いしていくと。それから、高齢者の方の医療につきまして、従来の医療制度を受けていただ
くのですが、高齢者の暮らしに配慮した治療が行われるようにということが、考え方にござい
ます。具体的には在宅医療の充実、あるいは介護サービスとの連携の強化ということがござい
ます。
例えば、医療保険と介護保険のサービスの両方を受けている方が、７５歳以上ですとかなり
いらっしゃるかと思いますが、これらの自己負担額も軽減をしていこうという考え方もござい
ます。そのために設けられている今回の制度でございますが、高額医療、高額介護の合算制度
というのがございます。従来は別々であったのですが、これを合算して利用料の限度額を設け
たというものでございまして、例えば、現役並みでありますと年間６７万円でございます。そ
れから一般ですと５６万円、低所得者の２が３１万円、低所得者の１が１９万円でございまし
て、これを超える金額については、合算療養費として、これはまた個人のほうに支給されると
いう制度でございます。
いずれにいたしましても、今回のこの制度につきましては、いかにしてこの先、少子高齢化
の中でこの制度を維持していくかということの考え方の基本がございますので、ぜひとも、負
担を７５歳以上の方にはいただくということでございますが、そのへんをぜひご理解いただき
たいと思います。
以上でございます。
○議長（中村善次君）
再々質問ありますか。
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（ な し ）
以上で、公明党の代表質問を終わります。
本日の議事はすべて終了しました。
本日は、これにて散会いたします。
明日４日は、午前１０時までに議場にご参集願います。
ご苦労さまでした。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
散会 午後 ４時４５分
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――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○議長（中村善次君）
おはようございます。
ただいまの出席議員は３０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。
本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりです。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○議長（中村善次君）
日程第１ 「一般質問」を行います。
今議会へは９名から１５問の通告がありました。
質問は通告順に行います。
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、２７番、渡邉清美君。
○２７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、新入札方式「総合評価落札方式」の導入の推進について、お伺いいたします。
総合評価落札方式は、従来の価格のみによる自動落札方式とは異なり、価格と価格以外の要
素、例えば、初期性能の維持、施工時の安全性や環境への影響などを総合的に評価する落札方
式であり、具体的には、入札者が示す価格と技術提案の内容を総合的に評価し、落札者を決定
する方式です。
国土交通省では、市町村向けにマニュアルを策定したり、制度に詳しい技術者を派遣する支
援制度を実施するなど、これまでは人材面での支援が中心でしたが、それに加え地方自治体の
財政難を考慮して財政面でも支援しています。
市町村が総合評価方式に関する規定や関連資料を外部発注する場合は、その経費を補助する
など、支援するなど、既に昨年１０月１６日から公募が始まっておりますが、本市においても
透明性の高い一般競争入札や価格以外の多様な要素を評価する総合評価方式の拡大等、入札制
度のさらなる改善を図るため、積極的に推進していただきたいと思いますが、その点について
ご所見をお伺いいたします。
２点目としまして、避難所指定校の防災機能の整備について、お伺いいたします。
現在、国民生活の基盤となる安心・安全の確保が大きな課題となっている中、特に大規模地
震の発生に備えたさまざまな対策が検討されています。
その中で、災害時に防災拠点となる学校施設は、避難所として重要な役割を担うことを求め
られています。また、地域住民の方々に必要な情報を収集・発信するとともに、食糧、生活用
品等の必要物資を供給する拠点となるなど、さまざまな役割を果たすことになっています。
避難場所に指定されている学校施設の防災機能の整備状況ですが、防災倉庫等の設置、自家
発電設備の準備、水を確保するための浄水設備の整備等、防災機能の実態はどのような状態な
のかお伺いいたします。
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自然災害による避難場所として、学校施設の耐震化を推進してきましたが、学校施設そのも
のが防災機能を十分に備えることは、大変に重要な問題といえます。
公立学校施設の防災機能の整備財源は、文部科学省の補助金のほか内閣府や国土交通省の制
度も活用できますが、こうした財政支援制度を積極的に活用して、避難場所として十分機能で
きる学校施設の防災機能の整備の推進について、本市の現状と今後の取り組みをお伺いいたし
ます。
以上で質問を終わります。
ありがとうございました。
○議長（中村善次君）
当局の答弁を求めます。
１問目、２問目とも、答弁を石川総務部長。
○総務部長（石川光次君）
渡邉清美議員の一般質問、新入札方式「総合評価落札方式」の導入の推進についてお答えい
たします。
今年度から原則として、すべての入札を事後審査型条件付一般競争入札で行っています。入
札参加資格要件を満たすものであれば、誰でも入札に参加できます。一層の透明性、公平性、
競争性などの向上を図っていくというものであります。
入札参加要件としては、笛吹市有資格者名簿に登録されているもので、入札案件ごとに定め
る参加要件を満たしていれば、入札に参加できることになります。事後審査型ですので、入札
をしてその場で落札者が決まるのではなく、後日審査をし、落札者を決定するものです。
また、総合評価落札方式につきましては、平成１７年度に公共工事の品質確保の推進に関す
る法律が施行されたことにより、国、県で実施をしてきましたが、市町村では、同じ方法で行
うことは、事務処理上の煩雑さや、技術職員の確保などが困難なことから、なかなか普及しま
せんでした。このため、国では、施工計画を求めない特別簡易型の総合評価落札方式の推進を
図っています。
本市においても、事後審査特別簡易型総合評価条件付一般競争入札を今年度、１件試行した
ところであります。
この入札は、開札後の事後審査により、入札参加資格や価格だけでなく総合評価を行い、落
札者を決定するものです。この場合、あらかじめ２名以上の学識経験を有する者の意見を聞く
ことになっています。学識経験者は、山梨県が設置している山梨県総合評価委員会を利用させ
ていただいています。
この総合評価落札方式は、設計金額がおおむね５千万円以上のもので、この方式による適用
が妥当であると認められる工事について行い、落札者の決定については、評価値の高いものを
落札者とします。
入札参加者の技術力、配置予定技術者の能力、地域貢献度のそれぞれの評価点、入札価格な
どにより評価しますので、入札価格の最も低いものが必ずしも落札者となるとは限りません。
落札結果は、ホームページへ掲示し閲覧により公表しております。
平成２０年度につきましても、価格だけでなく、技術的な評価を含めて決定することが望ま
しいと判断された案件につきまして、実施していきたいと考えています。
続きまして、避難所指定校の防災機能の整備についてですが、本市では、３５カ所の指定避
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難所のうち、学校施設は１９校を占めております。
合併以前、それぞれの町村では、行政区公民館等や公共施設が災害時の避難所として指定さ
れてきており、町村ごとに防災設備の充実を図ってきました。
現在は、行政区単位に防災倉庫を整備し、この中に水防中心のスコップ、ジャカゴ、土のう
袋などの資機材が整えられています。
また、備蓄食糧や毛布などの防災用品は、支所庁舎や市指定の備蓄倉庫に設置してきました
が、学校施設については、小型発電機、毛布、備蓄食糧、応急トイレ等の災害用品は備え付け
てなく、自家発電装置も未整備であり、敷地内に防災倉庫を整備している学校は、一部の地域
のみしかありません。
したがいまして、現状では、支所や備蓄倉庫、消防団などの資機材を指定避難所に運搬する
ことで、対応していく考えであります。
新潟県長岡市など災害を経験した自治体では、避難所ごとに備蓄用品を整備するなど、過去
の経験から指定避難所設備の充実化を図ってきております。
このことは、迅速な避難対応の点から非常に有効なことと、市も認識しているところであり
ますが、補助制度については、文部科学省・国土交通省・総務省消防庁などの関係省庁には、
該当する補助制度が見当たらず、苦慮しているところであります。
しかしながら、指定避難所の整備につきましては、東海地震が懸念される今、最重要な課題
と考えますので、関係機関と連携をとり、補助制度も積極的に研究し、計画的に整備していき
たいと考えております。
以上、答弁といたします。
○議長（中村善次君）
再質問を許します。
渡邉清美君。
○２７番議員（渡邉清美君）
ありがとうございました。
では、最初の総合評価落札方式に関して質問させていただきます。
総合評価落札方式における評価値の求め方には、除算方式と加算方式がありますが、多くの
自治体では除算方式、県のほうでもそうですけれども、採用しておりますが、この除算方式で
は入札価格が低いほど評価値が高くなる仕組みであり、真に技術力を競う形にはなっていませ
ん。後世に残す社会資本の整備のためにも価格競争もさることながら、技術力競争を促進する
ことが重要であり、技術評価点と価格評価点をそれぞれ独立して評価する加算方式を採用する
ことが望ましいことと思います。
この点につきまして、どのようなお考えかお伺いいたします。
あと１つ、価格の低さよりも技術が評価されて発注を受ける割合、逆算率は、本市はどのく
らいのパーセントにとどまっているか教えてください。
続きまして、避難所指定校の防災機能の整備のほうですけれども、先ほど、いろいろ国のほ
うの制度がないと、適当なものがないとおっしゃいましたけれども、今回、平成１８年度より
国の文教施設整備費は地方の裁量を高め、効率的な執行に資するため、その一部が交付金化さ
れています。これに伴い地方公共団体は交付金の交付を受けるにあたり、文部科学大臣が定め
る基本方針等に基づき、施設整備計画を作成することになりますが、この施設整備計画を作成
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する上で、教育委員会だけではなく他の部の関係者が連携する必要が大変重要であると感じま
す。
制度ですが、交付金になったりしていろいろ変わりましたから、ちょっと分かりづらい点も
あると思いますが、いくつか挙げさせていただき、これは質問ではなくて、こういうものがあ
りますということでお話しさせていただきたいと思いますが、建設の耐震改修に伴いまして、
こういった文教施設整備費は文部科学省、防災対策時業費は消防庁、まちづくり交付金は国土
交通省、そのほかまだたくさんあります。プールの耐震補強なんかも公立文教施設の整備費、
文部科学省のほうでやっております。また、施設に必要な諸機能の確保ということでトイレと
かシャワーですが、
そういったトイレの改修なんかも公立文教施設整備費、
これは文部科学省、
マンホールのトイレのシステムの整備、これはマンホールの上にポータブルトイレみたいなも
のを置いて、非常用のトイレにするという考えですが、下水道地震対策緊急整備事業、これは
国土交通省関係のほうにあります。
あと、グラウンド等への夜間照明、これも外のほうにトイレを設置しますから、夜になると
行くのに真っ暗で大変怖かったという、そういう経験者の声が多数あります。特に若い女性な
んかは本当にそれで我慢してしまうという例もあって、非常に大変だったそうです。これは防
災対策事業費、これは消防庁ですね。
そして、あと電気・水・ガスとか、そういう自家発電整備の設置、これは防災対策事業費、
これは消防庁、発電施設の整備、これはまちづくり交付金、国土交通省、耐震性貯水槽の整備、
これはいろいろ消防の関係、まちづくりの関係、防災の関係それぞれあります。あと、浄水型
のプールの整備、これはやはり公立文教施設整備費、文部科学省。防災のため井戸なんかを新
たに設置するところもありましたけれども、学校の庭なんかに、それは防災対策事業費、消防
庁。
あと、学校のバリアフリー、やはり障害者の方たちも学校に行きますので、バリアフリー化
になっていなくて大変苦慮したということもありますし、私たちもよく浅川中学校の入学式と
か卒業式のときに伺いますけれども、確かにバリアフリーになっているんですけれども、廊下
が急すぎて滑ってしまうような感じがあります。そういうところに手すりなんかをちょっと工
夫すればいいのではないかなと。また、トイレなんかも手すりがあったらいいじゃないかなと
いうこともすごく感じました。このバリアフリー施設の整備は公立文教施設整備費の文部科学
省とか、
いろいろいくつかありますので、
探していただければいっぱい活用できると思います。
自治体で知らなくて、国のほうにそういったことを言っていかないようで、多く利用してく
ださいという国のほうの声も、私は直接聞かせていただきました。そのような状況です。
その他の部署との関係が必要だということをどうお考えになっているかという質問と、災害
救助法の関係法令である厚生労働省の工事において、避難所として特定する施設は耐震耐火構
造で、可能な限りバリアフリー化された公共施設とするとされていますが、この点の対応はど
うかお伺いいたします。
３点目としまして、学校の敷地内、建物内の給配水管や下水管、ガス管などの耐震化がどの
ようになっているか教えてください｡
４番目として、洋式トイレに手すりがあれば、一人でトイレが使用できた高齢者の方や障害
者の方がいらっしゃると思います。ちょっとした手すり、そういったことが必要ではないか。
また、プールに緊急給水システムを設置し、非常時に生活用水や飲料水として使用も考えられ
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るのではないかと思いますが、この点のお考えをお聞きします。
最後に、非構造部材の具体的な耐震対策について、どのようになさっているのかお伺いいた
します。
以上です。
よろしくお願いいたします。
○議長（中村善次君）
答弁を求めます。
石川総務部長。
○総務部長（石川光次君）
渡邉清美議員の再質問、たくさんいただいておりますけれども、私のほうからは、最初の総
合評価方式によります２点につきまして、お答えをさせていただきまして、あとの質問に対し
ては総務課長あるいは教育委員会のほうでお答えさせていただきます。
まず、はじめの除算方式か加算方式かというご質問ですが、笛吹市におきましては除算方式
を取り入れております。この除算方式は、評価点、技術力あるいは地域貢献度、そういったも
のを評価に結び付けるということで、この評価点を入札価格で割まして、その点が評価値とい
うことで、この数字が大きいほど、大きい数値の業者が落札業者となるわけですけれども、必
ずしも入札価格が低い業者が、この評価値が高いということには当てはまらないことになりま
す。
次に、逆算の落札割ということですが、１９年度は１工事を施行したということで、まだそ
ういった数字的なものは把握しておりませんし、２０年度におきましても、マニフェストで発
表しておりますとおり、約１０件をこの総合評価方式を採用予定ですので、これらを基にまた
数値のほうはお示しをさせていただきたいと思います。
いずれにしましても、加算方式への移行についてというご質問につきましても、法の改正、
工事内容等特殊性を考慮する中で、加算方式につきましても研究をさせていただきたいと思い
ます。
○議長（中村善次君）
山下総務課長。
○総務課長（山下真弥君）
それでは、私のほうから避難所指定校の防災機能の整備の中の、２つ目と３つ目の再質問に
答えさせていただきます。
まず、指定避難所は耐震化構造で可能な限りバリアフリー化された施設とされているが、こ
の対応はいかがかというご質問でございます。
指定避難所に指定されております学校施設につきましては、１９カ所ございます。この学校
施設１９カ所につきましては、１００％耐震化がされております。残りの１６カ所の指定避難
場所につきましては、石和スコレーセンター、御坂福祉センター、八代総合会館ほか地区の公
民館、保育所など公共施設となっております。
また、バリアフリーにつきましても、整備されているとは考えておりますが、議員のご指摘
もございますので、詳しく調査をしまして、必要がある施設につきましては、前向きに検討さ
せていただきたいと思います。
再質問の４番目、洋式トイレに手すりがなかったために、高齢者や障害者が介助を必要とし
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た場合があったかとのご質問でございます。
大きな災害が発生しましたところの事例を調べてみましたところ、簡単な手すりを付けるだ
けでも、
高齢者や障害者が安心してトイレを利用できたんだというようなご意見がございます。
指定避難場所の実態を調査しまして、検討してまいりたいと考えております。
私のほうからは、以上でございます。
○議長（中村善次君）
高野教育次長。
○教育次長（高野あけみ君）
それでは、渡邉議員の防災関係についての再質問にお答えさせていただきます。
ご質問の中にもありましたとおり、平成１８年度から義務教育諸学校等の施設費国庫負担法
の一部が改正されまして、安全・安心な学校づくり交付金の創設がされました。
この制度は、耐震補強等の経費を中心に一括して交付金が交付されるというもので、文部科
学大臣が定める基本方針等に基づき施設整備計画を作成しまして、公表することが義務付けら
れました。
市におきましても、平成１８年度から２０年度までの学校施設整備計画を作成し、公表をい
たしております。市のホームページにも掲載させていただいております。
他の部署との連携の必要性につきましては、実際に整備事業を実施する時点で、予算等の協
議と並行いたしまして、防災担当等関係します部局とも協議をし、連携をとっております。
国の補助等につきましては、
今後、
関係部署とも連携しまして研究していきたいと思います。
次に、３番目の学校の敷地内、建物内の給配水管や下水管、ガス管の耐震化についてでござ
いますが、現在のところ、これらに対する国・県の指導はございません。また、補助につきま
しても、同様にありません。
次に、５番目の耐震化における非構造部材の具体的な耐震対策についてでございますが、こ
れにつきましては、本年２月１９日付けで文科省から、公立学校施設の防災対策の推進につい
ての通知がなされております。この中で、かいつまんで申し上げますと、従来は耐震補強には
必須ではなかった天井材の落下やガラスの飛散等の非構造部材等の耐震対策と、避難所となる
施設のトイレの整備やバリアフリー化等の防災機能の充実をこれまでの耐震施策に加えて、耐
震化していくというように求めた内容であります。
教育委員会といたしましては、既に施設の耐震化は終了に近づいている状況ではございます
が、今後は今回通知されました内容を精査し、より安全・安心な教育施設の維持管理に努めて
いく所存でございます。
以上、答弁とさせていただきます。
○議長（中村善次君）
再々質問ございますか。
渡邉清美君。
○２７番議員（渡邉清美君）
先ほど、配水管とかガス管の耐震化は、利用する制度は見当たらないようなことをおっしゃ
いましたけれども、配水再利用施設の整備ということで、まちづくり交付金、国土交通省のほ
うの関係で含まれております。いろいろの施設整備のそういったことに対する対処としまして
は、さまざまな工事費が支援制度の中で対象となっておりますので、まず、省庁のほうに連絡
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していただいて、こういうものも可能かどうか聞いていただきたいと思います。よろしくお願
いいたします。
ちょっと、ここで教えていただきたいのですが、実は、県下第２位の大手の建設業者の関係
によりまして、笛吹市としまして、市内の人たちもちょっと影響を受けている方たちも、私の
ところにも来ておりまして、市としてどのような対策があるのか、考えているのか、ちょっと
そのへんを聞いてくれというお話がありましたので、この場で申し訳ないですが教えていただ
きたいと思います。
○議長（中村善次君）
石川総務部長。
○総務部長（石川光次君）
このたびの県内の大手企業の倒産に関連して、中小企業の業者の方のご心配ということで、
ただいま考えられる策としましては、小口融資を活用していただくということになろうかと思
いますけれども、いずれにしましても、関係事業課とこの点につきまして再度詰める中で、小
口融資の関係につきましては、前向きに考える中で指導していきたいと考えております。
また、あるいは、これ以外につきましては、緊急の融資というようなことも考えられるわけ
ですけれども、状況を判断しながら考えて、判断していきたいと考えております。
○議長（中村善次君）
以上で、渡邉清美君の一般質問を終わります。
関連質問を許します。
（ な し ）
関連質問を終わります。
質問を続けます。
１４番、渡辺正秀君。
○１４番議員（渡辺正秀君）
日本共産党笛吹市議団、渡辺正秀でございます。
議長の許可をいただきまして、一般質問を始めさせていただきたいと思います。
１２月議会建設経済常任委員会の、いわゆる水道事業統合の条例改正の審議において、市当
局は、統合時には基本的に水道料金の統一と、５０％程度の引き上げが必要になると説明しま
した。
大変驚きました。
所得が減り、そのうえ増税など市民負担が増え、さらに原油・食料などの値上げが相次ぎ、
市民は多端の苦しみを受けている。そうした中での水道料の大幅引き上げ、何としてでも避け
なければならないと考えるのは、私どもも、市長も同じだろうと思います。
われわれの基本的な考えは、水道は極めて公共性が高い事業であり、そもそも独立採算性に
はそぐわない。したがって、一般会計からの適切な繰入は当然であると考えております。
しかし、今回の質問では、その基本的な考えは脇に置いて、５０％程度の引き上げが必要と
いう根拠について、関連して伺いたいと思います。
特に１つ、琴川ダムの水利用で負担増がどのようになるか、また、コストにどのように跳ね
返るか。現簡水・上水の経常経費の赤字補填額はいくらか。また、水道料金にこれはどうかか
わっているのか。３つ目に、人件費はすべて損益勘定に入っているが、実際資本的収支にかか
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る部分はいくらになるか。４番目に、簡水・上水にかかる基準財政需要額・交付税算定への算
入額は２億２，２００万円程度と聞いておりますが、その数字でよいかどうか伺います。
第１の質問については、以上でございます。
次に、ごみ処理問題について質問いたします。
「やってみるじゃんごみ減量５３％」の市民の取り組みに感謝しつつ、これをさらに推進す
る立場から質問いたします。
１つは、ごみの収集指定個所には大きなアンバランスがあります。例えば、成田地区では３カ
所しかございませんが、さらに区民一般が使えるところは１カ所、それ以外は特定のアパート
の住民というようなことになっております。そうした中で、遠い家からは１キロメートルくら
い歩かなければ、ごみ集積所へ行けないというようなことになっています。
確かに行政区の理解、あるいは協力が、こうした行政については不可欠ではありますが、最
低必要な収集場所の確保は、行政の責任ではないかと考えております。今後の設置予定はどう
か伺いたいと思います。
２つ目に、旧式の生ごみ処理機について、使用電力が大きくかえって環境に悪いのではない
か。あるいは、夏場の運転が非常に難しいなどの声が聞かれますが、この件について、補助金
も出しているわけですが、
その成果あるいは問題点等、
調査検討の状況を伺いたいと思います。
３つ目に、分別されたプラ、ペットボトルが、再び焼却処分にされているのではないかとい
う疑念が市民の間から聞かれます。そのようなことはないか伺いたいと思います。
４つ目に、カラスが増えて農業等に大きな被害が発生しております。その状況、原因の調査
状況を伺いたいと思います。
その一因として、路上ごみの収集場所の問題が考えられると思います。石和地区には、他地
区の１０倍以上の密度でごみ集積所がありますが、９００カ所ものごみ集積所がありますが、
その多くが路上集積所だと聞いております。カラスが入らないごみステーション化を図るなど
の対策が必要と思いますが、この点についてのお考えを伺いたいと思います。
最後に、私も買い物やごみの分別をしながら、つねづね感じていることを述べまして、ぜひ
市民の知恵を集める、そして、また市民に知恵を授けていただく、こうした企画をしていただ
きたいということをお願いしたいと思います。
私、つねづね感じていることは、例えば、カゴにスポッと入り、センスがよくて、買い物に
持って歩くのに恥ずかしくない「マイバッグ」
、どこで手に入るのかなということや、それか
ら、ごみ分別に場所を取って困る、うまい分別方法・容器はないだろうかと。あるいは、プラ・
ビニール、カン類、ペットボトルの便利で安い圧縮機、大変なかさになります。あるいは、生
ごみの水切り器具はないだろうかと、こうしたことをいつも考えておりますけれども､なかな
かうまいものが見つかりません。市民の中にはいろいろな知恵を出してやっている方もいらっ
しゃると思います。そういう知恵も集めて「ごみ減量まつり」
「ごみ減量コンテスト」など実
施していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
以上で、私の一般質問を終わりたいと思います。
○議長（中村善次君）
当局の答弁を求めます。
１問目の答弁を梶原公営企業部長。
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○公営企業部長（梶原清君）
渡辺正秀議員の一般質問、水道統合後の水道料金についてにお答えいたします。
水道料金につきましては、現在策定中の笛吹市水道事業基本計画および国への上水道事業認
可申請の中で、施設計画、財政計画を策定し、それを基に水道委員会で検討を進めております。
ご質問の 1 点目の、琴川ダムの水利用で負担増がどのようになるかとのご質問でございます
が、ご存じのとおり、今年４月から琴川ダム用水の受水が始まります。これに伴いまして、峡
東地域広域水道企業団からの受水費が、1 トン当たり消費税込みで１１５．５円となり、笛吹
市としての受水量が日量７，２００トンですので、年間受水量２６２万８千トンとなり、年間
約３億３００万円の受水費を支払っていかなければなりません。
次に、２点目の、現簡水・上水の経常経費の赤字補填額はいくらか。また、水道料金にどう
係るかとのご質問でございますが、平成１８年度決算において、上水道事業と簡易水道事業と
を合わせた、原水をろ過して浄水とするための費用である給水原価は、1 立方メートル当たり
１３３円、利用者からお支払いいただいています使用料金を平均化した供給単価は、1 立方メー
トル当たり１０２円で、その差が約３０％、差額が３１円となり、一般会計からの繰入金が２億
８，８８２万円となっております。
繰入金のうち、赤字補填的な繰入基準外の繰入金が約１億２，３００万円ありますので、公
営企業の独立採算の建て前からいきますと、本来は自主財源で賄っていかなければならないも
のであります。
次に、３点目の人件費はすべて収益的収支に計上しているが、実際、資本的収支に係る部分
はいくらかとのご質問でございますが、本来、資本的な人件費は資本的収支に計上するべきで
ありますが、現状の工務担当の業務分担の比率から見ますと、専従の工事担当ではなく、維持
管理的な業務が主でありますので、資本的人件費としての計算はしておりません。今後、平成
２１年度から境川浄水場等の建設工事が始まりますと、専従で工事を行わなければなりません
ので、担当職員の人件費は資本的収支に計上していかなければならないと考えております。
次に、４点目の簡水・上水に係る基準財政需要額･交付税算定への算入額はいかほどかとのご
質問でございますが、平成１９年度普通交付税基準財政需要額の保健衛生費のうち、簡易水道
事業と上水道事業分は、一般会計出資債元利償還金の４５％の部分と、簡易水道事業債元利償
還金の１０％の部分と、簡易水道給水人口の部分で、２億２，１６３万１千円が算入されてお
ります。
使用料金改定につきましては、厳しい財政状況の中で、事業運営の健全性を確保できる料金
設定としなければなりませんが、住民生活に密接に関係する料金ですので、慎重に検討を進め
てまいりたいと考えております。
以上で答弁とさせていただきます。
○議長（中村善次君）
２問目の答弁を加藤市民環境部長。
○市民環境部長（加藤寿一君）
渡辺正秀議員の一般質問、ごみ処理問題についてお答えいたします。
最初に、ごみの収集指定個所の設置についてですが、本市では、ごみ減量５３％達成に向け
て、組成割合の高い「ミックスペーパー」
「その他プラ」をはじめとした分別品目ごとの排出日、
排出個所を定めております。
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現状の収集個所数ですが、排出回数の多い可燃ごみについては、市内全域で１，２５０カ所、
粗大ごみ１３２カ所、資源ごみ及びミックスペーパー、その他プラ１３４カ所となっておりま
す。これらの収集場所については、排出者の利便性を第一に考えており、従前からの排出個所
に加へ、地区要望に対しても現地状況等を考慮する中で対応しております。
今後においても、市民の利便性を優先した取り組みを最重要と考え、ごみの減量に結びつけ
たいと考えております。
次に、旧式の生ごみ処理機につきましてお答えします。
本市では、可燃ごみの減量施策の一環として、生ごみ処理機および処理容器に対し購入補助
制度を設けております。昨年度実績は電気式処理機９８台、処理容器については１５０個に対
して補助を行っております。
確かに旧式の処理機については消費電力も大きいと思われますが、現在、この件に対する対
応策は考えておりません。
しかし、夏場における取り扱いも含め、市ではボカシ製造事業として、生ごみの堆肥化へ向
けての拠点づくりをお願いし、市内全域に５０団体を超える組織の協力をいただいておるとこ
ろでもあります。また、バイオマスタウン構想の一環となりますが、モデル地区を設け、大型
処理機による再資源化事業の取り組みも行っており、これらの事業の積極的なＰＲを行いなが
ら、さらなる生ごみの減量に協力いただきたいと思っております。
次に、分別されたその他プラ・ペットボトルの処分につきましてお答えします。
これらは、資源ごみとして扱われており、笛吹市における昨年度の収集量は、その他プラ約
２５０トン、ペットボトル約１００トンとなっております。これらは、市での委託業者により
梱包、プレス処理がなされた後、容器包装リサイクル協会指定の専門処理業者に搬入されてお
ります。
その他プラについては、地盤安定材、梱包資材またプラスッチク製容器等となりますが、一
部のリサイクル不適物については、燃料として再出荷されております。なお、笛吹市では特に
汚れのひどいものについてのみ、可燃ごみの取り扱いとしておりますが、数量的にはわずかと
認識しております。
ペットボトルについては、ユニフォーム、カーペット等として再商品化されております。
なお、ペットボトルリサイクル推進協議会の平成１８年度年次報告書によりますと、収集量
が３６万１千トンであり、うち国内再商品化されているものが１８万９千トン、残りは海外で
の再利用とのことであります。
次に、カラスの増加に伴う、ごみ収集所との関係についてお答えします。
カラスによる農作物への被害対策としては、ＪＡや猟友会と協議し、早め早めの駆除や威嚇
による追い払いを行うとともに、有害鳥獣被害防止等設置補助金による、防鳥ネットの設置等
を農家に呼びかけております。
ごみ収集所との関係ですが、各地域での可燃ごみ排出日は週２回となっており、それぞれ排
出時間を設けております。カラス以外にも犬、猫等によるごみの散乱を防ぐべき対策として、
収集業者に迅速な収集依頼をしておりますが、地区によっては防鳥ネット等による対策を講じ
ているところあります。
引き続き、集積場所の清掃等、環境についての指導・助言を進めてまいります。

１００

次に、ごみ減量まつり、減量コンテストの実施ですが、昨年度においては、県主催によるボ
ランティア祭りの一環とし笛吹市環境フェアを開催し、ごみ減量コーナー、および不要品のバ
ザーを行い、リサイクル意識の啓発に努めました。
今年度においても、
笛吹市ボランティア祭りにおいて同様のごみ減量コーナーを設けました。
また、広報誌等を通じ、ごみ減量アイデアの募集等についても引き続き行っていき、今後もな
お一層の継続的な普及啓発に努めてまいります。
以上で答弁といたします。
○議長（中村善次君）
再質問を許します。
渡辺正秀君。
○１４番議員（渡辺正秀君）
再質問をいたします。
ただいまの答弁で、配水池で受け取る琴川の水の単価が１１５円５０銭、日量７，２００立
方メートル、年間で２６２万８千立方メートルとなり、３億３００万円の受水費を要するとい
うことであります。それは笛吹市水道料金を１立方メートル当たりコストで、３０円ほどアッ
プするということになると思います。あまりにも高い水であります。
日本共産党は、ダム建設の計画時点からこの計画に反対し、笛吹畑かんの大量な余剰水が発
生することが明確になった１９８０年の後半から、笛吹畑かん余剰水の上水道への用途変更を
求めてきました。２０００年１１月２日には、独自に農水省交渉を行い、これには私も参加し
ました。余剰水を上水道に用途変更することは、国として何ら支障がない、全国的にも行われ
ていることだという回答を得ました。この回答を同年１１月１３日に県に伝え、関係自治体に
も伝えて、琴川ダム計画の撤回・中止を強く求めました。
しかし、県は笛吹畑かん余剰水の上水道への用途変更はできないと耳を貸さず、関係自治体
にダム建設負担金や責任水量の契約を求め、その契約後に笛吹畑かんの用途変更を認めるとい
う挙にでました。
私の言葉で言えば、これはちょっとひどいやり方、語弊があるかもしれないけれども、私の
感覚では詐欺的な手法ではないかと思っております。
県の責任は大きく、笛吹畑かん余剰水利用との差額は県負担とすることが当然であり、その
ように県に要求すべきだと思います。見解を伺います。
２つ目に、本来、基本的な人件費は資本的収支に計上すべきであると答弁がありました。
平成１８年度決算で水道会計の建設事業費が４億２，２３１万円、簡易水道会計の建設事業
費が４億９，６８３万円で、合計建設事業費９億１，９１４万円であります。この膨大な事業
に関して、これにかかわる人件費は大きいと思います。現に多くの職員が建設事業に携わって
おります。この人件費を資本的収支に計上せず、収益的収支に計上し、見かけの水道料原価を
引き上げています。水道料金検討に際しては、この人件費を控除すべきではないかと思います
が、これについての見解を伺います。
３つ目に、赤字補填的な繰入基準外の繰入金が約１億２，３００万円、一方、交付税算定へ
の水道関係の算入額が２億２，１６３万円という答弁がございました。
しからば、交付税算定の算入額２億２，１６３万円をそのまま水道会計に繰り入れて、大幅
引き上げを避けるべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
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水道料金問題については、以上３点を伺います。
次に、ごみ処理問題についてですが、第１番目の収集場所の設置、特に成田地区で１キロメー
トルもあるということに対して、これについてどうするかというお答えがございませんので、
明確な答弁をお願いしたいと思います。
それから、生ごみ処理機について、補助金を出している事業について、さまざまな原因が生
じているだけに、その評価はきちんとなされ、継続されるべきだろうと思うわけですが、その
点についての現時点の評価を明確に述べて、補助金の有効な利用を図っていただきたいと思い
ますが、この点について伺います。
それから、カラスの害についてでありますが、私どもも見に行きまして、カラスが集まって
突付いている姿を見ております。この点について、もっと積極的に防鳥ネットを農家のほうで
はなくて、ごみのほうにもきちんとするとか、あるいは、ごみステーション化するというよう
なことでないと、カラスの餌が豊富でございますので、その対策をどのように取るか、再度質
問いたします。
以上でございます。
○議長（中村善次君）
当局の答弁を求めます。
梶原公営企業部長。
○公営企業部長（梶原清君）
渡辺議員の再質問でございますが、１点目の、笛吹畑かん余剰水との差額は県負担とすべき
ではないかというご質問でございますが、
山梨県への要望につきましては、
平成１９年８月２９日
に笛吹市長、山梨市長ならびに甲州市長の３市長名で、山梨県知事に対しまして、財政支援に
ついての要望書を提出いたしました。
要望の内容につきましては、平成２０年度より峡東地域広域水道企業団から受水費の支払が
発生し、水道料金に多大な負担を与え、水道事業経営にも大きな影響が出る状況ですから、受
水費に対して、財政支援についての要望書を出してお願いした経緯がございます。
山梨県からの回答につきましては、既に県からは峡東地域広域水道企業団に対し、補助金交
付要項に基づき補助してあるとのことであり、受水費に対する補助は現行の制度の中では困難
であるとの回答でございました。
それから、２点目の資本的支出に係る人件費も収益的支出に計上されているが、原価計算か
ら控除すべきではないかという質問でございますが、本来、資本的支出に係る人件費は資本的
収支に計上すべきでありますが、先ほどの答弁で申し上げましたとおり、現状で業務分担を見
ますと、維持的業務、管理的業務が主であるということで、今後、大掛かりな建設工事が始ま
りますと、資本的収支に係る人件費は資本的収支のほうへ計上していかなければなりませんの
で、そのような方法で行きたいと思っております。
それから、３点目の交付税算入額の繰入をすべきではないかという質問でございますが、交
付税算入額につきましては、一般会計出資債元利償還金の部分と簡易水道事業債元利償還部分
が主でございまして、赤字補填分ではなく、繰入基準による繰入金と解釈していますので、ご
理解いただきたいと思います。
以上、渡辺議員の再質問にお答いたしました。
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○議長（中村善次君）
２問目の答弁を加藤市民環境部長。
○市民環境部長（加藤寿一君）
それでは、渡辺議員の再質問にお答えいたします。
まず、
１点目であります収集場所の設置について、
特に成田地区ということでございますが、
先ほど答弁で申し上げましたように、生ごみにつきましては１，２５０カ所と非常に多くの個
所がございます。基本的には、それぞれの行政区の申請等、実態を見ながら対応して設置をし
ているという状況でございます。
それから、ごみの収集、あるいは管理棟につきましても、各行政区、あるいは環境指導員さ
ん方のご協力をいただきながら、やっていただいているという現状がございます。そういう意
味で、例えば、地域によって収集個所を増やしてほしいということがありましたら、当然私ど
もは対応してまいりますので、そのへんは実態に応じて申し出等を受けながら対応してまいり
たいと思っております。
それから、生ごみ処理機の評価でございますが、これにつきましては、先ほど、昨年９８台
というお話を申し上げました。これは生ごみを堆肥化して再利用しようという基本的な考え方
がございます。そういう意味で、生ごみ処理機を購入して、手数をかけながら処理していただ
いている方につきましては、ごみの減量、あるいは、その再資源化に努力をいただいているも
のと、そういうように評価をしております。
それから、カラスの被害、防鳥ネットでございますが、これにつきましては、先ほど申し上
げましたように、収集個所が１，２５０と非常に多いということがございます。それから、一
部ではカラスの被害ということもあると聞いてはおりますが、
実は工夫をしていただきまして、
例えばビニールシート等、そういう代替えのものもあるかと思いますので、ぜひそのような工
夫をしながら、カラス等の被害から守っていただくという努力をお願いしたいと思います。
それから、ごみステーション化でございますが、現在、１，２５０カ所と大変多くの個所で
生ごみを収集しております。これはステーション化という考え方ではなくて、それぞれ収集個
所を増やして対応していきたいという考え方で、こういう方式を取っているものでございまし
て、ごみステーション化の場合については、もっと収集個所が減って、そこへ集めていただい
てやっていただくというような考え方だと思いますが、基本的には収集個所が多い中で、近く
に置けるというようなことも考えて収集しているということでございますので、そういう考え
方で、現在は、ごみステーションとしてそれぞれの地域に設置していくという考え方は持って
おりません。
以上でございます。
○議長（中村善次君）
渡辺正秀君の一般質問は持ち時間が終了しました。
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。
６番、亀山和子君。
○６番議員（亀山和子君）
水道のところで２点と、それから、ごみのところで２点、関連質問をさせていただきます。
水道のところですが、平成２１年度から境川では笛吹畑かんの余剰水を利用して浄水場が建
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設されることになっておりますが、その浄水場の建設費はおおよそいくらくらいを予定してい
るのかということと、必要な金額に対して自主財源をどの程度見込んでいるのか、また、コス
トにどの程度影響するのかということを１点質問いたします。
笛吹畑かんの水を利用するということは、琴川ダム利用よりもよっぽど安く済みますし、ま
た、笛吹畑かんの水のほうがよっぽど良質だというようなことを聞いております。
やはり一層の良質な水の供給とコストダウンに、
ぜひとも努めていただきたいと思いますが、
その点についての見解を伺います。
あと、ごみの問題ですが、昨日の代表質問でもかなり観光行政について、いろんな提案があっ
たり質問があったところです。
産業観光部長にお聞きしたいのですが、特に私は、温泉通りというのでしょうか川中島の通
りを通ることがありまして、あの辺の人たちはお客さん相手の小さなスナックだったり居酒屋
だったりする人たちが、朝早く、たぶん夜中のうちに自分たちのお店が閉まった後、生ごみを
出すんだと思うんです。ごみの出し方、時間を守るということを徹底するということも基本的
に大事なことだと思いますが、やはりそういう仕事をしている人たち、そういう商売をしてい
る人たちは、結局、自分たちの仕事が終わった、午前１時か２時か３時ころに出すんだろうと
思うんです。そうすると、もうすごいんですね、カラスが。カラスとネコだと思いますけれど
も。大変生ごみが道路いっぱいに散乱しているという状況がよく見られるんです。せっかく観
光客の皆さんが、
おいしい旅館のお料理を食べて、
いいお風呂に入って癒されて良い気分になっ
て朝帰ろうとしたら、カラスが食い散らかした生ごみの散乱したところを見ながら帰るという
のでは、それはイメージダウンにつながることですので、例えば、産業観光の予算で、せめて
観光客が目にするところに小奇麗なごみステーションを造るということができないのか、とい
うふうなことをぜひ観光対策として考えていただきたいと思っております。その点の見解を伺
いたいと思います。
あと、カラスの被害のことですが、これはごみ問題とも関係するのですが、これも産業観光
部長に伺いたいのですが、特に中山間地のところでは大変カラスの被害が大きいということを
伺っております。個人的に防鳥ネットを張ったりとか個人的な対策は、もちろんしているとこ
ろですが、でも、どうしてもやりきれない部分があるのではないかと思っております。例えば、
イノシシとかサルの被害の状況については、どのくらいの被害があるのかということはよく調
査しているみたいですが、その鳥の被害のことについても、ぜひとも被害状況が年間どのくら
いになるのかということを調べていただいて、対策を講じていただきたいと思っております。
以上です。
○議長（中村善次君）
梶原公営企業部長。
○公営企業部長（梶原清君）
亀山議員の関連質問でございますが、境川の浄水場の建設費の予定はいくらかということで
ございますが、今の金額ですと、総事業費で１４億円くらいを見ております。
それから、財源につきましては、国庫補助を３分の１、一般会計の出資債を３分の１、上水
道の企業債を３分の１ということで、今予定しているところでございます。
それで、コストにどのくらい影響するかということでございますが、手持ちの具体的な資料
がありませんので、
コストについては、
また次の機会に何かあったら報告したいと思いますが、
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よろしくお願いします。
それから、水質の問題ですが、笛吹畑かんの水質もだいぶ良いという、今質問内容だったわ
けですが、笛吹畑かんにつきましては、今年も台風でだいぶ濁りが入りまして、一部使ってい
る部分があるわけですが、通常では考えられない濁度、数字的には１５とかという濁度がでた
わけですが、１週間くらいずっと濁りまして、一部使っている部分については浄水装置が故障
しまして修理をした経緯がございまして、今回の境川の浄水場につきましても、当初は急速濾
過ということで予定していたわけですが、今年の夏の台風でだいぶ濁度が上がりまして、コン
サルにも相談したところ、濁度がひどいということで当初の急速濾過をマクロ化に変更をいた
します。その関係で若干事業費も上がるわけですが、そんなことで水質については、当初予定
していた以上に濁度も多いということでございますので、そんな関係で若干事業費の関係に影
響が出ます。
そんなことで、関連質問の答弁とさせていただきます。
○議長（中村善次君）
保坂産業観光部長。
○産業観光部長（保坂利定君）
亀山議員の関連質問にお答いたします。
居酒屋、スナック等々、ごみの持ち出し時間等で大変観光客に対してマナーが悪いというこ
とでありますけれども、私どもにすれば、市民すべての心の持ち方ということで、まず、おも
てなしの心を持っていただきたいというのが、本音であります。居酒屋、スナックは企業系の
一般廃棄物のごみの感覚だと、私は認識しておりますけれども、観光客の目につかないような
ステーションのあり方等々を含めまして、関係機関とよく協議しまして、おもてなしの心を大
切に今後事業推進を図っていきたいと考えております。
鳥獣被害のカラスの関係ですが、今日も山日新聞紙上でカラスは黄色が嫌いらしいと。ごみ
袋を黄色にしたところ、非常に被害が少ないということがいわれています。カラスの農作物に
対する被害等につきましても、イノシシ、クマも鳥獣害すべて含めまして、猟友会等を含めま
して対策を検討していきたいと考えております。
○議長（中村善次君）
関連質問を終わります。
暫時休憩します。
再開を１１時１５分といたします。
休憩

午前１１時０４分

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
再開

午前１１時１５分

○議長（中村善次君）
再開します。
質問を続けます。
４番、山本富貴君。
○４番議員（山本富貴君）
笛政クラブの山本ですが、ただいま議長の許可を得ましたので、通告に従いまして、２問を
質問させていただきます。
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第１問は、本市の観光開発についてであります。
私どもの笛吹市は、半世紀ほど前に湧出した石和温泉を拠点とする、石和・春日居温泉郷の
およそ６４軒のホテル・旅館を拠点としての観光から本市の開発は進んできたというわけであ
りますが、ここに数字が挙がっていますように、当初はほとんど観光客は宿泊して帰るという
のが通常でしたが、最近は、この数値に見るように、１４年ころは２８．６％と、いずれもこ
の数値は市の総合計画にあるデータ集という中から拾い出したものでありますが、約３割は宿
泊していた。それが１７年となると１８．９％と２割を割るようになってきている。いわば今
のこの温泉地帯は通過地点として、ほとんどがよそへ宿泊するか、あるいは、県外のほうへ行っ
てしまうのではないかというような状況のようであります。
観光客数は３５０万人からという数字でありますから、
今度の市の新しい開発計画の中でも、
１８年は３６０万人くらいという目標が出ております。
年々、観光客数は増えても、夜泊まるお客さんは少なくなっているということから、最近、
ホテルや旅館の経営者なんかも、この石和温泉郷には観光施設的な目玉がないということをよ
く聞くわけであります。
そうした中にありまして、私はかねてから、先日火事になってしまった大蔵経寺山があり、
この山が２４年ほど前から笈形焼きを始めたということで、私どもは昔から笈形山と言ってい
たわけですが、地元の岡神社では、これをまた御室山とも言っているわけです。１つの山に３つ
の名前があるという、珍しいといえば珍しい山でもありますが、あの山の頂上は、ご覧のよう
に三角に尖っている山ではありませんから、平たい山です。頂上はかなり広いわけです。です
から、あの山の頂上ヘ登って展望を見れば、東は大菩薩の麓から本市はもちろん、昔で言う南
巨摩、
中巨摩それから北巨摩の一部も眺望できるわけでして、
３６０度とまではいきませんが、
２００度くらいはずらっと見えるわけです。その頂上には昔から武田軍団の、のろし台の跡が
あったり、また、昔から私どもの地域では、あの山の朝日さす夕日輝く丘の上という場所に、
武田軍団の埋蔵金が隠してあるというわけで、以前から地域の人たちは、埋蔵金目当てに掘り
に登ったということが何回もありますが、いまだに掘られたということがないわけです。今で
も眠っているという宝の山であり、そうしたロマンも潜んでいる山であります。
ぜひ、あの山の開発をというわけですが、それには鎮目のスポーツ広場のほうから、約５メー
トル幅の農道が２．５キロメートルほど入っていて、鎮目山地を迂回しているわけですが、そ
の農道を利用して、途中から見れば、これは私の目測ですが、１５０メートルか２００メート
ルくらいのケーブルを架ければ、山の頂上ヘは登れるというところがあるわけです。
ぜひとも、この辺から頂上ヘケーブルを架け、その鎮目山地の５メートル道路は観光バスも
入れますから、そうした点で誘客の施設を造ることが、それこそ石和温泉の目玉の施設になる
のではないかと。
頂上ヘ上がれば盆地の景色だけでなく、
富士山も３合目辺りまで見られます。
さらに夜の光景などは、神戸の六甲山ではありませんが、１００万ドルの夜景どころか１千万
ドルの夜景という状況が眼下に見えるわけです。甲府市なんかは本当にすぐ真下に見えるわけ
です。
そういう場所でありますから、
ぜひとも、
このもてなしの心を石和温泉に植えつけるならば、
あの山の頂上が最高のもてなしの場であると、こういうふうに思うわけであります。
それから、もてなしということで、私が質問通告した後で得た情報で申し訳ないですが、私
が平成１７年３月議会で提起した「ワイン特区」という、手作りワインの特区はどうかという
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提起をしておいたところ、今年の国会の中で、ガソリンだけが騒がれておりますが、関連法案
の中に酒税法の改正がありまして、今年からはワインが搾れるという話があるそうです。私も
そんなことを聞いたものですから、早々に、申告ついでに山梨税務署へ行きまして確かめまし
たところ、今度、一農家といいますか、一事業所で２キロリットル、４合ビンのワインのビン
にして２，７００本が搾れるようになりますと、税務署でもこの法案が通り次第、管内で説明
会を開いてそれを周知したいと。ただし、ただし書きが付いているわけです。
「ただし、そのた
めには、この笛吹市がワイン特区の認可を受けていなければ駄目です」と、そういうことを言
われたわけです。
そのへんにつきまして、これからワイン特区の申請をすれば、早ければ今年の秋くらいに認
可が取れれば、今年のブドウから搾れるということになりますが、そのへん、ケーブルとワイ
ン特区について、ぜひ市長の答弁をいただきたいと思いますが、よろしくお願いいたします。
それから、第２点の遊休農地の問題についてであります。
この遊休農地の問題は、これまでも議会ごとに、どなたかの議員さんがそれぞれ議論をして
きたわけですが、なかなかうまい知恵はないといいますか、遊休農地は広がるばかり。この数
値もやはり市の開発計画の中で拾った数字ですが、農家の戸数は毎年毎年減るばかり、一方、
後継者も減るばかり。そういうことになれば、農地が捨てられていくといいますか、放置され
て草ぼうぼうになってしまう。特に私ども春日居のほうの中山間地の多いところは、３年も経
てばもう林に戻ってしまうわけです。いかにしてそういうものを救うかと、私もいろいろ具体
的にどうすればと思うわけですが、私の近所でも、今年も３人ほど山地の畑は捨てた人がいま
す。捨てた人はそれでいいですが、捨てた後にも木があり、そうした木に花が咲けば実がなり
ます。それに今度は病害虫が寄ってくる。そうすると今度は、その周辺の畑までが大変な被害
を受けてしまうというわけであります。
いかにしてこれを救ったらいいかと、私が思うには、市がそうしたことに対する条例化をし
たらどうかと思うわけです。例えば、放置をする人は、少なくとも成木なりは切って捨てると
か、その程度のことはお願いすればやってもらえると思いますが、さらにもう１点踏み込むと
すれば、そうした放置する農地を借りる人もいるわけです。例えば、平地だったら大体桃で、
１０アールで６～７万円が今の農地銀行などが斡旋している金額であります。
今、やっている人たちが何とか作ってくれと言われても、作るほうも手いっぱいの中で、親
類だからしょうがないというようなことで、借りるようになるわけですが、今の桃の相場から
言えば、そんなに儲かる農業ではないわけです。手いっぱいの中で、さらにやらなければなら
ない。そうした場合の６万円なり７万円なりの半額でも、市の例の市民活動支援政策の中の資
金で、そうした人たちに補助してあげたらどうかと、そういうことを含めた条例。
さらに、もう１つ言わせてもらえば、今、中山間地には１０アール、２００、３００円の直
接払いの補助金がきております。その補助金は、言っては悪いですが、荒れ畑にしてある人た
ちにも昔申請してあればそのまま給付されているわけです。そうしたものを何とか地主さんに
話をしていただいて、そうした直接払いをプールして、またそれをボランティアか何かの団体
に融通してあげて、その作業の日当に充てると、そういうようなことをしていけば、荒れ放題
の畑に対しても、何らかの復旧といいますか、これ以上荒れない畑が残っていくのではないか
と、こんなふうに思うわけでありますが、そうした救援策なんかを市のほうとしても考えられ
るかどうか、その点をお伺いしまして質問を終わります。
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○議長（中村善次君）
答弁を求めます。
１問目、２問目とも、答弁を保坂産業観光部長。
○産業観光部長（保坂利定君）
山本富貴議員の一般質問、本市の観光開発についてお答えいたします。
大蔵経寺山の中腹から眼下を見下ろすと、清流笛吹川の流れや、御坂山塊の間よりのぞく雄
大な富士山を眺めることができる、すばらしい眺望があります。
昨年、地元石和の自治会４区により、桜やモミジの苗木２４０本の植林が行われ、今年も苗
木の植林が地元要望にて予定されております。
また、都市計画マスタープランにおいては、緑化保全区域になる方向で進んでいます。
同時に、
「山梨百名山」の１つに数えられており、ハイキングコースとして、徐々にではあり
ますが整備も進み、登山客からの問い合わせも多くなりつつあります。今年度、トレッキング
ガイドマップの作成や、トレッキングガイド養成講座を行い、環境のみならず人材の育成も積
極的に取り組んでいるところであります。
旧石和町時代に北山開発と銘打って開発計画を行った経緯もありますが、当時は崩落の危険
があるとの調査結果を受け頓挫いたしました。ケーブルカーの設置についても、地理的にも急
斜であり、施工にも費用や日数を要すると考えられます。観光の柱となり得る資源であります
ので、現状の市政状況を踏まえた上で、民間活力主導での検討をお願いしたいと考えておりま
す。
次に、遊休農地の対策についてですが、農業生産の資源である農地は、農業経営として利用
されるのが望ましいものであります。市では、近年増加傾向にある遊休農地への対応として、
貸し借りに係わる利用権の設定の促進のため、１０アール当たり３万円から最高８万円の奨励
金を支給しております。
また、荒廃された農地を復元しての利用権の設定につきましては、さらに復元にかかわる経
費として、１０アール当たり２１万円を限度に補助措置を講じており、平成１７年度に１．９ヘ
クタール、１８年度に２．５ヘクタールの実績を上げ、今年度も２ヘクタールの予算で取り組
んでおります。
また、遊休化が特に心配される中山間地につきましては、中山間直接支払い制度で、集落単
位での農地等の維持管理を図る展開を、市内３２地区で実施しております。
今後も中山間地に適した省力作物の検討や、交流・体験農園等をはじめ、農業者以外の多様
な人材との協力のもと、さまざまな方策を検討する必要があると考えられます。
昨年３月に策定した遊休農地解消活用推進プランの事業展開に向けて、関係機関との連携を
図り取り組んでいきたいと思います。
次に、周囲の畑に害を及ぼす遊休地の成木への対応についてでありますが、所有地の管理に
ついては周囲に迷惑を及ぼさないように、所有者自身が適正に管理すべきものであり、市に連
絡をいただいたものにつきましては、現場を確認して所有者に連絡をとり、対処をしていただ
いております。
ご指摘の件でありますが、今後、遊休農地対策として、その適正な管理のあり方とその利用
に関し、新たなルールづくりが必要なのかどうかも含め、広く関係機関で検討したいと考えて
おります。
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以上で答弁といたします。
○議長（中村善次君）
ワイン特区についての答弁を荻野市長。
○市長（荻野正直君）
ワイン特区が追加質問に入ってきたわけですが、ワイン特区につきましては、情報をいただ
いておりましたから、既に今検討させていただいております。
現在、ワイン特区を笛吹市、峡東地区は受けているわけであります。しかし、内容がちょっ
と違っておりまして、企業が普通の農家の土地を借りてブドウの生産をしていいという、こう
いうワイン特区を今受けているわけです。しかも、このワイン特区の経過は、県のほうの主導
でやっていただいたという経緯がございます。
今度は、搾るほうでございますが、この特区につきましては、今２キロリットルというふう
な、本数にすると約２，７００本くらいになるわけでありますが、いわゆる自家消費、自分の
ところで消費する分について搾っていいと、こういうことだと認識いたしております。
したがいまして、この搾るほうのワイン特区につきましては、県でやるか、市でやるか、こ
のへんについてもこれから検討していきたいと思いますが、基本的な方向としては搾れるワイ
ン特区も、笛吹市としては特区に指定していただきたいと、こう思っておりますから、よろし
くお願いしたいと思います。
以上です。
○議長（中村善次君）
再質問を許します。
山本富貴君。
○４番議員（山本富貴君）
第１点の、ケーブルカーの問題ですが、以前にもそういう話があったということは、石和町
時代に大月の業者で金はいくらでも出すというような人がいたそうですが、それとは、当時の
石和町の計画とすれば、
おそらく石を切り出したあの辺をということだったかもしれませんが、
私の提案するのは、裏側へ回って鎮目山地の固い地盤へという話、みんなのそういう声があり
ます。裏から登って頂上でパッと開けるという、この観光的な個所というのは見逃せないので
はないかと。幸い５メートルの道路があるという。それから、ただいま部長のほうからは、民
間活力でというお話ですが、例えば、山梨市が万力山地をあのように立派に観光メッカに開発
したのも、最初は市が中核となって第三セクター方式でやったと。やはり中心になる存在がな
いと、民間活力をと言っても、どこでどうすればいいのか。では、どこか企業を探し歩いて「ど
うだい」という話になっても、そういう話になるととても、私ども田舎に住んでいるものには
情報もないわけでありますから、ぜひそのへんも第三セクターというような方式を考慮願いた
いと思うわけであります。
これは要望ですから、今すぐどうこうできる問題ではありませんから結構なんですが、もう
１点の遊休農地の問題について、今年の市民活動を応援しますという、広報２月号の中で、市
民活動に申請した団体が、採用１１事業、また不採用が２つ、ボランティア団体が５つという
ように入っていますが、この中を見たところ、農業関係としては、この不採用になっているボ
ランティアの遊休農地活用による都市住民との交流というような題目の申請があったわけです
が、不採用になった理由がここにはっきり、団体組織、収支内容が不明確、事業内容に具体性・
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計画性がないという理由でありますが、これについてもう少し、どこのどういう団体が申請し
たのかお伺いいたします。
以上、再質問といたします。
○議長（中村善次君）
答弁を求めます。
保坂産業観光部長。
○産業観光部長（保坂利定君）
山本議員の再質問にお答えいたします。
基本的には、春日居町鎮目地区からの５メートル道路を活用しての拠点整備事業ということ
でありますので、私どもは特に費用対効果と財政状況等を勘案しながら、今後、石和・春日居
温泉郷の拠点整備として利用できるような、
例えば、
遊歩道の設置あるいはハイキングコース、
特にトレッキングに適しているかどうか、現地も確認させていただきながら、今後の研究課題
にぜひさせていただきたいと考えております。
以上です。
○議長（中村善次君）
２問目の答弁、加藤市民環境部長。
○市民環境部長（加藤寿一君）
山本議員の再質問にお答えいたします。
今、お話しがありました地域振興基金の運用益の活用の不採用団体の件でございますが、採
用が１１団体ございました。採用するにあたりましては、いくつかの要件がございまして、ま
ず５人以上の団体であること。あるいは組織にはっきりした目的と趣旨等がはっきり確認でき
ること。それから、その実施により効果が確実に見通せるという、そういう観点から審査をい
たしました。
今、お話しがありました団体につきましては、どこの地区ということは、ちょっとはっきり
覚えておりませんけれども、５人以上の団体で組織されて、なおかつ目的がはっきり実現でき
る見込みがあるかどうかということを審査委員会、内部ですが、審査委員会で審査をいたしま
した。その中で大変熱心にお話しをされて、取り組み自体はまったくいいわけですが、例えば
５人という人員の中に、それを応援する方が不明確であったということがございます。これに
ついては、再三その部分について事務局サイドで、もう少しはっきりとその部分を出してほし
いというお願いをしたのですが、それを審査までに出してこなかったということがございまし
て、今回は不採用にさせていただいたということでございます。趣旨については、まったく今
回の地域振興基金の考え方に沿ったものでありました。ということでございます。
以上でございます。
○議長（中村善次君）
再々質問ございますか。
（
「ありません」の声あり）
以上で、山本富貴君の一般質問を終了します。
関連質問を許します。
１３番、海野利比古君。
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○１３番議員（海野利比古君）
それでは、山本議員の質問に関連してでございますが、大蔵経寺山の開発に絡む話でござい
ますが、山本議員は、大蔵経寺山の東側の斜面の話を今申し上げたのですが、私は南側という
か西側の斜面、こちらから見ると崩落防止のコンクリートのあるすぐ下のほうに、先日２３日
の土曜日でございますが、旧石和地区の山岸、松本、駅前、山崎の４区の皆さん、約３００人
が出て桜を５００本ほど植樹いたしまして、１０年後、２０年後に桜の山にしようという、今
地域でも取り組みが進んでいるということも皆さんにご報告を申し上げながら、笛吹市北部の
開発の目玉をどうしても石和温泉駅に北口をほしいという気持ちが、桜を植えながらも、あの
山から見ますと、ちょうど真下に駅を見るというような状況がございまして、その駅の本当に
線路脇に今も、
石和町立の時代からございますが保育園がございまして、
非常に狭い道を朝晩、
保護者が自主規制の一方通行をしながら送り迎えをしているという、惨状と申し上げてもいい
くらいな悲惨な状況で、保護者が送り迎えをしている状況が続いております。
それらも含めた中で、最近など表のほうがだいぶ仕上がってまいりましたので、区画整理が
終わり、市長のお話の中にもございましたとおりに、駅舎の改築計画も本腰を入れて始まると
いうことでございますので、南側と北側と両方にロータリーがありまして、どちらも南は国道
２０号線から直進で駅へぶつかる道が１本、それから、北が１４０号から直進で駅に、ロータ
リーに入れるような、そういう笛吹市の北部の開発の目玉として、なんとか石和温泉駅の北口
開発に手を付けていただければありがたいと、地域住民もわれわれも望んでいる形だと思いま
す。
ぜひ、これからますます財政が厳しくなるとは思いますが、こういう夢のある開発をやれる
のは、やはり行政が主導して、先ほど山本議員が申しましたように、最終的には民間活力を導
入した中での開発が必要になってくるとは思いますが、やはり先鞭を付けるのが地方自治体で
ある笛吹市にお願いをしなければ前へ進まないのかなと、ぜひ機関車の役をしていただけるよ
うなことをお考えいただけないかということで、関連質問をさせていただきました。
できたら、市長のご答弁をいただければありがたいのですが、希望的観測でも結構でござい
ますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。
○議長（中村善次君）
市長、荻野正直君。
○市長（荻野正直君）
ただいま、海野議員のほうから、石和駅の北口に開発をしたらどうかという、こういうご提
案をいただいております。
これにつきましては、以前にも何人からか質問をいただいております。また、地域の方から
も要望もいただいております。
現在、駅周辺、駅舎を含めて、さらにどう開発していくかということが１つのテーマになっ
ております。費用対効果等考えながら、この点についてもご要望をいただいておりますから、
検討させていただきたい、かように考えております。
以上であります。
○議長（中村善次君）
再質問ございますか。
（ な し ）
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以上で、午前の部は終了したいと思います。
再開を午後１時３０分といたします。
休憩

午前１１時４８分

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
再開

午後 １時３０分

○議長（中村善次君）
再開いたします。
一般質問を続けます。
９番、大久保俊雄君。
○９番議員（大久保俊雄君）
笛政クラブの大久保でございます。
議長の許可をいただきましたので、質問させていただきます。
国においても２００７年度補正予算が成立し、約１兆８千億円の追加歳出には、高齢者医療
の負担増凍結や農業支援などの経費が計上されました。次の衆議員選を見据えた与党側からの
歳出増圧力に配慮し、補正がばらまきの受け皿になった格好で、改革逆行色が濃くなっており
まして、年明け早々からの株価大幅下落、急激な円高、食品への薬物混入事件等、足元の景気
の不透明感も重なり、難しい経済財政運営を迫られております。
国民本位、生活本位の予算なのか、改革が続くのか否かを市場は注目しているにもかかわら
ず、そこへの答えはまったくなく、来年度予算審議も今後の舵取りを明確にしない限り、いよ
いよ政府への信頼は揺るぎます。
本市においても、新年度当初予算策定にあたり、荻野市長率いる笛吹市、市民本位の施策が
実現されることを強く希望しつつ、以下、質問いたします。
まず、１点目、教育問題について伺いますが、学習指導要領の改定作業を進めている、中教
審教育課程部会は、約３０年ぶりに小・中学校の授業時間を増やして、ゆとり教育を転換する
審議のまとめを過日、答申しました。
さらに、２月１５日には、改定指導要領の改正案が発表され、間もなく改定指導要領が告示
されますが、その基本的な考えは、①知識を習得し活用する力を確立するための授業時数の確
保。②改正基本法、教育基本法を踏まえた伝統や文化の尊重、国を愛する態度の徹底。③学習
意欲の向上を取り上げておりまして、これらを実現するために、小・中学校での主要教科を中
心に授業時数を増やしたほか、小学校での英語活動や中学校体育での武道必修は、最終的には
生きる力の育成が教育の目標であると盛り込んでおります。
さらに、１月３１日には、教育再生会議において、三次にわたる提言を求めた最終報告を首
相に提出しました。
教育の行方に対する国民の関心が極めて高い中で、その報告は六・三・三・四制の弾力化な
ど９項目に及び、国、地方公共団体、学校での実施状況を評価し、実行性を担保するシステム
の構築の必要性を指摘し、その際欠かせないものは教育の分権と多様化の視点であると言及し
ております。言い替えますと、教育制度や内容の多くは国が定めるべきだとしても、なるべく
規制を緩め、地方や学校現場がより創意工夫を凝らし、さまざまな試みを打ち出せる仕組みに
改めていく必要があり、また、法改正により副校長とか指導主任等の役職を新設することも可
能になりまして、いわゆる文科省、教育委員会、学校の上意下達システムを見直す時期である
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と結んでおります。
さらに、過去行われた全国学力テストにおける分析では、学校が立地する地域の社会経済的
状況が、子どもたちの学力形成に及ぼす影響は、思いのほか大きい。また、学校の学力向上の
取り組みは、学校区の地域性や家庭の階層的背景の影響を受けざるを得ない。すなわち地域間
格差、地域内格差、階層間格差の拡大を懸念しております。
そこで、まず伺いますが、それらの答申を受けまして、笛吹市におけるその基本となる「生
きる力」の育成と「言語力」
、とりわけ英語力の向上のためにどのような方針を取るつもりで
あるか、お聞かせください。
世界中で英語が共通語となりつつあり、私どももドイツ、フランスで、その母国語を話せな
くても英語で意思疎通ができることを過日、身をもって体験しましたし、英語というものが受
験のためのツールでなく、政治の究極の目標である世界平和実現のためにも、国民・市民レベ
ルで相手を理解するためには必要ではないでしょうか。
次に、良質な教育の保証のための学校評価について伺います。
広島市では、２００３年度から全市立学校を対象に自己評価を導入し、２００５年度からは
自己評価の信頼性、客観性を高めるための外部評価も実施しております。
各学校は、校長の示すビジョンに基づいて学校経営計画を作成し、その計画に沿って教育活
動を展開し、その具体的な努力指標や成果指標を具体的な数値目標に掲げることにより、その
結果、教職員同士、あるいは保護者と教職員がデータに基づいて対応できるようになったこと
で、組織内の自助能力の向上と教師の指導力の質的な向上につながった実態例も多く報告され
ております。
本市における学校評価に対する今後の所見をお伺いしたいと思います。
次に、学校の活気を目指し学校の改善につなげる手段として、保護者の学校への参画意識を
高める方法があります。いわゆるＰＴＡ活動のあり方ですが、ＰＴＡ活動は、その最終目標が
子どもたちの就学を支援する活動であり、選出されたＰＴＡ役員の方々がすべての実務や諸活
動を担うのではなくて、あくまでもその取りまとめ役であり、行動するのは親御さん一人ひと
りであります。
ＰＴＡ活動の歴史を見ましても、
昭和２１年に日本国の民主的改革を進めるために来日した、
米国教育施設団により推進され、昭和２３年までに全国的に結成され、教師と保護者が対等な
立場で教育環境の整備をすることを目的に、
全国各地にたちまち広がっていったのであります。
このように戦後の学校教育を立て直すために、自ら考え行動することで大きな役割を果たし
てきたＰＴＡ活動でありますが、現在、学校や子どもを取り巻く環境は、少子化とか核家族化
や共働き世帯の増加などで著しく変化し、ＰＴＡ役員の方々の発言や行動を見ていますと、そ
の活動の根本的な部分に問題が生じていると思われる部分があります。
本来は、自立的に児童・生徒の健全な育成を図ることはもとより、家庭教育、地域教育と、
いわば学校・家庭・地域のそれぞれの懸け橋となるべき公共性の高い社会団体であり、ＰＴＡ
活動自体の社会的要請もますます高くなってきております。
しかし、現在、ＰＴＡ活動は学校の後援会団体であるという、とらえ方をする保護者も増え
ており、期待は持つものの、ＰＴＡ活動に対して人任せ、あるいは学校任せ、学校ですべての
教育をしてくれる。親としての教育責任を忘れているケースも増えており、すべてを苦情の対
象にするモンスターペアレントという言葉さえ最近、耳にするようになったわけであります。
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また、ＰＴＡ活動を母親任せにしているご家庭も増えてきたのではないでしょうか。家庭事
情や仕事との調整によるところ大ではありましょうが、父親のＰＴＡ活動の参加率が低いこと
で、参加した男性に役職が集中、役職を良かれと思い受けたことで、逆に家庭内のもめごとに
なったという、笑うに笑えない話まで耳にしております。
また、上部組織でもある市Ｐ連等の役員も旧町村持ち回りで決定され、その順番が回ってく
るから、役員も受けたくないなどといった保護者の方もいらっしゃいます。
このようなことで、ＰＴＡ活動の目的や力が十分発揮されていないケースが生じ、本来の運
営がなされないことにより、児童・生徒に影響が出るのであれば、当局としても真剣に検討す
べき課題でもありましょう。
本市において、学校教育において、ＰＴＡ活動にどのような位置付けを期待し、その方向付
け、モチベーションを高めるための取り組みをお持ちでしょうか、お考えをお示しください。
続いて、次の質問をさせていただきます。
私どもを取り巻く経済環境も、先ほど申しましたように、年初めより大きな下ぶれ懸念が指
摘されるばかりか、過日、経済財政担当相が、
「日本はもはや経済は一流と呼べる状況ではな
い」と、国会で発言し、大企業から中小企業までに将来的な経済不安が広がり、もはや漠然と
した改革論議は通用するものではありません。
先の経済財政担当相の経済分析による、一流と呼べない要因は何か、再び一流と呼ばれるに
は何が必要であるか、以下、３点を挙げておりますが、第１は、サービス産業の生産性が低い
こと。特に小売、運輸、飲食、宿泊などの分野は、小規模事業者が多いこともあり、ＩＴ化が
遅れ、賃金水準が低く、質の高い雇用の必要性を説いており、第２に、金融資本市場や航空公
安などの経済インフラの国際競争力が極めて低いこと。
「人・もの・金」を国境を越えて動か
す施策の必要性をうたい、第３は、人材を生かしきれていない点、人口が減るというのに若い
働き手のフリーター１８７万人が存在する上に、社会全体で若手を育てる気運も乏しく、若手
および子育て後の女性や高齢者の働く場の確保の必要性も指摘しております。
笛吹市においても、一流の笛吹経済を目指した新年度諸施策の実現を望むところであります
が、
「人・もの・金」がぐるぐる回る、特に観光と農業を連携させた基幹産業の進展、幸い４月
から６月に行われますデスティネーションキャンペーン（ＤＣキャンペーン）が実施され、市
および観光協会、旅館組合、農業団体をはじめ、関係諸団体が連携を図ったさまざまな観光プ
ランが計画されており、昨年のＮＨＫ大河ドラマ「風林火山」につなげるキャンペーンの集大
成となるべく、笛吹市を訪れていただける観光客・リピーターの大幅アップに期待するところ
であります。
さらに、ＤＣキャンペーン終了後も、いわゆるアフターＤＣも、観光客が増え続けるための
取り組みも不可欠でありまして、総合計画や新年度マニフェストに基づき、確実に数値目標が
達成するよう、市当局、市民が一丸となって取り組む必要も痛感するところであります。
そこで、誘客につなげる要因の一つに来年、２００９年３月に開港します富士山静岡空港が
挙げられます。静岡県牧之原市と島田市に管理面積１９０ヘクタール、滑走路２，５００メー
トル、全体事業費１，９００億円をかけて工事が進んでおります。本年２月現在で用地取得率
は１００％、造成工事進捗率が８２％、予算執行率９３％であり、国内線は新千歳・１日２往
復、福岡・１日３往復、那覇・１日１往復、国際線はソウル・１日１往復のほか上海便等東ア
ジア主要都市を結ぶフライトが陳情要望されておりまして、また、静岡県内の企業が客席数
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１００以下の機材を活用して主要都市間を結ぶ、いわゆるリージョナル航空事業参入も表明し
ております。
設置管理は静岡県でありますが、当然山梨とも連携を取る一方、県内屈指の観光地である笛
吹市としましても、情報を収集し県への働きかけも必要になるのではないでしょうか。
昨年の訪日外国人旅行者数も、山梨県は全国９位の４３万人、そのうち韓国・中国からが５割
以上も占めており、インバウンドおよび北海道・九州からの観光プロモーションへの参加、さ
らには、果実は山梨県から台湾に年間２０９トンを空輸しており、笛吹市も独自の東アジアへ
の販路を拡大し、停滞した地域経済の活性化には大きなツールになるのではないでしょうか。
また、交通アクセスも中部横断道、清水港新興津コンテナターミナル倍増計画も併せ、移動
時間の短縮になり、市独自の誘客計画も可能なところから進めるべきではないでしょうか。
そこで、伺いますが、人・もの・文化のさらなる交流促進を図るため、積極的な情報収集､
県への働きかけを推進する必要性がある中で、現状の取り組みについてお聞かせください。
また、空港アクセスの時間短縮、航空貨物の増加、すなわち来日外国人をはじめ国内旅行者、
および果実等農産物の空輸の増加による既存産業の活性化効果が大いに期待される中で、新年
度における本市の具体的施策についてお伺いし、第一段の質問とさせていただきます。
以上です。
○議長（中村善次君）
当局の答弁を求めます。
１問目の答弁を山田教育長。
○教育長（山田武人君）
大久保俊雄議員の一般質問、脱ゆとり教育が決定されたが、地域の教育力を高めるための本
市の具体的取り組みを問うにお答えいたします。
まず、ご質問にあります学習指導要領の経緯につきまして簡単にご説明いたします。
平成１４年の学習指導要領の改訂では、
「生きる力」を育成する理念のもと、学校週５日制の
完全実施に伴う学習内容の３割削減、
「総合的な学習時間」の新設、絶対評価の導入等が実施さ
れました。
しかし、
折からの学力低下批判から、
完全実施して間もないにもかかわらず、
平成１５年１２月
に一部改正が行われ、学習指導要領は最低基準という位置付けになりました。
さらに、
平成１６年には、
日本の高校生の順位低下がＯＥＣＤの国際学習到達度調査の結果、
明らかになり、さらに学力低下批判に拍車をかけることになりました。
平成１９年には、安倍首相の直属機関「教育再生会議」でも、ゆとり教育の見直しが議論の
中心にされましたことは、記憶に新たなところであると思います。
これらの経過をたどる中で、
大久保議員のご質問にもありますように、
文部科学省は２月１５日
に学習指導要領改正案を発表したところであります。
それによると、全面実施までの予定でありますが、平成２１年４月より教科書の検定・採択
を含め移行措置が開始されます。
その２年後の平成２３年から小学校が、さらに翌２４年から中学校において、全面実施され
ることになっております。
さて、そのような状況をご理解いただいた上で、ご質問にお答えしたいと思います。
まず、本市における、
「生きる力」の育成と「英語力を中心とする言語力」の向上への方策に
１１５

ついてであります。
現在、世界の学力観は、実生活に「生きる力」
、つまり「活用の力」という方向にあります。
言語を中心とするコミュニケーション力の向上は、即、生きる力に通じるものであり、豊か
な言語力を身につけることは、より強じんな生きる力を身につけることにもなり、まさにこれ
は教育の根幹をなすものであると考えております。
県教育委員会の学校教育指導重点にも、
「生きる力」や「国語力の向上」育成のための指針が
うたわれております。
本市では、本年秋を目途に「笛吹市学校教育ビジョン」を現在策定中でありますが、その中
には、県の指針同様の「生きる力」が、ビジョンの柱の一つをなしてくるものであろうと考え
ております。
現在、各校で行われている「生きる力」の具体的な取り組みについてご説明を申し上げます。
まず、基礎学力向上への取り組みであります。
これにつきましては、朝あるいは放課後の活動に、計算練習や漢字の書き取り、音読、暗唱
などを行っております。
また、ただ教え込むだけの授業ではなく、
「なぜなのか」を考えさせる、いわゆる「学び合い」
授業の試みを、学校現場では模索しているところであります。
さらに、中学生職場体験や各種ボランティア体験をはじめとする、社会性を身につける体験
学習の取り組みにつきましても、大きな成果が報告されております。
言語活動、特に英語力向上につきましては、市内に配置している英語助手６名を、中学校は
もちろん、すべての小学校の授業にも有効・効果的に取り込み、英語への抵抗感をなくすよう
にしております。
また、春日居小学校では１９年、２０年度の、文科省の「わくわくイングリッシュ」の指定
校になっており、
子どもたちの英語教育と同時に、
それにかかわる先生方の英語力のスキルアッ
プも研究内容に含まれております。
市教委といたしましても、同校の研究の成果を心待ちにしているところでもあります。
次に、学校評価への取り組みについてであります。
これまでの設置基準では、評価および公表はあくまでも努力目標でありました。
しかし、昨年６月の学校教育法の改正により、自ら評価を行い、その結果を公表することが
求められました。
現在、学校評価は市内すべての学校で実施されております。この評価の目的は、教育の質の
向上、学校運営の改善、さらに、信頼される開かれた学校づくりにあります。
このような観点から、今後もさらに教職員の皆さんとの話し合いを重ね、より質の高い学校
評価を行っていく所存であります。
最後に、保護者の参加やＰＴＡ活動を促進してゆくための具体策であります。
子育ての基本は、改めて申し上げるまでもなく、地域・保護者・学校の三者が一体となって
取り組んでいくことであろうと考えております。
本市では、そのためにこれまで教育懇談会の組織化やＰＴＡに対する助成金の交付など、さ
まざまな取り組みを行ってまいりました。
また、１９年度からは、地域の教育力の涵養の一助となることを願い、特色ある学校づくり
推進事業の展開を行っております。これは別名「学校大好き事業」といい、各校で地域を巻き
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込んだ、特色ある活動を活発化することが狙いであります。
本年は５校が取り組み、既に発表会も開催され、出席者の皆さまから大変ご好評をいただき
ました。今後の各校のさらなる英知を凝らした積極的な取り組みに、期待しているところであ
ります。
以上で答弁とさせていただきます。
○議長（中村善次君）
２問目の答弁を保坂産業観光部長。
○産業観光部長（保坂利定君）
大久保俊雄議員の一般質問、富士山静岡空港が来年３月開港予定である。地域活性化につな
げる本市の見解と具体策を問うにお答えいたします。
静岡空港は昭和６２年建設予定地決定から始まり、２００９年３月開港に向けて着実に進捗
している模様であります。
静岡県牧之原市に管理面積１９０ヘクタール、滑走路２，５００メートルで工事が進み、国
際線９便、国内線４便の運行が計画されております。
また、清水港新興津コンテナターミナル倍増計画も併せると、いままで以上の大型貨物船の
利用も可能になると考えられます。
山梨県、静岡県、神奈川県で行っている山静神協議会とも情報を共有し、他地域よりもいち
早い活動を目指しております。
「速きこと風の如し」海を持たない山梨県にとって、郷土が誇る
戦国武将武田信玄公が時に駿河の国を見据えたように、現在、本市としては、広くは東アジア
方面を含め「人・もの・文化」の交流を促進し、地域の活性化を求め本年調査研究を重ね、情
報収集はもとより現地視察などへ積極的に参加してまいりたいと考えております。
以上で答弁といたします。
○議長（中村善次君）
再質問を許します。
大久保俊雄君。
○９番議員（大久保俊雄君）
１問目、いろいろ取り組み、積極的な答弁をいただいたわけですが、教育問題について３点
ほどお伺いしたいと思いますが、昨年４月に、国もそうですが、学力をアップしようというこ
とで、全国一斉学力調査、これは結果、試験もされましたし公表も受けて、単に素点の高低に
一喜一憂するとか、また公表する、しないというのはまた別問題としまして、学校と教育委員
会が今回の調査を生かして、教育の質向上にどのように手を打たれたのか、また、どういった
課題が炙り出されたのかということを１点お伺いしたいということ。
２点目が、全県一区が始まって２年目ということで、過日の調査では、改革１期生の学校満
足度が６０数パーセントということで、大幅にダウンしているということも記事になっており
ましたし、今年は前期で不合格になることを恐れて、心理的なことを避けて後期勝負の生徒が
増加しているということで、
昨年度の経験を生かした中で、
一人でも多く高校浪人を出さない、
また、目標でない学校に入る方も、裏を返せば増えるわけですけれども、そのへんの子どもた
ちのフォローアップと、受験が人生最大のゴールインではないわけですし、大人になっても厳
しい目標を持ちながらクリアしていくというのが、
非常に大事になってくるわけですけれども、
その点、目標でない生徒に対するフォローアップというのも、今年はかなり「不合格になって
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は困るよ」と、
「だけど目標とする学校ではないんだよね」と、周りで非常に多く聞きますの
で、そこらへんのフォローという部分を学校ではどうされているのか、２点目をお伺いしたい
ということ。
もう１点、やはり市Ｐ連とか町Ｐ連とか、旧町村からの組織もあるようですし、単に持ち回
りがいい、悪いとかではなくて、学校当局としまして、今のこの持ち回りで、今年は石和であ
れば来年は御坂がやるとか、そういった持ち回りについてどのように、メリット、デメリット
があると思いますが、そのへん当局の判断といいますか所見をお伺いしたい。
以上、３点をお伺いするとともに、観光施策は市長も積極的に表立って旗を振られているわ
けですが、やはりわれわれも４月から６月、黙っていても来るという認識ではなくて、行政と
市民が一丸となっておもてなしをする、また、来ていただくということでいろいろ企画もある
わけですけれども、終わったあとのアフターＤＣと申しましょうか、終わったあとがその反動
で少なくなっても困るわけですし、
今年の部長と市長のマニフェストでもいろいろ、
鵜飼サミッ
トとか耳にしますけれども、そこらへん今年度もうちょっと具体的に、鵜飼サミット、単にイ
ベントを開くということではなくて、ソフト、ハード面、総合的にどのような対策をお持ちな
のかということをお伺いするとともに、やはり静岡空港も１年後ということで、例えば、旅行
を企画するにも、
もう半年前からどんどん手を打たなければならない部分もあるわけですから、
開港後に向けて、
当然主体は静岡県ということもありましょうし、
富士山を一つ取っても静岡、
山梨、ナンバーなんかも２つの県で「富士山ナンバー」をつくろうとか、いろいろな連携を取
る中で、逆に利用しない手はないといいますか、少しでも情報収集をするということもありま
す。
逆に、今、甲府発で何便も視察ツアーではないですが、バスなりを仕立てて、甲府に住んで
いる方に飛行場を見せるということで、山梨県自体もそうですけれども、われわれ海外旅行へ
行く際にも、フライトの２時間前には着かなければならない｡そして成田まで４時間見て行く
と、６時間前にはもう出なければならないということで、日本中どこを見ても一番、海外へ行
くのに時間がかかる地域かなということで、
国もある一定以上の滑走路、
飛行場は造れないと、
地形とかもあるわけで、非常に県民また市民も関心が高い中で、より多く情報を収集していた
だいて、できることから手を付けるのはどういう部分かなという感じがしますし、当然、開港
に向けて１泊、
２泊の、
例えば着地型のツアーなんかも、
県でも今進めていますけれども、
１泊、
２泊とか、２泊３日の観光ルートも、行政と観光協会とか、今からルートの造成をしなければ
いけないということもありますし、その部分をお伺いしたいとともに、旅行業法も昨年から変
わりまして、例えば、いままでは旅行の企画ですとか金銭を収受する旅行業務というのは、一
般旅行業務取扱い管理者とか国内の資格を持っていなければならないのですが、法改正があり
まして、例えば旅館に泊まった方が、２千円で１日遊べるにはどうすればいいのというような
ことで、旅館自身も逆にお金を取りながら限られた範囲ではありますけれども、旅行の企画と
いうのもつくれるんです、旅行業法の改正で。
ということで、そのへんも民間が責任を持ってやる部分と、行政としてもいろいろ、法律も
どんどん変わっている部分もありますので、このへんも乗り遅れますと、逆に笛吹市ではなく
てよその市町村ということもありますし、着地型を踏まえた中でツアーの造成というのも必要
ではないかという部分がありますので、その２点をちょっとお伺いします。
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○議長（中村善次君）
山田教育長。
○教育長（山田武人君）
それでは、大久保議員の再質問の最初の３点について、私のほうからお答えをさせていただ
きます。
まず、１点目の全国学力テストをどのように生かし教育の質の向上を図るのか、また課題は
何かというご質問ですが、笛吹市の教育委員会では、この学力テスト調査が終わったあと、学
力向上検討委員会を構成いたしました。各小学校より１名の先生、それから中学校は国語と数
学をやっていますから、国語と数学の担当の先生、それに指導主事が入る中で、委員長には富
士見小学校の角田校長先生になっていただく中で、全国学力調査結果の分析・検討をお願いし
て、笛吹市としての傾向とその対応についてまとめていただきました。
課題というか、その結果ですが、基礎的な知識はおおむね身に付けておりますけれども、Ｂ
問題というのは活用する力ですが、やはり活用する力には課題があるというふうなことが明ら
かになっています。
これは県や国との結果と、
そんなに変わりはないということですけれども、
そんなふうな傾向があるということが分かりました。
その中で、日ごろから各学校での取り組みとか、あるいは、その委員の先生方の日ごろから
の実践を出し合っていただく中で、この点については、こういうふうなやり方が効果を示すだ
ろうというふうな、いわゆる対応策を全部まとめていただきました。
その結果を、教育の全体集会が先般行われましたので、そこで指導主事のほうから先生方に
ご説明をいたしました。
また、各学校でもそれぞれ分析をしておりますので、その結果と、それから笛吹市の傾向、
その対策についてを各学校にお渡しする中で、各学校長はそれを基に来年度の学校経営案をつ
くっていくと、そんなふうな指導を今しているところでございます。
それから、２点目の全県一区になった高校入試制度に移行して２年目で、高校浪人を出さな
いためにも昨年度の経過をどのように生かしているのかという、そのご質問にお答えいたしま
すけれども、全県一区になるその前までは、推薦入試というのがありまして、学校推薦という
ことで生徒が応募しておりました。昨年度から前期試験が自己推薦という形になりまして、親
や生徒自身の希望で受験できるようになりましたので、いわゆる希望のところへ誰でも受験は
できるという、そういう形になっております。だから受験者数も増えているわけでございます
が、増えればそれだけ不幸にも願いがかなわなかったという生徒も出てくるわけです。
そんなことで、先ほどお話の中にもありましたように、そういう不合格という気持ちを味わ
いたくないということが前面に出て、後期試験で勝負をしようという、そういう生徒が増えて
きているのではないかなと思っております。
昨年度の経験を生かしてどのような指導をしているかという点につきましては、中学校側か
らの要望もありまして、前期合格発表から後期の出願前の期間が昨年度より延びました。２週
間になりました。その間に学校現場としては三者懇談等がじっくりできるという、そういう良
さが出てきております。
また、出願が締め切られると倍率が公表されますけれども、その様子を見て志願変更も今は
できるようになっております。
それから、後期の試験の後でも全日制の、これは前からですけれども再募集、あるいは定時
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制の再募集があります。
また、どうしても学校側指導の中で安心できない場合には、私立高校との併願をすると、そ
んなようなことも学校側の指導で行なっておるところでございます。
いずれにいたしましても、高校も中学校も生徒の希望が生かせるように努力しているのが現
状でございます。
続いて、３点目のＰＴＡ役員の持ち回りのメリット、デメリットということですが、ＰＴＡ
というのは任意に設立された自主的な組織によって運営される、自主性を持った団体です。学
校、教育委員会、ＰＴＡとが連携をして取り組んでいくという、そういう間柄ですので、教育
委員会としてどうこうというコメントは、ちょっと控えさせていただきますけれども、私の経
験の中でお話しをさせていただきたいと思います。
役員の持ち回りのメリット、デメリットですが、これは輪番制のメリット、デメリットと同
じだと思います。確かに、私の経験の中では積極的に役員に立候補するということは少なかっ
たように思いますし、なかなか決まらないという状況もありましたけれども、ひとたび決まる
と、どの方も一生懸命に学校と連携を取って活動してくれていました。
市Ｐ連の会長なども、前は郡Ｐ連と言っておりましたけれども、同じように旧町村の持ち回
りになっているようですけれども、そのことによりまして、活動を笛吹市全体のものとしてと
らえることができるのではないかと思っております。
また、役員が決まらないということもなくて、ＰＴＡ活動の底辺が広がり、途切れることも
なく引き継がれていくという、そういう良さもあると思います。
デメリットにつきましては、私も特に感じておりませんでしたけれども、お見受けすると、
議員さんの中にもＰＴＡの会長を経験した方が大勢おりますので、もしそういう中で、こんな
点がまずかったよというようなことがありましたら、
またお知らせ願いたいと思っております。
よろしくお願いします。
以上です。
○議長（中村善次君）
２問目の答弁を保坂産業観光部長。
○産業観光部長（保坂利定君）
大久保議員の再質問にお答えいたします。
アフターデスティネーションと富士山静岡空港の対応についてでありますが、特にアフター
デスティネーションというのは大きな課題だと思っております。取り組むべきものは９月４日
に予定しております全国鵜飼サミットを、これは徒歩鵜（カチウ）と薪能を有料観覧席を利用
しながら実施していきたい。これを目玉にしまして、まず温泉と食とウォークと花を絡んだ健
康増進関係、あるいは、歴史と文化と自然と資源を点から線、線から面的、この面も広域的に
結んでいきたいということで、
まず二次交通の整備をしたいということで、
４月１９日から９月
２８日まで、土・日・祝日の午前２便、午後２便の観光シャトルバスの運行をしていきたいと
いうことで、この商品開発に努めていきたいということであります。
富士山静岡空港につきましては、本県にとりましては信州松本空港に次ぐ２番目の空港であ
ります。特に松本空港は地形の関係等で国際線が就航していないということで、近くに位置す
るこの富士山静岡空港は、いろいろな面で魅力ある空港の開港だと思っております。
特に、
観光については東アジア地域の観光宣伝、
これは例年秋には県とタイアップしまして、
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中国関係のほうに誘客推進エージェント回りをしております。去年の６月には、台湾にも消費
宣伝、プロモーション関係をさせていただきましたので、このへんの輸出拡大も含めたインバ
ウンド事業に取り組んでいくのが、最適ではないかと思っています。
いずれにしましても、私ども合併４年目を向かえ、いままではただがむしゃらに観光行政の
課題に取り組んできた経過があります。
このへんでしっかり検証を一度、
アフターデスティネー
ション関係を含めて、関係者集まりながら検証してみたいと。検証の結果、観光基本計画ある
いは実施計画を作成して、
目標数値をある程度盛り込んだものを入れて、
しっかりした方向性、
指針を示して観光行政に取り組んで、特に観光と果実の連携も含めながら、笛吹市のまちづく
りの活性化につなげていくのが、一番良い方法ではないかと現在考えております。
以上であります。
○議長（中村善次君）
再々質問ございますか。
大久保俊雄君。
○９番議員（大久保俊雄君）
ちょっと１点、聞き忘れた部分で、昨年は３分の２の中学生が市外の公立高校とか私立高校
を希望されたと、地域から流出したというようなことも食い止めなければいけないかなと、必
要性も議論された部分がありまして、今年度はどういった状況、志願割合というのは市外へ何
パーセントくらい希望されているのか、去年に比べてどういう状況になったのかということを
お伺いしたい。
これはあくまでも高校は県という部分があります。石和高校と園芸高校は地域の方も関心が
ありますし、いろんな要望もＰＴＡのＯＢの方ですとか、要望も通った中で期待する部分が大
きいわけでありまして、そのへん今年の状況を１点お伺いしたいということ。
もう１点は、観光の部分で観覧席を使った中で、お客さんに来ていただくということで、８月
２１日の花火もそうですし、
今回も非常に、
当然満席になるくらい誘客しなければ意味がない、
また一人でも多くのかたに泊まっていただかなければ意味がないということで、昨年はチケッ
トピアですか、
１８％の手数料を取る中で若干売れ残ったかなというようことがあったわけで、
今年もまたそういった事業が複数、いくつもあるのであれば、少しでも売れるような、去年あ
たりはチケットピア以外、
途中から地元のエージェントとか、
いろんな門戸開放といいますか、
そういう部分がありますから、今年は去年の観覧席が少し売れ残ったことを踏まえて、そこら
へんはどういうように取り組むお考えがおありなのか、ちょっと２点お伺いします。
○議長（中村善次君）
答弁を求めます。
山田教育長。
○教育長（山田武人君）
それでは、最初の再々質問にお答えいたします。
本年も市外の高校への希望者は、昨年と同じように多いというような状況の報告を受けてお
ります。既にもう前期のほうで決まっている子もおりますけれども、やはり昨年よりも多く市
外のほうを希望している子がいるという話でした。
かつては地域の高校を育てようという狙いで、各中学校でも進路指導をしておりましたけれ
ども、今は全県一区になりまして、選択の幅を広げて生徒一人ひとりが自分の希望に沿った進
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路選択ができるという、そういう進路指導が中心になっておりまして、県のほうの指導重点も
そのようになっておりますので、今、市外の高校を受ける子が多くなっているのではないかと
思います。
それを食い止めるには、やはり今新しい高校ができるわけですが、その高校が、この笛吹市
の子どもたちが本当に行きたいと思うような魅力ある高校になってもらうということが、一番
大切ではないかと思います。
先般の地域会議の中でもそんな発言をいたしましたけれども、そういう中で教育委員会とい
たしましても、そういう高校になるべく一生懸命支援していきたいと考えております。
以上です。
○議長（中村善次君）
保坂部長。
○産業観光部長（保坂利定君）
再々質問で、
特に有料観覧席の有効利用ということで、
川中島と花火大会か主でありますが、
特に花火大会につきましては、いろいろな検証の中でご意見を承っております。
特に、券の販売につきましてチケットピアを利用させていただきましたけれども、これはな
かなか操作が難しいという状況があります。今後は商工会あるいはＪＡ等と連絡・協調を取り
ながら、販売が可能かどうか現在確認を取っているところでありますけれども、花火大会につ
いては、そのほか細かい指摘された問題がありますので、順次、検証しながら、改革しながら
やっていきたいということですけれども、基本的には安全・安心な花火大会、クリーン作戦の
２点を最重要課題に、今年度も花火大会を実施していきたいと考えております。
鵜飼サミットのほうも、初めての状況でありますけれども、既に鵜飼サミット実行委員会が
結成されまして、第１５回全国鵜飼サミットイン笛吹大会という名称の中で、現在専門部会で
取り組んでいると、事業展開の細部を詰めておるという状況であります。
以上です。
○議長（中村善次君）
以上で、大久保俊雄君の一般質問を終了します。
関連質問を許します。
２１番、前島敏彦君。
○２１番議員（前島敏彦君）
２点ほど質問させていただきたいと思います。
教育関係のほうから、いろいろとるるご説明があったわけでございますが、私は、法人会の
ちょっと役をしている関係で、
税に関することをちょっと質問させていただきたいと思います。
確か、
昨年度、
峡東地域の租税教育推進協議会というものが立ち上げられたという話も、
ちょっ
と聞きましたけれども、この中の構成メンバー、また、本年度こういった事業として教育の中
で、どんな事業を展開していくのか、この１点と、ただいま部長のほうからも鵜飼サミットの
説明があったわけですが、組織のほうは立ち上げてあるということですが、基本的には市民の
皆さんに周知徹底を図らなければ、今もう３月で、９月ということで、残り６カ月ということ
でございまして、
そのへんをどういった形でしていくのか。
この鵜飼サミットにつきましては、
ずいぶん荻野市長も勤勉・行動派でございまして、鵜飼サミットのほうへも自分自身で時間を
割いて、視察に行ったというような話も聞いております。
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そのへん、私は鵜飼と言えば長良川かなと、長良川となれば鵜飼なのかなというような感じ
もしていたわけです。笛吹市も今年度そういった新しい事業を進めるということで、大変に期
待している一人でございます。そのへん市長のほうから、もしできましたら答弁をお願いした
いと思います。
この２点についてお願いしたいと思います。
○議長（中村善次君）
答弁を求めます。
高野教育次長。
○教育次長（高野あけみ君）
前島議員の関連質問でございます、峡東地区の租税教育推進協議会についてお答えさせてい
ただきます。
この会のメンバーでございますが、教育関係では山梨市、甲州市、笛吹市の教育委員会、そ
れから小中学校の校長会の会長、ＰＴＡ連合会の会長、それから市の関係では、３市の総務部
税務課等の職員、県の関係では県税事務所、それから国税関係では東京国税局、甲府税務署、
山梨税務署となっております。それから民間の団体関係では、山梨税務署連絡懇話会の会長さ
んがこのメンバーに加わっております。
この協議会につきましては、子どものうちから税の意義、役割等を理解し、納税者としての
自覚を身に付けることは重要であり、関係民間団体等も協力し、学校教育の中で行われる租税
教育について、一層充実する必要があるという観点から、１９年６月に設立されたものであり
ます。
会の目的でございますが、教育関係者、税務関係者および有識者等が協力して、児童・生徒
に対する租税教育の推進および充実を図るものでございます。
具体的にどういうことをしていくかということでございますが、税金教育とか、それから税
関係の職場見学、学校で行う教育の中で、租税教育教材の活用をしてもらうというものでござ
います。
税金教育につきましては、１９年度は山梨市と甲州市の５校が開催いたしました。２０年度
に笛吹市６校が開催の予定でございますが、石和中学校、一宮中、春日居中、それから富士見
小、一宮北小、御坂東小の６校でございます。
いずれにしましても、子どものときから楽しく学んで、納税というものを正しく理解しても
らおうという、この協議会の目的でございますので、教育委員会といたしましても、積極的に
協力をしてまいる所存でございます。
以上です。
○議長（中村善次君）
２問目の答弁を荻野市長。
○市長（荻野正直君）
鵜飼サミットについての関連質問ですが、
全国で今鵜飼サミットに加入している個所は、
１３カ
所であります。１カ所は日立市の十王町、ここは魚を捕る場所であります。
鵜飼そのものの話をちょっとさせていただきますと、全国この１２カ所で鵜飼をしているわ
けですが、どの鵜飼もすべて赤字であります。いつ消えても不思議でないような状況でありま
す。この１３カ所が集まりまして、全国の鵜飼の火をともし続けようと、こういうことについ
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て、サミットでは主に話をさせていただいております。それぞれの地域でどういう取り組みを
しているかということについて、鵜飼サミットでは話の主な中心になっております。
今回、笛吹市で行う過程は、実は初めてでございまして、いままではおんぶに抱っこで、も
う１５回目になるわけですけれども、一回もやっていなかった。というのは、まだまだ笛吹川
鵜飼というのは、全国規模になれなかったということではないかと思います。
というのは、現在やっと鵜飼保存会というのができまして、ある程度安定した鵜飼が毎年で
きるようになりました。以前の話を聞きますと、鵜匠がいなくて、どうしようかというような
年もあったやに聞いております。そういうことがないように順に歴史で積み重ねて、現在があ
るわけであります。
特に、笛吹川鵜飼というのは、徒歩鵜（カチウ）と申しまして、ご案内のとおりでして、鵜
匠が川に入ってアユを捕ると、こういうやり方でございまして、ほかのところは船に乗ってや
る。
このへんに大きな差があるわけですが、
全国で徒歩鵜というのは２カ所だけでございます。
そういったことも含めて、今回せっかくの機会でありますから、全国に向けてどう発信する
かというのは、実は大きなテーマであります。
既に、先ほど部長が答えましたように、前回の鵜飼サミット実行委員会を立ち上げまして、
できるだけ早い時期に内容を固めて､そして、早い時期にポスターを作り、市民にも、そして
全国に向けても周知徹底を図ろうと考えております。
過日の旅行エージェントによる懇談会の折にも、笛吹川に行っていただきまして、ここで鵜
飼をやるんだという話もさせていただきましたし、そして、現状の中で、年々の数字を見てみ
ますと、比較的、笛吹川鵜飼は数字が上がりつつあります。というのは、いままではただ鵜飼
だけをやっていたわけでありますが、もう５年くらい前になりますか、夜の１０分間花火と併
せて鵜飼をするようになりました。比較的、旅館等にお泊りのお客さまが、涼を求めて、そし
て見ていただけるというようなことでございます。ましてや観覧席もできましたし、非常にい
い環境が整いつつあります。今年も国土交通省のご協力をいただきまして、鵜飼の場所の川の
整備もさせていただいたと、こんな状況でございます。
これを機会に全国にどれだけ売り込んでいかれるか、そして、市民にも７８０年から誇るこ
の鵜飼の歴史を知っていただきながら、
笛吹市の鵜飼、
笛吹川の鵜飼というものを市民にも知っ
ていただくいい機会にしたいと、こんなふうに考えています。
○議長（中村善次君）
関連質問を終わります。
一般質問を続けます。
１９番、松澤隆一君。
○１９番議員（松澤隆一君）
議長の許可をいただきました、正鵠会の松澤でございます。
質問をさせていただきます。
私は、
これまでの一般質問等におきまして、
特に市の防災行政に関連する事項を重点的に扱っ
てまいりました。阪神淡路や新潟県中越地域を襲った巨大地震を目の当たりにした国民の意識
の根底には、日ごろ口にすることは少ないけれども、自然災害の脅威に対する無意識の不安が
定着しており、このことは東海地震など地震災害の特別強化地域となっている笛吹市の市民に
も同様のことが言えると考えられるからであります。
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こうした笛吹市にも今般、予期せぬ災害が発生いたしました。この山林に発生した火災は、
折からの強風にあおられ、思いもよらぬほどに拡大し、多くの人員や機材が動員・投入される
も、鎮静化には数日を要することになりました。消火活動に従事した市職員はもとより、消防
署や防災航空隊、そして消防団、また地元の支援機関の皆さまの多大なご尽力に対しまして、
深く感謝を申し上げます。
このような災害が発生した場合、住民にとり信頼をおくべきは、やはり地元の身近な消防団
であります。
これは今回の被災経験により裏付けられたことでもありましょうし、また、各地で起こった
地震や風水害における救援活動や復旧活動においても、消防団活動の実績が高く評価されてい
ることを見れば、容易に理解できるところでもあります。
しかし、笛吹市に限らず多くの自治体では、こうした消防団の存在意義を十分に認識しては
いても、入団適齢者の減少や就労状況の多様化などにより、団員の確保や活動時の実動人員の
確保など、団の運営には非常に苦慮しているというのが現状でもあります。
「定員を削減した
らどうか」などという声も片隅から聞こえますが、これはある意味、危険であり、短絡した対
処法であって、やはりそれ以前に施策的処方を案出していかなければならないという点で、十
分な討議を必要とするところでありましょう。
したがって、このような下方修正への気運が台頭する前に、市は防災行政上、消防団活動を
より活発化し、円滑な運営を図るための取り組みを推進していかなければならないと考えます
が、こうした消防団の実情について、市はどのように認識されているかお聞かせください。
○議長（中村善次君）
当局の答弁を求めます。
石川総務部長。
○総務部長（石川光次君）
松澤隆一議員の一般質問、消防団の運営の活性化支援策についてに、お答えいたします。
このたび発生しました大蔵経寺山の山火事に際しましては、改めて消防団の力のすごさを感
じさせられた次第でございます。改めて消防団の方々に感謝を申し上げます。
笛吹市消防団は、７分団、１，８０４名の団員から構成されておりますが、火災発生時や風
水害時の出動など、市民の生命・財産を守るための幅広い活動を実践してきており、広く市民
からも活動に対する理解をいただいているところであります。
特に、大規模な自然災害を被った地域で、消防団の行動が高く評価されておりますので、本
市におきましても、一朝有事の際の消防団に対する期待は非常に大きいものがあると考えてお
ります。
ご質問のとおり、近年、入団適齢者の減少や就労状況の多様化などにより、団員確保や実動
人員の確保に苦慮しているのも事実であります。これは本市に限らず全国的な問題でありまし
て、全国の消防団員は、ここ１５年で約９万人、１０％の減少となっております。
各分団、各部におきましては、消防団員はもとより、行政区等の地域の皆さまのご協力を得
ながら、団員の確保にご尽力をいただいているところであります。今後につきましては、これ
まで以上に努力をしていきたいと考えております。
まず、
「地域は自分たちの手で守る」という意識を団員、地域住民で共通の認識にしていただ
くことが大切であります。その中に消防団、消防団員の重要な役割をしっかり位置付けていく
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ことで、団員が生き生きと活動できると考えています。
また、消防車両や設備の充実を計画的に進めるとともに、分団交付金をより効果的に使い、
意欲ある団員が安心して、しっかりと活動できる体制を整えることも大切であります。さらに
魅力ある消防団活動を展開していくことも重要であります。多様な価値観をもつ若者たちに自
信を持って入団していただき、意欲をもって活動していただくために、使命感の醸成、技術の
獲得等の研修をしっかり実施していきます。
いずれにしましても、
消防団と十分に協議する中で、
現在進めております部の統合と併せて、
体制づくりを総合的に検討して、非常時消防力の維持、向上に努めてまいります。
以上で答弁といたします。
○議長（中村善次君）
再質問を許します。
松澤隆一君。
○１９番議員（松澤隆一君）
ありがとうございました。
実は、私の地域では、今度５名から６名の退団者がいるわけですが、その穴埋めとして１５、
６人の候補者がいるわけですが、区長はじめ役員の方々が日夜歩いているわけですが、誰から
も入団するという返事をいただいていないわけであります。
それで、再質問に入らせていただきます。
地域の防災力を考える上では、消防団のほかにも自主防災組織の位置付けも重要であると考
えております。この組織も地域に根ざし、かつては地元の消防団活動に精励した人たちも数多
くいるわけですから、消防団活動に対しては、多大な理解と協力を期待できるものと考えられ
ます。
とすれば、この防災組織をより活性化し、より堅固な組織へと成長させ、消防団との連携性
や協調性を強化することにより、市民の防災意識の高揚はもとより、消防団活動の有用性、重
要性に対する地域の若者の認識度も高まり、また、市の防災行政においても、就労社会への大
きな啓発力の基盤になるだろうと考えられます。
今日、消防団活動を支える機材の充実は、市のご努力により着々と進んでおりますが、それ
を高い技術力を持って運用する団員の確保や養成、また、団の円滑な運営に対しましては、掛
け声だけで形骸化することがあってはならないと思います。
私は、一例としてこのように考えたのでありますが、こうした実践的、かつ機能的な要素を
伴った地域社会総参加という観点から、市の積極的な取り組みがされることにより、消防団の
活動環境の改善を図り、団の運営を支援することが必要な時期にきていると考えます。この点
についての市の具体的支援策、もしくは課題とすべきところをお聞かせください。
また、もう１つ、今回の山林火災現場で考えさせられたことでありますが、前線で消火活動
にあたる人員を食料や物資の面で支援するのは、日赤奉仕団を中心とする地元の方々でありま
した。しかし、この山林火災に限らず、いかなる災害であれ、より大規模化し、さらに長期化
することがあれば、それに伴い増大するこうした労力の確保や物資調達には困難が生じてくる
ことは、必至であろうと予想されます。
したがって、市は防災行政施策として、より合理的、かつ効率的な支援体制の早期確立に努
めるべきと考えますが、このようなとき、災害時における優先的物資調達についての関連業者
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等との協定は有効であると思われます。
そこで、災害時の活動へのこうした支援について、現在、市ではどのような取り組みがされ
ているのか、また、今回の山林火災においては、どのような検討がされ実践されたのか、併せ
て各種業界や団体との支援協定の進捗状況についてもお聞かせいただきたいと思います。
○議長（中村善次君）
答弁を求めます。
山下総務課長。
○総務課長（山下真弥君）
それでは、松澤議員の再質問にお答いたします。
まず、自主防災組織への具体的な支援策についてでございます。
地域の防災力を考える上で最も重要なことは、地域は自分たちで守るという精神に基づく、
隣近所の力でございます。それは阪神淡路大震災のときに、自力や家族や隣人により救出され
た方が、全体の９５％近くにも及んだことからも明らかであります。
笛吹市には１３２の行政区がございますが、この行政区を一つの自主防災組織と位置付けて
おりまして、地域の防災力を高めるための支援を実施してまいりました。
平成１８年度には、行政区に自主防災組織活動マニュアルをお渡ししまして、具体的な防災
活動や組織づくり、また、防災訓練の方法などをお示しするとともに、訓練もしていただいた
ところでございます。
さらに、自主防災組織防災設備整備費に対する補助制度を設け、２年間で４８行政区が補助
制度を活用していただきました。この事業につきましては、２０年度も継続して行う予定でご
ざいます。
さらに、２０年度につきましては、地域に住む、１人では迅速に情報を得たり避難ができな
い方、つまり災害時の要援護者といいますけれども、災害時要援護者につきまして、隣近所の
手助けで支援をしていただくこの事業を新たに、災害時要援護者支援登録事業といいますが、
この事業をスタートさせていただきます。
このように市では、自主防災組織を地域の防災力を高める最も重要な組織と位置付けており
ますが、その中で消防団の役割はとりわけ突出したものがございます。
今後につきましても、自主防災組織の活動を強く支援することで、消防団活動の有用性、重
要性に対する地域や事業所、とりわけ若者の認識を変えていくことにつなげ、消防団の運営を
支援していきたいと考えております。
続きまして、災害時における民間団体や民間事業所の支援策についてでございます。
市では、大規模災害時を想定した備蓄食糧などの確保を継続的に行っておりますが、ご質問
のとおり、各種団体や民間事業者のお力も借りなければなりません。
市では、地域防災計画に基づきまして、防災時の職員初動マニュアルを作成し、検討を進め
てきておりますが、その中で、災害時に日赤奉仕団に代表されるような各種団体や民間業者か
らの効率的な支援を受けられるよう、団体や組合、民間事業者との応援協定の締結を順次進め
ております。
そこで、今回の大蔵経寺山山林火災についてでありますが、２日間、日赤奉仕団の炊き出し
の支援を２日目からお願いしました。
延べ１１０名の奉仕団員によりまして、
２日間、
延べ６５０食
の昼食を用意していただきました。この場をお借りしまして感謝申し上げます。
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また、建設業協会にも要請をいたしまして、約６０名の方に待機していただきました。さら
に民間業者からは暖房器具の貸出しの支援もいただきました。
最後になりますが、支援協定の進捗状況についてお答えいたします。
災害時等における自治体間の相互応援協定は、山梨県内の１２市、および千葉県館山市と締
結をしております。現在、新潟県胎内市との協定も検討しております。
各種団体や市内の民間業者との災害時の各種応援対策業務に関しての協定状況は、次のとお
りであります。
公共土木施設の復旧対策としまして笛吹塩山建設安全推進協議会、水道施設復旧対策としま
して笛吹市管工事組合、公共施設電気設備復旧対策としまして笛吹市電設協力会、仮設トイレ
等の緊急貸与対策としまして株式会社三和リース、がれき・生活ごみ対策としましてエルテッ
クサービス株式会社、鈴建工業株式会社、クリーンネット笛吹協業組合と、３組合４事業所と
それぞれ協定を締結しております。
現在は、災害時要援護者の避難対策としまして、市内の２０以上の福祉事務所との協定締結
の作業を進めておるところでございます。
今後、さらに各種業界や事業所との協定締結を進め、平常時から災害に対する備えを整えて
まいりたいと考えております。
以上で、再質問に対します答弁とさせていただきます。
○議長（中村善次君）
再々質問ございますか。
松澤隆一君。
○１９番議員（松澤隆一君）
ありがとうございました。
今、お話の中に食糧ということが出ていないわけですが、例えば、相当ひどい地震があった
場合に、これは山梨県内においては笛吹市だけが災害に遭うということはないと思います。全
体が災害に遭うということでございます。そうなった場合、通行も外からは入れないような状
態になったときには、やはり食糧という問題は、市内のスーパー、あるいは食料品店、このへ
んとある程度の災害協定を結んでおく必要があるのではないかと思います。
これは質問ではありませんから結構です。
これからの消防団の運営活性化につきましては、地域防災力や支援体制の底上げと並行する
ものであり、同時に社会組織の理解や協力を得、活動・環境の改善が図られることで成り立つ
ものであると考えられます。また、それは新しい地域防災に対する価値観や社会的認識の変革
を伴うものであるとも考えられます。
今後の市の適切な取り組みに期待し、私の質問は終わらせていただきます。
○議長（中村善次君）
以上で、松澤隆一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。
質問を続けます。
１７番、杉岡喜美雄君。
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○１７番議員（杉岡喜美雄君）
私は、指定管理者導入による管理・運営について、質問させていただきます。
指定管理者制度は、行政改革の一環として、経費の節減と同時に、より質の高い公的サービ
スの提供を目的とし、現在３３施設、２１年度までに４７施設が予定されております。節減は
３．８億円と、市にとって大きな負担減となります。
いまさら申し上げるまでもなく、この制度は十分な検討、調査を行い、外部団体のあり方や
事業そのものの見直しを図る議論や、さまざまな角度からの吟味が必要である。実効性のある
成果を市民に示すことが必要であります。
報告は、規則で定める事業報告書で対応するしかありませんが、利用者の満足度、苦情、意
見など把握は困難であります。
モニタリングのひな型を提示することを検討中とのことですが、
結果はいかがでしょうか。
また、管理運営上の変更点、他の特記事項等利用者にとって関心あるところですが、管理施
設の利用者のコンセンサスを十分得て行っているか、利用者は指定管理決定以前に参加するよ
しもありませんが、選定委員会の構成について改革する予定がありますかお伺いして、質問と
させていただきます。
○議長（中村善次君）
当局の答弁を求めます。
石川総務部長。
○総務部長（石川光次君）
杉岡喜美雄議員の一般質問、指定管理者導入による管理・運営についてお答えいたします。
指定管理者制度は、ご指摘のとおり、民間等の経営ノウハウを活用することにより、より質
の高い住民サービスの提供を図るとともに、雇用の創出や経費の節減を図る観点から、本市に
おいても導入を推進しているところです。
平成１９年度当初での導入施設は、芦川村当時に導入した施設を含め４１施設となっていま
す。
総括的な事業の確認については、年次事業状況報告で確認することになっておりますが、指
定管理の適正な運用を指導監督するためには、それにプラスして、定期的な管理状況の点検や
ヒアリングなどを行い、それらに基づく指導を行うことが必要であります。
そこで、市では設置目的に準じた使用に関すること、施設の維持管理状況に関すること、利
用者の満足度に関すること等を内容としたモニタリングを実施し、それを適切な指導につなげ
るため、｢指定管理者制度導入施設におけるモニタリング要領｣を定めております。
この要領に基づきまして、９月と１月の定時モニタリングを平成１８年度から実施している
ところです。
今年度のモニタリング結果としては、管理・利用状況についての概要ではございますが、ほ
とんどの施設において、協定書や仕様書の内容に基づいて適切に運営されておりました。さら
に、モニタリングに基づき必要な指導等を行ってきましたので、利用者の反応もおおむね良好
であるとの報告を受けております。
今後においては、
いままでの経験や検証を踏まえ、
さらに指定管理の適正な運用と利用者ニー
ズを把握する中で、効果的な施設の活用が図られるよう、新たな指定管理者制度の運用を示す
「指定管理者制度導入に関する運用方針」を策定し、実行していきたいと考えております。
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この運用方針では、現行の定時モニタリングに加え、随時モニタリングの必要性など市の責
務としての、指導管理責任の重要性を示し実施することとしております。
また、指定管理者へのモニタリング以外にも、市民や各種団体等の意見を伺う努力を行い、
今後の適正な指定管理者制度の運用に努めていきたいと考えております。
次に、選定委員会の構成について改革する予定があるかとのご質問ですが、指定管理者の選
定に当たっては、候補者の選定を選定委員会に諮問することになっております。
この選定委員会は、公平性や透明性の確保に配慮することが最も重要であり、学識経験者や
専門家などの外部委員と、市職員も参加して構成することが望ましいとされています。
本市の選定委員会の設置は要綱で規定されておりますが、平成１９年度は副市長ほか８名の
市職員と、大学教授・ＮＰＯ関係者および行政区長経験者３名の学識経験者で構成されていま
す。
それぞれの専門分野や深い識見に基づき、多方面にわたる貴重なご意見をいただいており、
現時点での組織構成は適当であると考えております。
しかし、今後につきましては、より高い専門性やその重要性の要求が高くなると思われます
ので、多方面にわたる専門家の指名や外部委員の比率を高くするなどの方法も検討していくこ
とは、必要ではないかと考えております。
以上、答弁といたします。
○議長（中村善次君）
再質問を許します。
杉岡喜美雄君。
○１７番議員（杉岡喜美雄君）
ありがとうございました。
今、答弁にありましたように、経費の節減、それから行政のスリム化という点では、現実に
即した素晴らしい制度であると、私も思っております。
指定管理者制度は、温泉を含めての社会福祉あるいは保育、社会体育関係、まったく内容の
異なるものですから、
ひとかたまりにして答弁をいただくのは大変無理があるとは思いますが、
年次終了時の事業報告、それから収支の状況等の結果の検証をどういう形で行われているか、
また、数年経っている指定管理もあるのですが、それを継続するか、または直営にするかの基
準判断は、どうなっているかお伺いいたします。
それから、この１年の本会議の中で、指定管理者制度は５人の議員の方が質問されています
が、答弁の中には必ずヒアリングとか、モニタリングを十分やるというお答えがいつも返って
きています。今回、４月から小林公園、それから御坂町のスポーツ広場を中心とした４施設が
指定管理に入るわけですが、そういう施設、体育施設で結構ですが、モニタリングはどういう
形で今回行われたか、ご説明をお願いいたします。
○議長（中村善次君）
答弁を求めます。
山下総務課長。
○総務課長（山下真弥君）
それでは、杉岡議員の再質問についてお答えさせていただきます。
まず、年度終了時の業務報告、収支状況等の結果の検証は、どのような形で行われているの
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かとのご質問でございます。
事業報告につきましては、毎年度、業務終了後３０日以内に管理業務の実施状況、利用状況
等、さらには利用料金の収入実績、また管理経費の収支状況等を規定の様式によりまして、書
面で報告することになっております。提出は書面にて所管であります指導課に提出されるわけ
でございますが、単に提出されればよいということではありません。内容を十分精査・確認し
た上で状況の把握に努め、適正な管理運営のための指導につなげていく、また、次年度移行に
反映するということでございます。
次に、継続するか直営にするかの判断は、についてのご質問でございます。
実績報告書のほか、定時および随時のモニタリング等の実施によりまして、利用者の満足度
の確認や、日々の指導等における状況を的確に把握し、市民サービスの向上や経費の節減など
の効果を検証した上で、指導課の判断、また検討委員会での検討を経まして、指定管理者制度
の継続または直営化の方向性を示していきたいと考えております。
次に、指定管理に出す前に十分なモニタリングをするという以前の答弁だが、社会体育施設
のモニタリングはどういう形で行ったのかとのご質問でございます。
指定管理施設の候補の決定までの、手続き過程のご質問であると理解しております。
まず、所管課で現状の施設の収支や利用状況を含めた管理状況の調査・分析を十分に行いま
す。それから、それに基づきまして所管課として、指定管理者制度導入、または直営での運営
かの方向性を示し、総務部との協議を経て、総合的、客観的に検討するために、検討委員会で
協議・検討いたします。その後、市長へ上申しまして、選定委員会に諮問する経過をたどるこ
とになります。
以上です。
○議長（中村善次君）
再々質問ありますか。
杉岡喜美雄君。
○１７番議員（杉岡喜美雄君）
今回、２つの指定管理がなされるのですが、その中で管理料なんですが、小林公園は毎年、
３年ですが管理料が違っていますし、
花鳥のスポーツ広場を中心とするのは１年目と２年、
３年
と金額が違っています。この説明をいただきたいと思います。
それから、市の広報では、今回「広報ふえふき」がきましたが、入札結果が出ておりました
が、この指定管理料を公開する、例えば花鳥スポーツ広場は１年間これだけの金額で管理して
いただきますよということを公開するつもりがあるか、できるのかどうかをお聞きしたいと思
います。
それから、時間がありませんから、あと２問ありますが要望として受け止めていただきたい
のですが、指定管理者導入予定施設の調書がありますよね、それを見てみますと、運営上の中
身がちょっと乏しく感じられるのですが、作成をもう少し丁寧に具体的にやっていただきたい
と思います。
それから、もう１つですが、債務負担行為の限度額ですが、積算の根拠を徹底的に精査して
いただきまして、利用者あるいは市民の側に立って、この管理者制度の導入を行っていただき
たいと、改めてお願いして、私の質問は終わりにさせていただきます。
ありがとうございました。
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○議長（中村善次君）
答弁を求めます。
山下総務課長。
○総務課長（山下真弥君）
杉岡議員の再々質問にお答えいたします。
体育施設等の初年度と３年目の金額の違いのご質問でございます。
体育施設の初年度の市からの委託料が６０万円の減額になっております。これにつきまして
は、指定管理者独自の自主事業であります、各種教室利用料が３０万円の増収、それから、消
耗品等の需用費に関しまして、企業努力による経費の節減の部分が３０万円の減額、結果とし
まして６０万円の減額になっております。
また、小林公園の委託料が初年度より１０万円ほど減額になっております。これにつきまし
ても､３年間継続的に業者が管理するということでありますけれども、指定管理者の得意分野
であります植栽管理について、その経験を生かしながら、３年目につきましては減額ができる
という判断に基づきます委託料の差額でございます。
いずれにしましても、委託料の差額につきましては、指定管理者の民間経営のノウハウを生
かした企業努力の結果であると考えております。
ご要望の点につきましても、鋭意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。
○議長（中村善次君）
以上で、杉岡喜美雄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。
暫時休憩いたします。
再開を３時１０分といたします。
休憩

午後 ３時０２分

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
再開

午後 ３時１３分

○議長（中村善次君）
再開いたします。
一般質問を続けます。
１１番、内藤武寛君。
○１１番議員（内藤武寛君）
議長の許可をいただきましたので、
通告に基づきまして一般質問を２問させていただきます。
最初に、八代ふるさと公園の再開発（第２期整備事業）と周辺整備の取り組みについて、伺
いたいと思います。
八代ふるさと公園は、平成元年、ふるさと創生事業により整備が始まり、面積約５万平方メー
トル、事業費約１３億円を投入して整備され、平成７年に完成しました。主に「桜の森」
「古
墳広場」
「親水広場」の３つのゾーンから構成され、甲州蚕影桜等の桜の古木をはじめ、ソメ
イヨシノほか約３００本の桜が植えられております。県下有数の桜の名所でもあります。
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公園から望む南アルプス連峰、八ケ岳、甲府盆地の景観は素晴らしいものがあります。
ふるさと公園の周辺には、県営稲山けやきの森があり、自生によるケヤキの群生地であり、
根元にはイチリンソウ、ニリンソウなど珍しい植物が自生しています。
自然とふれあえる静かな森で、フルートなどの演奏会などが開催されています。
また、その下には四ツ沢川の河川公園があり、安らぎ空間整備事業「ホタルの里づくり事業」
も展開され、地元の「稲山ホタル銀河の会」の皆さまの努力により、四ツ沢川にホタルの乱舞
する日も遠からずくると思います。
また、第二農免「みやさか道」に架けられた四ッ沢大橋、その下にはリニアが地上に顔を出
すところでもあります。
これらを総合的にとらえ、新しい笛吹市の観光資源、観光スポットとしての取り組みが必要
であると思いますが、いかが考えるか伺いたいと思います。
次に、今回、八代ふるさと公園をメイン会場に実行委員、観光農園とか醸造会社ですが、５社
により、桜と森の祭典「じょいそうらん祭り」と銘打って、お祭りが３月２５日から４月１３日
までの１６日間企画されています。４万２千人の観光客を見込んでいると聞いています。
私たちも、この事業が成功することを願うものであります。
ただ、こうしたイベントを将来的に続けるにしても、笛吹市の桃の花まつり、八代会場とし
て行っている桃の花まつり・イベントにしても、駐車場の整備が不可欠であると考えます。八
代町ふるさと公園第２期整備事業が早期に実施されることが必要だと考えますが、市当局のお
考えを伺います。
次に、中山間地事業による、八代スポーツ広場の建設について再度お伺いいたします。
この事業は、八代町時代において中山間地事業を取り入れ、農村スポーツ広場を建設しよう
とする事業であり、既に県の認可も受け、実施測量も済み、建設場所も決定、２２年３月完成
予定の事業であります。
私も、１８年６月議会の一般質問において取り上げさせていただきました。
執行部より、この事業によるグラウンド建設は、１万５千平方メートルの用地にソフトボー
ル場２面、野球場１面、サッカー場１面、トイレ、駐車場、管理棟、倉庫などを考えると手狭
であり、規模などを再考し検討したいとの答弁がありました。その後、どのような検討がなさ
れたのかお伺いしたいと思います。
また、既に合併して３年以上が経過していますが、地元への説明はどうなっているのか。地
元の区長会や地域審議会への説明が必要ではないかと思うが、いかがお考えか伺いたいと思い
ます。
以上、質問を終わらせていただきます。
○議長（中村善次君）
当局の答弁を求めます。
１問目の答弁を保坂産業観光部長。
○産業観光部長（保坂利定君）
内藤武寛議員の一般質問、八代ふるさと公園の再開発(第２期整備事業)と周辺整備の取り組
みについてに、お答えいたします。
八代のふるさと公園の眺望は、甲府盆地を眼下に眺め、南アルプス連邦を望み、春には桜や
桃、菜の花も楽しめ、夏にはホタルや夜景といった素晴らしい観光素材を備えています。中で
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も甲州蚕影桜は公園の象徴ともいえる銘木と考えております。
このような観光素材の条件を備えた当公園に、現在、石和温泉旅館協同組合の企画による、
夜景とホタルを見学するツアーを実施しており、好評を博しております。
二次交通としての役割の中で、春の時期には桃の花バスと称し、市内の花名所をめぐるバス
のルートにも加えてあります。
石和温泉郷には、毎年１００万人を超える方々が宿泊をしております。このような宿泊客を
いかにして市内観光スポットへ案内するかが、市としての課題と考えており、雑誌媒体やホー
ムページを使ってのＰＲを行っているところであります。
観光スポットとしての取り組みと同時に、環境に配慮し、何回でも来たくなるような自然を
残した、クリーンな公園としても注目を集めるような観光地づくりを目指してまいります。
次に、八代町ふるさと公園第２期整備事業についてですが、平成７年度に、八代町中核公園
として整備した「八代ふるさと公園」園内には、山梨県屈指の古墳を有す「古墳広場」や「桜
の森」
「親水広場」などが配置され、甲府盆地を一望できる高台にあり、多くの皆さまに親し
まれる公園となっておりまして、
現在管理は指定管理者に委託してご利用いただいております。
現在、
公園として管理しております、
面積約５ヘクタールの八代ふるさと公園の南側隣接地、
約１．３ヘクタールにつきまして、駐車場の確保を含め、公園拡張を視野に合併前の旧八代町
時代、平成１６年度に、ふるさと公園第２期整備事業基本計画業務委託を完了し、平成１７年
度に、その基本計画に伴います現地測量業務委託を完了しております。
しかしながら、第２期整備については、その規模から整備事業費が膨大となるため、補助金
確保等有利な財源確保を研究し、整備について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。
○議長（中村善次君）
２問目の答弁を山田教育長。
○教育長（山田武人君）
内藤武寛議員の一般質問、
中山間地事業による、
八代スポーツ広場建設について再度問うに、
お答えいたします。
八代地区のスポーツ広場の計画につきましては、内藤議員ご承知のとおり、当初の予定面積
１万５千平方メートルではグラウンド、トイレ、倉庫、管理棟、駐車場の建設を考えると手狭
であり、予定地の東側および南側に拡大し、計画地を１万平方メートル増やして、約２万５千
平方メートルで再検討いたしましたところ、用地買収を含めて概算工事費が約７億５千万円程
度かかるとの見込みになり、１億２千万円の国庫補助を受けても６億円以上の市費を歳出しな
ければなりません。
現在、笛吹市には７地区に、グラウンド１０カ所と２０校の小中学校のグラウンドが社会体
育活動に開放され、市民のスポーツ振興と健康づくりに利用されております。
花鳥のスポーツ広場を除くといずれも、７万２千人を数える市としてのレベルでは中途半端
であり、総合運動場などの建設も望まれております。
八代スポーツ広場は、当時の八代町を対象とした施設であり、現在の笛吹市で新たな施設を
建設するならば、もっと規模の大きいものを計画しなければ市民要望に応えられないと考えて
おります。
多くの市民や笛吹市体育協会などの要望に、体育館や陸上競技場などを含む総合運動場の建
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設についての声が多く上がってまいりました。
また、
平成２０年度にスタートする総合計画に、
運動施設の整備が位置付けられております。
したがいまして、八代スポーツ広場と総合運動場の両方を建設することは、現在の財政状況
では非常に無理があり効率的ではなく、これからの笛吹市にとって必要な市民全体を対象とし
た総合運動場の建設を検討し、八代スポーツ広場については、計画変更するのが妥当ではない
かと考えております。
今後は、内藤議員ご指摘のとおり、地元の皆さんへの説明を行ってまいりたいと考えており
ます。
以上で答弁といたします。
○議長（中村善次君）
再質問を許します。
内藤武寛君。
○１１番議員（内藤武寛君）
駐車場整備につきましては、補助金等の財源確保を図りながら検討していくとのご答弁でし
た。
今は、
第二農免が未完成のために車の交通量も少なくて、
駐車場も何とか可能のようですが、
第二農免が全線開通いたしますと、
あの近所には駐車場がまったくなくなりまして、
今度の
「じょ
いそうらん祭り」のようなイベントをするにも、大変難しくなるのではないかと思います。
ぜひ、早期の駐車場の整備をお願いしたいと思います。
また、ふるさと公園につきましても、稲山けやきの森につきましても、四ッ沢川公園のホタ
ルの里につきましても、観光資源であると同時に市民の憩いの場、癒しの場としても、大いに
利用される場所でもありますし、また、学校教育の中で子どもたちが自然とふれあい、歴史を
学べる素晴らしい環境になると私は思っております。
公園と公園を結んで一体化した遊歩道の整備や、また案内板、休憩所の整備が必要であると
考えますがいかがでしょうか、ご答弁をお願いしたいと思います。
また、中山間地のグラウンドですが、ぜひ早い段階で地元の区長会なり審議会なり、米倉区
へ丁寧な詳しい説明の機会をつくっていただくことをお願いしたいと思います。これはご答弁
はいりません。
以上、再質問とさせていただきます。
○議長（中村善次君）
岩澤建設部長。
○建設部長（岩澤重信君）
内藤議員の、ふるさと公園の第２期整備と同時に駐車場整備につきましての再質問にお答え
させていただきます。
八代ふるさと公園駐車場につきましては、現在の公園の東側に大型車が２台、それから普通
車が約４８台に加えまして、
多目的広場横に普通車が２５台、
それから古墳広場横に普通車１３台
が確保されておりまして、合計いたしますと大型車が２台、普通車が８６台、駐車場として確
保してございます。
それから、議員のご指摘のとおり、第二農免が今日現在、全面供用開始となっておりません
ので、若干交通量が少ないということで、第二農免の脇に約４０台程度の駐車可能なスペース
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がございます。それから、イベント時にはお客さま方を道路場で若干降ろして運用するという
ような形のものが、今日現在考えられるわけでございます。
また、本公園につきましては、議員のご指摘のとおり、その周辺に県が管理しております、
けやきの森、それから四ッ沢川のホタルの飛び交う河川公園というような形の中で、あの一帯
に笛吹市の公園としての施設がゾーンとして設定されていると、いうような考え方の中から、
これからにつきまして東八中央農免の全線供用、それから、２年後に控えております若彦路の
全線開通等々の状況を考えますと、やはり第二農免を使って交通渋滞の分散としても、第二農
免に入ってくる車も多くなってくることが予想されますし、当然、道路条件がよくなれば、ふ
るさと公園を中心とするあの一帯の公園につきまして、観光客あるいは市民の皆さま方の活用
の度合いも、相当増えてくるだろうと考えております。
それから、産業観光部長の答弁にありましたとおり、第２期整備計画の中では、１．３ヘク
タールの中に園路広場、それから遊具、トイレ、あずまや、モニュメント等々の計画もござい
まして、駐車場につきましても現計画によりますと、大型車が２台、それから小型車につきま
して約４０台のスペースが計画されております。
そうはいたしましても、今般のような大規模なイベントがございますと、さらにこの台数に
おいても、駐車場につきましては手狭であるという見解も持っております。
いずれにいたしましても、今後につきましては、ふるさと公園の第２期整備計画との整合性
を図りながら、課題として、四季折々の笛吹市のすべての公園につきまして、来客される方々
にご不便をかけないための駐車場整備につきまして、いろんな方策について検討していきたい
と考えております。
なお、議員のご指摘のとおり、既にリニアのトンネル工事も、皆さん方マスコミでご存じの
とおり発注になったわけでございますが、ふるさと公園の場合は、眼下にリニアが通る景色が
出てくるというようなことの中から、そういう面も含めまして駐車場等の整備につきまして、
精力的に研究していきたいと考えております。
以上、答弁といたします。
○議長（中村善次君）
再々質問ありますか。
（ な し ）
以上で、内藤武寛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。
続いて、２８番、川村惠子君。
○２８番議員（川村惠子君）
通告に基づき質問させていただきます。
市民後見人の養成で、成年後見制度の利用促進についてであります。
成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が十分でない人の、財産管理
や身上監護についての契約や、遺産分配などの法律行為等を自分で行うことが困難な方々を保
護し、支援する制度です。
介護保険とともに平成１２年４月にスタートしましたが、いまだ制度が十分に知られておら
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ず、後見人の認定の難しさなどから、介護保険制度ほど利用されていないようであります。
こうした中、国は利用促進のためにこれまで、自治体の長が後見人を立てる場合、要件の大
幅緩和や成年後見制度利用支援事業の創設に取り組んできました。
しかし、制度が普及しにくいのは、安心して頼める後見人が身近にいないことも大きな要因
の一つといわれています。
現在、後見人の８割が親族ですが、相続権のある親族に委ねるために財産の奪い合いも起き
ているようです。残り２割が弁護士、司法書士、社会福祉士ら第三者が担っていますが、こう
した専門職の人々は限られている上、月３万円程度の謝金の支払いは、年金暮らしのお年寄り
にとって大きな負担となっているところです。
このような問題を解消するため、切り札として期待されているのがボランティアによる市民
後見人です。
市民後見人のなり手は、
会社を定年退職し、
社会貢献に意欲的なシニア層を想定しています。
養成講座で法律、介護保険、認知症などの知識を身につけた市民が後見人候補となり、実際に
裁判所から選任されれば、成年後見人として活動していくことになります。
先進的な取り組みをしている自治体がいくつもあるようです。区民後見人を養成している東
京都世田谷区や、市民後見人を養成している大阪市、社会貢献型後見人の養成に取り組んでい
る東京都などがあります。
本市の取り組みの現状と、成年後見制度のさらなる活用推進についてのお考えをお聞かせく
ださい。
○議長（中村善次君）
当局の答弁を求めます。
内藤保健福祉部長。
○保健福祉部長（内藤運富君）
川村惠子議員の一般質問、市民後見人の養成で、成年後見制度の利用促進をについて、お答
えいたします。
成年後見制度は、平成１２年４月に創設され、認知症など精神上の障害によって判断能力が
十分ではない方の財産管理や身上監護等を、本人に代わって法的に権限が与えられた代理人が
行い、本人が安心して生活できるよう、本人を保護し支援する制度であります。
家庭裁判所が代理人を選び、この選任された成年後見人が、本人のために活動するものであ
ります。
この制度の申立てができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族などとされておりますが、
親族がいないなどの事情により、審判の申立てができない場合には、市長による申立てができ
ることとされております。
現在、笛吹市で市長申立てにより後見を開始している事案は５件であります。
また、最高裁判所の資料によりますと、１９年３月末現在で、全国の成年後見の申立て件数
は、約１２万３千件であり、その８割が親族後見人で、弁護士や司法書士等による、第三者後
見人は２割という状況となっております。
今後、高齢化がますます進行する中、成年後見の申立ての件数は増加し、第三者後見人を支
援する人材が必要とされております。
このような状況を解消する手段として期待されるのが、市民後見人であります。
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この市民後見人は、親族後見人と第三者後見人の中間に位置し、ボランティア精神で地域の
中でアドバイスや後見活動を行うもので、後見人の仕事のうち、日常生活に必要な簡単な金銭
管理や相談に乗ったりする役割が期待されております。
この市民後見人の養成事業は、県内はまだないようですが、全国では、東京都や大阪市など
が取り組みを開始しているようであります。
このような状況に鑑み、
第三者後見人以外に社会貢献的な意欲をお持ちの市民の方を対象に、
市民後見人として活躍できる人材の養成につきましては、今後の検討課題とさせていただきま
す。
以上、答弁といたします。
○議長（中村善次君）
再質問を許します。
川村惠子君。
○２８番議員（川村惠子君）
再質問をさせていただきます。
先ほどの答弁の中で５件の申立てがあると言われましたが、本人からなのか、それともケア
マネジャーさんとか第三者からの申立てなのかを伺いたいと思います。
それと、もう１つの援助事業として地域福祉権利擁護事業がありますけれども、今の笛吹市
の現状と、地域福祉権利擁護事業と後見人制度の事業は別ですけれども、私は両輪という考え
をしておりますので、その後、権利擁護事業から成年後見人制度にどういうふうにつなげてい
くのか、その点について再質問をさせていただきます。
○議長（中村善次君）
内藤保健福祉部長。
○保健福祉部長（内藤運富君）
川村議員の再質問にお答えいたします。
２点ほどご質問をいただきましたが、
まず、
最初の市長申立てによる成年後見人の開始のきっ
かけ等でございますが、これにつきましては先ほど申し上げましたが、５件ございますが、こ
の内容につきましては、社会福祉協議会から市に相談があり、成年後見人につながったものが
２件でございます。また、成年後見人につきましては、２件も社会福祉協議会が法人後見を現
在行っております。
また、地域包括支援センターから相談があり、成年後見人につながったものがやはり２件ご
ざいます。後見人につきましては、１件は司法書士会、またもう１件は社会福祉士会が行って
おります。
最後のもう１件につきましては、県から委嘱されました療育コーディネーターから相談がご
ざいまして、後見人につながったものであります。後見人につきましては弁護士会が行ってお
ります。
以上、５件でございます。
２点目の地域福祉権利擁護事業でございますが、これにつきましては、成年後見人制度の施
行に先立ちましてスタートした制度でございます。現在は、この地域権利擁護事業から日常生
活自立支援事業というように、名前が変更されております。
この事業につきましては、最近、物忘れがひどい等日常生活に不安を感じている高齢者に対
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しまして、福祉サービスの利用援助サービスや日常の金銭管理のサービスなど、また、通帳等
の預かりなどを行うことによりまして、高齢者が安心して在宅生活を送れるような援助をする
事業となっております。
各市町村の社会福祉協議会が相談を受け付けておりまして、利用者と契約を結び、サービス
を提供している状況でございます。
現在、笛吹市の社会福祉協議会が相談受付を行っております。これは利用者と契約を結び、
サービスの提供を行っておりますが、社会福祉協議会では各支所ごとに専門員を配置しており
まして、これにつきましては、ほとんどが日常の金銭管理を中心に行っております。現在のと
ころ２５名の権利者の援助を行っておるところでございます。
これにつきましても、今後、検討課題ということでもありますので、特に地域福祉権利擁護
事業等も結び付ける中で、今後、市と社会福祉協議会との連携を取りながら、この事業を行っ
てまいりたいと考えております。
以上、答弁といたします。
○議長（中村善次君）
川村惠子君の一般質問は、持ち時間が終了しました。
以上で、川村惠子君の一般質問を終了します。
関連質問を許します。
（ な し ）
関連質問を終わります。
質問を続けます。
２６番、新田治江君。
○２６番議員（新田治江君）
清新会の新田です。
通告に従いまして、２点伺います。
１点目、観光立市としてのさらなる方策、観光振興策について伺います。
①現在、観光立市を掲げている笛吹市ですが、昨日の代表質問の中にも､また、今日の質問の
中にも入っていましたが、観光による交流人口の拡大、市への集客を図るため、現在の果樹、
温泉に文化面を加え、桃の花まつりを盛大にする考えについて伺います。
②俳人・飯田蛇笏先生、龍太先生の俳句の里として、全国にアピールする考えについて伺い
ます。
③俳句大会、投句大会、これは、選者は大変と思いますが、そのへんの了解があればですが、
俳句大会、投句会の開催については、いかがでしょうか。
④飯田蛇笏先生、龍太先生の生誕の地としての整備についての考えはいかがでしょうか。
⑤シャトルバスの運行計画の中に笛吹市の文化財巡りについては、どのように現在進んです
るのか伺います。
２点目、ごみ減量化への取り組みについて伺います。
①平成１８年度をごみ減量元年と位置付け、
「やってみるじゃん５３％減量」を掲げて推進し
てきました。今日までの成果はいかがでしょうか。
②ごみ減量に取り組むことでの環境負荷の低減、ごみ処理コストの低減はどうであったのか
伺います。
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③バイオマスタウン構想を策定し、笛吹市にどのように広めていくのか伺います。
④今後の市民へのごみ減量に対しての意識啓発と協力については、どのように進めていくの
か伺います。
以上です。
○議長（中村善次君）
当局の答弁を求めます。
１問目の答弁を保坂産業観光部長。
○産業観光部長（保坂利定君）
新田治江議員の一般質問、観光立市としてのさらなる方策、観光振興策についてに、お答え
いたします。
現在、桃の花まつりにつきましては、笛吹市観光連盟を中心とし各地域の特色を生かしたイ
ベントを行っております。ＰＲにつきましても首都圏を中心とした新聞や雑誌、ホームページ
などを使い、各方面への情報提供を行っております。
文化面としましては、教育委員会で行った歴史講座から「ボランティアガイド笛吹」という
組織が誕生し、既に市内の歴史史跡を巡り案内を行っております。さらに、組織の充実と各方
面へのＰＲを考えております。
旧来、境川地区には飯田蛇笏、龍太先生を中心とした俳句文化が根付いており、教育委員会
主催による全国小学生・中学生俳句大会が盛大に行われています。
このような文化を生かしつつ、各方面と協議しながら、観光に生かせるような体制づくりを
目指したいと考えております。また、市内にある図書館とも協議し、市出身の俳人などの特集
コーナーの設置などを考えていき、市内の方々へのＰＲも行うことを考えております。
また、本年４月より半年間、観光シャトルバスの試行運転を行います。この中にも、浅間神
社や岡神社といった歴史的施設などを巡るコースも含まれており、文化財的にも配慮をしてお
ります。試行運転の結果を踏まえて、今後のルートの参考と考えております。
以上、答弁といたします。
○議長（中村善次君）
２問目の答弁を加藤市民環境部長。
○市民環境部長（加藤寿一君）
新田治江議員の一般質問、ごみ減量への取り組みについてお答えいたします。
笛吹市では、市民および事業者が、これまでの生活習慣を見直し、ごみ減量に取り組むこと
で環境への負荷低減と、ごみ処理コストの軽減を実現するため、平成１８年度をごみ減量元年
と位置付け、
「やってみるじゃん・ごみ５３減量」をスローガンとした取り組みを目指しており
ます。
具体的行動として、循環型社会の構築を図るべく、組成割合の高い「ミックスペーパー」
「そ
の他プラ」をはじめとした分別収集の徹底、また、廃棄物の発生抑制、リサイクルの推進を図
るべく、余分な包装を断る「リフューズ」
、長く使える商品購入の「リデュース」
、繰り返し使
う「リユース」
、資源として再利用する「リサイクル」の４Ｒの推進等を基本方針とし、自治会
等への説明会および広報誌への掲載などにおいて、ごみ減量化への意識向上に取り組んでまい
りました。
本年、１月末現在の減量状況ですが、可燃ごみについては、９，７３６トンであり前年対比
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２．
１５％の減となっており、
今年度の推計で２％前後の減量は見込まれるものと思われます。
また、分別推進を図っているミックスペーパー、その他プラについては、それぞれ前年実績
を１５～２０％前後上回っており、引き続き分別排出の計画的な指導を図ってまいります。
これら数量から推計すると、町村合併以降における分別品目の統一等による減量施策を踏ま
え、平成１６年度集計量を基準とすると、可燃ごみにいたっては、２８％前後の減量が見込ま
れますが、
スローガンで掲げている５３％減量までには、
さらなる努力が必要となってきます。
処理コストについては、今年度事業費として４億６，６００万円ほどが予測されます。
これは、ごみの総排出量に係る処理コストであり、環境負荷に影響を及ぼす、可燃ごみの減
量が直ちに総排出量処理コストの削減に結びつくものではありません。
市といたしましても、環境負荷の軽減と総排出量の削減を図るために、さらなる減量に向け
た普及啓発に努めてまいります。
次に、バイオマスタウン構想の中で生ごみ処理との関連についてお答えします。
バイオマスタウン構想の中では、環境保全型農業を事業目標としており、バイオマスである
生ごみを焼却処理せず堆肥化し、農地への還元による循環型社会の形成を目指しております。
今年度、既に境川町境区および一宮町田中区において、生ごみの分別収集を行っております
が、来年度に向けても、関係各課と連携を図る中で計画的な事業拡大を図りたいと考えており
ます。
今後においても、ごみ減量をはじめとする環境問題は、地域全体の問題とし、地域において
の積極的な取り組みをお願いしてまいります。
また、広報誌、笛吹ホームページ等を活用しながら、積極的な説明会の開催等を行い、市民
と行政が共通の認識に立ち、ごみの減量と分別によります再資源化に努めてまいります。
以上で答弁といたします。
○議長（中村善次君）
再質問を許します。
新田治江君。
○２６番議員（新田治江君）
はじめに、観光振興策についてですが、桃の花まつりが毎年４月に行われますが、このよう
なお祭りを年間を通して春・夏・秋・冬で、果物の季節、花の季節、また文化行事に合わせた
り、また、今日の質問の中にも夜景の話も出ていましたが、夜景も取り入れたり、年間を通し
て企画できないものか伺います。
そして、文化財マップで、ガイドボランティアさんも育成されて活躍しているようですが、
どんな状況なのかお聞かせください。
そして、お祭り用の、のぼり旗を見かけますが、笛吹市の色はブルーです。このブルーは笛
吹川の流れ・豊かな自然の潤いを象徴しているブルーです。私は、このブルーを笛吹市ブルー
一色にしたら統一できて、そうしてほしいなと願います。街灯の色もグリーンになっています
が、できればブルーで笛吹をアピールしていってほしいと思います。こんな点はいかがでしょ
うか。
そして、俳句についてですが、現在、小中学生を対象にしていますが、募集範囲を一般にも
拡大し、また、表彰時期をお祭りのときに合わせたら、なお良い効果があると思いますが、そ
の点はいかがでしょうか。
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また、飯田蛇笏先生、龍太先生の常設展、文学館で常設展もありますが、やはり名句が生ま
れた風土というものは、県内外の人たちからは、とてもうらやましがられています。また、お
隣の甲府市でも、
歌人・山崎方代さんの生家跡を文化観光の拠点に整備の方針を進めていると、
先日新聞にも載っていました。
ぜひ、笛吹市におきましても、飯田蛇笏先生、龍太先生誕生の地を文化観光の拠点になるよ
う、整備委員会等立ち上げをしてお願いしたいと思いますが、その点いかがでしょうか。
環境問題ですが、ごみの問題は本当に大変難しい問題です。循環型社会を目指して進んでい
るんですが、私の計算では、可燃物のごみの量は削減できていますが、その代わり収集回数も
増え処理費用もそれなりにアップしています。環境負荷についてはよくなりましたが、コスト
面の低減については、まだ不十分と思います。
この、今のままの生活を続けていくと、業務は民間業者への委託であり費用は膨らみ、この
負担は市民の肩にかかってきます。一人ひとりがごみを出さない工夫、生活を変えなければ真
の減量にはなりません。啓蒙活動をするのですが、まずできることから始めたらと、そこを思
いました。
行政のほうでも、会議のときなどペットボトルを止め、ポットを後ろに置いて、欲しい人は
自分で飲む、
どこかへ出かけるときは水筒も持ち歩く、
毎日の習慣を見直すべきだと思います。
昨日も、境川の消費生活研究会の地区の総会がありましたが、やはりみんな、もうごみは出
さないように、お茶も茶碗を使ってごみを出さない、みんなが一人ひとりできることから始め
ようということで心がけています。自分から変わらなければ駄目と結論が出ました。
ぜひ、行政も率先して変わってほしいと思います。こんな点についてはいかがでしょうか。
また、まだまだごみを燃やす人がいると聞きますが、環境についての思いがまだ薄いからで
はないかと思います。
今、地球規模で時期はずれの台風がきたり、異常気象だったり、氷河が解け低いところでは
水没のところもあります。環境破壊のその点は分かっているのでしょうが、自分の身のまわり
のこととなると、ピンとこないからだと思います。
先日、ラジオで「目指せ１人１日１キログラムＣＯ２削減」ということを最近いっています。
環境省で、例えば、水筒を持ち歩いてペットボトルの使用を削減すると、６グラムのＣＯ２の
削減になるようです。このように数字で示しての啓蒙活動も効果があると思いますが、いかが
でしょうか。
○議長（中村善次君）
新田議員、質問を簡潔にお願いします。
○２６番議員（新田治江君）
２番、バイオマスタウン構想では、境川それから一宮と石和、３カ所を選定していますが、
今後の計画はいかがでしょうか。そして、バイオマスの里づくり事業のＥＭ菌を活用した土づ
くり講習会がありましたが、広い範囲でのＰＲをしていったらよいと思います。
以上です。
○議長（中村善次君）
答弁を求めます。
まず、はじめに保坂産業観光部長。
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○産業観光部長（保坂利定君）
新田議員の再質問にお答えいたします。
桃の花まつりの関係と、市のブルーをもっと笛吹市としてアピールできないかという点につ
きまして、私のほうでお答えしまして、俳句大会とボランティアガイド笛吹につきましては、
教育委員会のほうで答弁させていただきます。
私ども、新田議員のとおり、フォーシーズンフェスティバルというのは願ってもないご提案
だと思っております。温泉と食とウォークと花、これを健康増進プログラムの中に組み入れた
観光商品、あるいは歴史と文化と自然を組み合わせた中で、点から線、線から面、これも広域
的に、これに観光シャトルバスを結びつけたフォーシーズンフェスティバルというものがあり
ます。
基本的には、先ほどの答弁にもありましたけれども、合併して４年経っている。ここでもう
一度、いままでのイベント・お祭りを検証しながら、多くの関係者の方、関係団体のご意見を
聞きながら、観光基本計画の策定の準備に入りたい。この基本計画の実施計画の中にある程度
の数値目標を入れて、目標設定をまずしていったほうが、これからの事業展開にいいのではな
いかという関係がありますので、このへんも協議しながら、しっかりと誘客に努めてまいりた
いと思っております。
それから、のぼり旗等を含めたブルーを笛吹市としてアピールできないかということであり
ますので、
これにつきましては教育委員会、
経営政策室それぞれの部局の関係がありますので、
部局長会議の中で提案申し上げて、また研究検討を重ねてまいりたいと思っております。
○議長（中村善次君）
加藤市民環境部長。
○市民環境部長（加藤寿一君）
それでは、新田議員の再質問にお答えいたします。
まず、１点目であります循環型社会、費用もアップしていると、一人ひとりがごみを出さな
いようにすることが一番ではないかとおっしゃられました。
確かにそのとおりでございまして、先ほど答弁でも申し上げましたように、基本的には４Ｒ
でございます。今、ごみの減量はリサイクルとリユース、再度使う、この部分に非常に重きを
置いてやっているわけですが、これ以外にリフューズ、要するに過剰包装などをしないこと、
それからリデュースで要するに余分なごみを出さないという、そういうことで、総排出量をい
かにして削減していくかということ、これを達成すれば費用的にも削減ができていくのではな
いかと思っております。これも含めて今後対応していかなければいけないと考えております。
それから、
会議の折のペットボトルでございますが、
後ろにお湯を置いてということですが、
そういう取り組みを率先してやっていく必要もあると思っております。ただ、会議の性格もい
ろいろございますので、できるところからそういうふうな取り組みを進めていきたいと考えて
おります。
それから、地球規模の温暖化、ＣＯ２削減で１人どのくらい削減すればＣＯ２が減るかとい
うお話、数値的にということでございますが、今年度、これは市の公共施設等でございますが、
地球温暖化の対策行動計画を策定する予定になっております。この中では排出量、ＣＯ２をど
れだけ減らすには、例えば電気をどれだけ減らせばいいとか、車の走行距離をどれだけ減らせ
ばいいとか、こういったものをＣＯ２に換算して計算する予定になっています。
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これは公共施設を基本的に考えるわけですが、実は現在、環境省で環境家計簿というのがご
ざいます。これは各家庭での電気代とかがＣＯ２の削減に換算できる表があります。インター
ネットなんかには載ってはいるんですが、こういうものとか、これを出すには排出係数という
ものがありまして、各地区でその排出係数は異なっておりまして、山梨県は山梨県の排出係数
がございます。これはインターネット等をご覧にならない方については、なかなか目に付かな
いことかと思いますので、非常に０．００いくつとか、そういった複雑な数字ではありますけ
れども。例えば、広報等で電気代をこれだけ削減すれば、ＣＯ２がこれだけ減るんだというこ
とができるかどうか、できましたら広報等でそういうものをお知らせすることも検討してみた
いと思っております。
それから、バイオマスタウン構想の計画でございますが、これは産業観光部のマニフェスト
の中に概要が載っておりますが、例えば、大型ごみ処理機を３台とか、チップの機械とか、そ
ういう計画がございますので、そちらのほうをご覧になっていただければと思います。
それから、ＥＭ菌の土づくりの講習会でございますが、これにつきましても、このバイオマ
スタウン構想計画の中で、農林振興課の主催で開催されたものでございます。また農林振興課
と連携を取りながら、こういう計画についても検討していきたいと思います。
○議長（中村善次君）
高野教育次長。
○教育次長（高野あけみ君）
それでは、教育委員会関係の新田議員の再質問にお答えいたします。
小学生・中学生俳句大会の表彰の時期でございますが、このお祭りの時期というのは、何の
お祭りかちょっと分かりませんので、ちょっとお答えがしづらいのですが、いずれにしまして
も、年度で動いているということは間違いございません。文科省との交渉とか、子どもたちか
ら俳句を全国から集めて、学校を通して集めるのですが、集めて表彰になるまでにはかなりの
時間がかかります。年度当初から始めましても、１１月ころになってしまうわけですが、１度、
市になってから１月に俳句の表彰をしたことがあるのですが、全国から集まる子どもたちが寒
いとか、
それから受験のシーズンにも入りますので出席者が少なかったことがあります。
１１月
は文化の日等もございまして、
そういう意味でもお休みも多いということもございますが、
１１月
にさせていただくようになったものでございます。
１人でも多くの子どもたちに出席をしてもらいたいという思いがございまして、開催してお
りますので、ご理解をお願いしたいと思います。
それから、飯田蛇笏・龍太先生の生誕地の整備についてでございますが、これにつきまして
は、
今まだご家族の方もそこにお住いですので、
そういうご家族の方の思いも大切にしながら、
ご家族の方にお伺いしながら検討してまいりたいと思います。
それから、ボランティアガイドにつきましては、教育委員会のほうで市民講座の歴史講座の
中でボランティアガイドを養成しまして、ご活躍をいただいているところですが、多くの方々
にご活躍をいただいております。
利用につきましては、市内の史跡のご案内等をしておりますが、先ほどの答弁の中にありま
したように、組織の充実と各方面へのＰＲにつきましても、今後また考えていきたいと思いま
す。
以上、答弁とさせていただきます。
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○議長（中村善次君）
新田治江君の一般質問は、持ち時間が終了しました。
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。
１番、井上一已君。
○１番議員（井上一已君）
ごみ減量についてでありますが、今、加藤部長さんから新田議員の、ごみ減量の５番目の質
問に対しまして、やはり減量につきましては、市と市民と協働してやらないと、なかなか達成
できない問題であるというような答弁をいただいたわけでありますが、今、私が知っている市
民団体の中に、
「やってみるじゃんごみ減量５３％」を掲げまして、一生懸命、ごみ減量に取
り組んでいる団体があるわけです。私の目の届くところと言えば一宮町内ということでありま
すが、
「ピーチアンドグレープ」という団体があるわけですが、３４団体ありまして、人数は
大体２６９名でありますが、一番大きな団体が１７名、一番小さな団体が５名、５名から１７名
の団体であります。
では、
どんな活動をしているかということでありますが、
特に分別をしっかり家庭でやると。
その中で特に広告紙、それから牛乳パックを集めまして、牛乳パックはもちろん水分を抜くわ
けでありますが、１年間自宅に保管をして置く。代表者がありまして、１２月の初旬にそれを
集めるところがあるわけですが、これは農協です。農協で集めるために責任者のところに持っ
てくるわけです。責任者は集めたものを農協へ持って行って、農協は製紙会社と契約を結んで
おきまして製紙にする。大体要望は、女性団体でお母さんたちが主でありますが、トイレット
ペーパーあるいはティッシュ、こういうものをお願いしたいと。リサイクル活動もやろうとい
う団体なんです。そういう団体があるわけです。
私は１町しか知らないわけですが、市内にこういうふうな団体があるかどうか。あるという
ことは知っていると思いますが、数はどのくらいかということはちょっと把握していないかも
しれませんが、急な質問ですから、そのへんまでの答弁は結構ですが、あるかどうかというこ
とをお伺いしたいと思います。
そして、さっき協力体制を組んでいかないとなかなか減量が進まないと、これは協力体制を
組む必要があるとおっしゃいましたが、やはりこういう団体をバックアップする、バックアッ
プの内容はいろいろあると思いますが、その団体というのは、もちろん自立をしているわけな
んです。資金的な援助はいらないというようなことで活動している、ボランティア活動なんで
すね。ですから、バックアップとうと、どういうようなバックアップができるかというような
ことを考えていただいて、より減量を達成するために支援策を考えていただければ、非常にあ
りがたいと思っています。
この２点をお伺いいたします。
○議長（中村善次君）
答弁を求めます。
加藤市民環境部長。
○市民環境部長（加藤寿一君）
それでは、井上議員の関連質問にお答えいたします。
今、お話を伺いまして、大変積極的に取り組んでいただいて、大変感謝申し上げます。
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やはり、ごみ減量あるいは循環型社会の構築には、市民の皆さまの協力をいただかないと実
現できるものではありませんので、今後ともぜひよろしくお願いしたいと思います。
今、そういう団体を掌握しているかというお話がありましたが、先ほど答弁の中で、ＥＭ菌
等の５０団体につきましては承知しておりますが、今、議員さんの申し上げられたそういう団
体につきましては、そういう団体もあるかなという話を聞いたこともありますが、実態は掌握
しておりませんので、そういう団体につきましても今後掌握させていただいて、そういう積極
的に取り組んでいる団体の皆さまにご協力をいただきながら、よりごみ減量、循環型社会の構
築に向けての協力をお願いしてまいりたいと思っております。
それから、バックアップということでございますが、財源的という意味ではなくて、例えば、
ごみ減量とか循環型社会については、それぞれ皆さんいろいろなノウハウとか工夫を持ってい
らっしゃる方も、何人かいらっしゃると思います。そういうアイデアなんかも募集させていた
だいているところでもありますので、そういう皆さん方の声をお聞きしながら、例えば、改善
する点とか、こうしたほうがいいとか、そういうご助言をいただきながら、より減量化が進む
ような対策を取っていきたいと思います。
以上でございます。
○議長（中村善次君）
再質問ありますか。
（ な し ）
以上で、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、すべて終了しました。
お諮りします。
明５日から１１日は議案審査のため休会としたいと思います。
これにご異議ありませんか。
（
「異議なし」の声あり）
異議なしと認めます。
よって、５日から１１日は休会とすることに決定しました。
本日は、これにて散会といたします。
次の本会議は、１２日午後１時３０分から再開いたします。
よろしくお願いいたします。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
散会
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日程第 １ 議案第 １号 笛吹市後期高齢者医療に関する条例の制定について
日程第 ２ 議案第 ２号 笛吹市役所支所設置条例の一部改正について
日程第 ３ 議案第 ３号 笛吹市職員定数条例の一部改正について
日程第 ４ 議案第 ４号 笛吹市職員給与条例の一部改正について
日程第 ５ 議案第 ５号 笛吹市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について
日程第 ６ 議案第 ６号 笛吹市職員の育児休業等に関する条例等の一部改正について
日程第 ７ 議案第 ７号 笛吹市国民健康保険税条例の一部改正について
日程第 ８ 議案第 ８号 笛吹市手数料条例の一部改正について
日程第 ９ 議案第 ９号 笛吹市児童館条例の一部改正について
日程第１０ 議案第１０号 笛吹市学童保育室条例の一部改正について
日程第１１ 議案第１１号 笛吹市ひとり親家庭医療費助成に関する条例の一部改正につい
て
日程第１２ 議案第１２号 笛吹市乳幼児医療費助成金支給条例の一部改正について
日程第１３ 議案第１３号 笛吹市重度心身障害者医療費助成条例の一部改正について
日程第１４ 議案第１４号 笛吹市国民健康保険条例の一部改正について
日程第１５ 議案第１５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１６ 議案第１６号 笛吹市介護保険条例の一部を改正する条例の一部改正について
日程第１７ 議案第１７号 芦川村の編入に伴う笛吹市介護保険条例の適用の経過措置に関
する条例の一部改正について
日程第１８ 議案第１８号 笛吹市水道事業の設置等に関する条例等の一部改正について
日程第１９ 議案第１９号 平成１９年度笛吹市一般会計補正予算（第５号）について
日程第２０ 議案第２０号 平成１９年度笛吹市国民健康保険特別会計補正予算（第５号）
について
日程第２１ 議案第２１号 平成１９年度笛吹市老人保健特別会計補正予算（第５号）につ
いて
日程第２２ 議案第２２号 平成１９年度笛吹市介護保険特別会計補正予算（第４号）につ
いて
日程第２３ 議案第２３号 平成１９年度笛吹市公共下水道特別会計補正予算（第４号）に
ついて

１４７

日程第２４ 議案第２４号 平成１９年度笛吹市簡易水道特別会計補正予算（第４号）につ
いて
日程第２５ 議案第２５号 平成１９年度笛吹市水道事業会計補正予算（第３号）について
日程第２６ 議案第４７号 東山梨環境衛生組合規約の変更について
―追加日程―
日程第２７ 議案第４８号 笛吹市行政組織条例の一部改正について
日程第２８ 議案第４９号 笛吹市職員給与条例の一部改正について
日程第２９ 議案第５０号 平成１９年度笛吹市一般会計補正予算（第６号）について

２．出席議員は次のとおりである。（３０名）
１番

井 上 一 已

２番

前 田 初 男

３番

上 野

稔

４番

山 本 富 貴

５番

石 倉 泰 明

６番

亀 山 和 子

７番

寳

修

８番

雨 宮 四 郎

９番

大久保俊雄

１０番

堀 内 文 藏

１１番

内 藤 武 寛

１２番

中 川 稔 夫

１３番

海野利比古

１４番

渡 辺 正 秀

１５番

野 沢 勝 利

１６番

小 林

１７番

杉岡喜美雄

１８番

中 川 秀 哉

１９番

松 澤 隆 一

２０番

降 矢 好 文

２１番

前 島 敏 彦

２２番

山 崎 光 世

２３番

志 村 勢 喜

２４番

龍 澤

２５番

日髙せい子

２６番

新 田 治 江

２７番

渡 邉 清 美

２８番

川 村 惠 子

２９番

風 間 好 美

３０番

中 村 善 次

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（１６名）
市

長

荻 野 正 直

副

長

望 月 健 二

会計管理者

中 川 啓 次

総 務 部 長

石 川 光 次

市民環境部長

加 藤 寿 一

保健福祉部長

内 藤 運 富

福祉事務所長

岡 部 敏 朗

産業観光部長

保 坂 利 定

建 設 部 長

岩 澤 重 信

公営企業部長

梶 原

教 育 次 長

高野あけみ

総 務 課 長

山 下 真 弥

財 政 課 長

堀 井 一 美

消

長

宇 野 光 男

代表監査委員

飯 田 三 郎

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

橘 田 益 貴

議 会 書 記

堀 内 常 雄

議 会 書 記

金 井

久

１４９

市

防

清

１５０

再開

午後 １時４５分

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○議長（中村善次君）
ただいまの出席議員は３０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。
報告事項を申し上げます。
本日、曽根教育委員長ならびに山田教育長から公務のため、池田経営政策室長から病気療養
のため欠席の報告がありました。
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。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○議長（中村善次君）
日程第１ 議案第１号から日程第２６ 議案第４７号までを一括議題とします。
本件については、今定例会初日に上程され、各常任委員会に審査を付託してありますので、
それぞれの常任委員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、堀内文藏君。
○総務常任委員長（堀内文藏君）
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、総務常任委員会の報告をいたし
ます。
去る２月２８日の本会議において、本委員会に付託されました議案のうち、補正予算ならび
に条例改正等の審査を３月６日、７日に委員会を開催し、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・意見等ありましたので、報告いたします。
「笛吹市役所支所設置条例の一部改正について」
、合併項目の中にすべての町村に支所を置
くということになっていた。支所がなくなり職員が兼任することは不公平であり、独立した石
和支所を置くべきではないかとの質問について、市長に説明を求めましたが、合併当初、旧町
村に支所を置くことにしていた。石和、八代、春日居など本庁機能がある場合は、本庁のそれ
ぞれの課の中にエリアの担当があり、その支所ではその担当は設置していない。今回事務機能
が集約されるので、石和支所は廃止するものであるとの説明がありました。また、石和以外の
支所については継続して置いていただきたいとの意見については、支所をなくしては、本庁で
は市民の要望に応えられないので継続していくとの説明がありました。
次に、
「笛吹市職員定数条例の一部改正について」
、消防職員の定数について基準の定数より
低い状況であるので、減員するより９０名の定数が適正ではないかとの質問では、現状以上の
消防力を維持していくことを原則として定数を現状の実数に合わせていくもので、８５名にな
れば十分、今以上の住民サービスの向上が図れるとの説明がありました。
次に、石和温泉駅周辺整備について、ＪＲとの協議が止まっているがいつになるのかとの質
問については、駅前広場の完成と併せ駅舎の検討をしてきたが、ＪＲとの協議が進まず、国交
省も調整に入ってきているので、今後、まちづくり交付金事業の採択について平成２０年度も
検討し、ＪＲおよび国交省と協議を進め、できるだけ早く着手していきたいとの説明がありま
した。
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それでは、審査結果については、以下のとおりでございます。
議案第２号 「笛吹市役所支所設置条例の一部改正について」
、賛成多数で原案のとおり可
決すべきものと決定いたしました。
議案第３号 「笛吹市職員定数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
べきものと決定いたしました。
議案第４号 「笛吹市職員給与条例の一部改正について」
、賛成全員で原案のとおり可決す
べきものと決定いたしました。
議案第５号 「笛吹市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について」
、賛成全員で
原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
議案第６号 「笛吹市職員の育児休業等に関する条例等の一部改正について」
、賛成全員で
原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
議案第１９号 「平成１９年度笛吹市一般会計補正予算（第５号）」のうち、総務常任委員
会担当項目について、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上をもちまして、委員長報告といたします。
○議長（中村善次君）
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。
質疑ありませんか。
（ な し ）
質疑を終結します。
これより、討論および採決を行います。
この際、申し上げます。
日程第１９ 議案第１９号 「平成１９年度笛吹市一般会計補正予算（第５号）
」につきま
しては、各常任委員会に分割付託しておりますので、三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、
総務常任委員会に付託された案件のうち議案第２号を議題とし、
討論を行います。
反対討論を許します。
６番、亀山和子君。
○６番議員（亀山和子君）
議案第２号 「笛吹市役所支所設置条例の一部改正について」
、反対討論を行います。
まず、はじめに申し上げますけれども、今、私たち３０名の議員といいますのは、この笛吹
市が誕生して以来、最大の判断を迫られているのではないでしょうか。
合併協議では、合併は財政を強化し総合的行政能力の確立を目指すとする一方で、きめ細か
で身近な行政を保障するために支所と地域審議会の設置を決めております。すなわち支所の設
置といいますのは、合併協議会でも基本的な骨格であったはずです。いわば笛吹市のあり方を
定めた笛吹市の憲法と言えるものではないでしょうか。
このような合併の骨格の変更にあたっては、十分な市民合意が必要でありますし、また、地
域審議会でも十分議論されるべき案件であります。
しかし、こうした市民合意と手続きの欠落した条例改正案を議会に上程すること自体が、本
当に正しいのかどうかというふうな疑問を呈するものであります。
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改正案の中身について触れたいと思いますけれども、本改正案は石和支所を廃止するという
ものであります。
このことについて、１つ目は、支所といいますのは行政サービスの窓口であるとともに、よ
り良いコミュニティーづくりの拠点でもあるはずです。
合併して４年経ちますけれども、
なかなか市民の一体感が感じられないとか、
行政が遠くなっ
たとか、行政が身近に感じられないというような声を耳にするところです。そうした今こそ、
もっぱら地域のことを考えて仕事をし、
汗を流す支所が必要ではないでしょうか。
そうしたもっ
ぱら市民のために仕事をし、汗を流す職員の姿が市民に見えてこそ、市民と行政による公共空
間を豊かに発展させることができます。
石和においても、
そのことはまったく同じであります。
２つ目は、石和支所の廃止は、旧石和町と他町村に対する二重基準の行政を認めることにな
りはしないでしょうか。すなわち石和は本庁直轄、他は支所対応ということになります。特に
現在は支所の権限がほとんどないという現状で、市民の不満と不信が拡大するばかりではない
でしょうか。
３つ目は、今回、石和支所を廃止するということは、これを引き金に支所機能のさらなる縮
小、さらには支所廃止に進むことも大変危惧されているところであります。
４つ目は、私たちは、かねてより支所を充実して本庁をスリムにということをずっと強調し
てまいりました。本庁は情報集約、企画調整、および全市協同の専門職の配置に特化してスリ
ム化を図る。支所が日常的市民サービスと地域づくり全般を受け持つように支所の機能を充実
する。本庁と支所の風通しをよくし支所にも一定の権限を持たせる。こうしてこそ住民福祉の
向上と全市民の一体感、連帯感が生まれて、笛吹市発展につながるのではないでしょうか。
最後に、石和に住んでいるものの立場から意見を述べたいと思います。
支所の廃止は、私たち石和住民にとっても大変なマイナスだと考えております。もっぱら石
和地区住民と石和地区の発展のために仕事をし、汗を流す職員がおりません。地域のこと、地
域の出先機関の問題を相談しても、本庁では支所のように機敏に臨機応変に対応してくれない
ことが多い、という声も私たちは聞きます。また、石和自身にも石和独自の課題がたくさんあ
るところです。特に都市化が進んでいる地区では地域力が弱いとか、地域や行政に背を向けて
いる人が多いとか、生活相談が一番多いのも石和でありますし、税金などの滞納が多いことな
どもしばしば指摘されております。
こうした課題に正面から取り組んでくれる支所が石和には必要であります。支所の充実で市
民サービスの向上とそれぞれの地域の発展、そして、それが笛吹市全体の発展になることを確
信しまして、石和支所廃止の条例改正の反対討論といたします。
○議長（中村善次君）
賛成討論を許します。
３番、上野稔君。
○３番議員（上野稔君）
「笛吹市役所支所設置条例の一部改正について」
、賛成討論を行います。
本市における支所については、合併時の各町村間の地理的条件や地域振興の観点から、その
設置の必要性に鑑み設置され、現在に至っております。
現在の支所における業務は、本庁で行っている業務を網羅しながら市民サービスが提供され
ているところですが、石和支所については、建設部、公営企業部、教育委員会関係の分庁舎業
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務が主に行われてきました。
このたび、市役所南館の設置により、本庁機能が本庁舎周辺に集中するため、石和地域の住
民サービスの提供は、すべて本課業務で対応が可能な状況となると考えております。
また、行政区運営、農業振興、土木および教育関係等の地域振興の面では、それぞれ本課業
務として、地域の声を聞きながら他支所と等しく、住民サービスを提供していくこととされて
いますので、石和支所廃止に伴う住民サービスの低下はないものと考えております。
加えて、現在、本課で担当している石和地域関係の事務について、不都合や支障が生じてい
ることはなく、本来、本庁でカバー可能な業務については本庁で行うことに、何ら差し支えが
ないことからも、その合理性は評価できるものであります。
さらに、厳しい財政情況の中、職員の減少や行財政改革を推進する過程で、合理的かつ効果
的な行政経営を行っていくことは、行政の重要な課題であり、限られた財政状況下で創意工夫
を行い、現状のサービスを維持することが可能であるならば、より効率的な事務組織の見直し
は、常に必要ではないでしょうか。
よって、このたびの笛吹市役所支所設置条例の一部改正による石和支所の廃止については、
石和地域住民のサービスの低下を招くものではなく、時代の情勢を省みた行政経営の必要性を
加味する点からも、打倒であると考えます。
以上の理由から、このたびの笛吹市役所支所設置条例の一部改正については、改めて賛成の
意思表示をし、賛成討論といたします。
○議長（中村善次君）
続いて、反対討論を許します。
２２番、山崎光世君。
○２２番議員（山崎光世君）
議案第２号 「笛吹市役所支所設置条例の一部改正について」に、反対の立場から討論をさ
せていただきます。
先ほど、総務常任委員長からの報告の中で、委員会として賛成多数で可決というようなご報
告をいただき、時間をかけ熱心にご討議をいただいた総務常任委員会の皆さまに対しては、心
苦しいものも感じますけれども、あえて反対の討論をさせていただきます。
２００４年１０月１２日、旧６町村が合併し笛吹市が誕生しました。しかし、２年以上の時
間をかけての合併協議は、すべてがスムーズに円満に運んだわけではありません。
私は、市役所の位置や支所の設置に関する合併協定項目を審議する、総務企画小委員会に所
属しておりました。
合併協定項目の４、新市の事務所の位置についても、その１「新市の事務所の位置は当分の
間、暫定的に東八代郡石和町大字市部７７７番地、石和町役場とする」という結論を得るには、
小委員会においても合併協議会においても、長い時間を要しました。しかし、同じ４の２「現
在の石和町、御坂町、一宮町、八代町、境川村、春日居町のそれぞれの役場の位置に支所を置
くものとする」
、また、協定項目１４の２「現６町村役場庁舎にはそれぞれの行政区域を所管
する支所を置く」という項目についても異論は出ず、当時の石和町の委員からもまったく異論
がなく、また、当分の間などという条件もなくスムーズに、小委員会も合併協議会も結論を出
したのであります。
私は、今日まで有名無実であった石和支所を合併から３年余りしか経っていない現在、完全
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に無名無実にすることは、
合併協定違反であり、
この条例改正に賛成するわけにはいきません。
なぜ、石和に支所が不要ならば、合併協議の時点でそうした意見が皆無だったのか、理解す
ることができません。
合併協定違反について言えばほかにもあります。
現在、
石和の支所費は計上されていません。
現状は本庁職員が支所的業務を兼務しています。つまり石和の支所費がどのくらい使われてい
るのか不透明なのであります。旧石和町役場内には支所の看板すら見受けられないのでありま
す。現在も市民の多くが感じている不公平感または地域間格差は、この条例改正案が成立すれ
ば、ますます増大するでしょう。
さらに、大きな問題は支所の廃止について石和の地域審議会に諮問していないということで
あります。石和のことは石和の住民の意向によってではなく、本庁の意向または市長の意向に
よって決められてよいのでしょうか。これは住民自治の根幹に関わる暴挙であります。
私は、この条例改正案の提案者は、支所の何たるかをご存じなのか疑問を感じます。支所の
機能や職員の役割は、事務および事務事業サービスだけではない。支所の職員は地域の住民と
一体となって、その地域の振興と活性化に努めることが最も重要なのであります。そして、地
域審議会は住民のそうしたニーズを把握し、支所との橋渡しをするための働きをになっている
のではないでしょうか。
また、私には、石和だけ支所が不必要な理由がまったく理解できません。
合併から長い時間が経って、全市が完全に一体化を熟成した後であれば、本庁所在地の支所
の必要性をもう一度考えることも理解できますが、まだ合併から３年余りしか経っていないの
であります。
なお、石和支所が廃止されることが決定しているかのような表現がされている、本議案の提
案理由についても納得いかないと申し上げ、議案第２号 「笛吹市役所支所設置条例の一部改
正について」の反対討論とさせていただきます。
○議長（中村善次君）
ほかに討論ありませんか。
（ な し ）
討論を終結します。
議案第２号の採決を行います。
本案に対する委員長報告は可決であります。
お諮りします。
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。
したがって、議案第２号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第３号を議題とし、討論を許します。
討論ありませんか。
（ な し ）
討論を終結します。
議案第３号の採決を行います。
本案に対する委員長報告は可決であります。
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お諮りします。
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。
したがって、議案第３号は原案のとおり可決されました。
続いて、議案第４号から議案第６号まで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４号から議案第６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、常任委員長から審査結果の報
告を求めます。
教育厚生常任委員長、中川稔夫君。
○教育厚生常任委員長（中川稔夫君）
それでは、議長より報告を求められましたので、委員長報告をさせていただきます。
去る２月２８日の本会議において、本委員会に付託されました一般会計・特別会計補正予算
ならびに条例制定・改正等についての議案審査を３月６日および７日の２日間にわたりまして、
全委員出席のもと、関係当局の出席を求め開催し、審査いたしました。
審査の過程において出ました主な質疑・意見等について報告いたします。
保健福祉部所管では、配食サービスの利用実績が減っているようだが、また配達される弁当
の単価が社会福祉協議会と民間業者で違うが、中身の差が出ないかとの質問があり、利用者の
死亡、施設入所の介護保険への移行が主な原因である。なお、弁当の中身には差はなく、利用
者負担も同じであるとの説明がありました。また、介護予防サービス費が減額され、介護給付
費が増加している件については、今後介護予防サービスの分析を行い、一層施策の展開をして
いくとの説明がありました。
市民環境部所管では、国民健康保険運営協議会の折りに、国保税収納率向上に対する決意を
述べていて大変なことは理解できるが、
国保税歳入額が減額となった根拠は、
との質問があり、
専決処分という方法もあるが、歳入歳出予算補正としては最終補正でもあり、全額を収納でき
るのかという現状もかんがみ、努力部分も残しながらも、ここで対応した。収納率の向上に対
する決意は変わらず、これからも引き続き努力していきたいとの説明がありました。
教育委員会所管では、
全体的に予算減額が多いが、
教育予算の所管課として予算見積り、
チェッ
クをしっかりしてほしいとの意見があり、企業努力による入札差金や校外学習の内容変更など
が予算減額の主な原因である。今後も注意を払い支障がないよう努めていきたいとの説明があ
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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、報告を終わります。
それでは、審査結果については次のとおりでございます。
議案第１号 「笛吹市後期高齢者医療に関する条例の制定について」
、賛成多数で、原案のと
おり可決すべきものと決定。
議案第７号 「笛吹市国民健康保険税条例の一部改正について」は、賛成多数で、原案のと
おり可決すべきものと決定。
議案第８号 「笛吹市手数料条例の一部改正について」は、賛成全員で、原案のとおり可決
すべきものと決定。
議案第９号 「笛吹市児童館条例の一部改正について」
、賛成全員で、原案のとおり可決す
べきものと決定。
議案第１０号 「笛吹市学童保育室条例の一部改正について」
、賛成全員で、原案のとおり
可決すべきものと決定。
議案第１１号 「笛吹市ひとり親家庭医療費助成に関する条例の一部改正について」
、賛成
全員で、原案のとおり可決すべきものと決定。
議案第１２号 「笛吹市乳幼児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１３号 「笛吹市重度心身障害者医療費助成条例の一部改正について」
、賛成全員で、
原案のとおり可決すべきものと決定。
議案第１４号 「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１５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１６号 「笛吹市介護保険条例の一部を改正する条例の一部改正について」
、賛成全
員で、原案のとおり可決すべきものと決定。
議案第１７号 「芦川村の編入に伴う笛吹市介護保険条例の適用の経過措置に関する条例の
一部改正について」
、賛成全員で、原案のとおり可決すべきものと決定。
議案第１９号 「平成１９年度笛吹市一般会計補正予算（第５号）
」のうち、教育厚生常任
委員会担当項目について、賛成全員で、原案のとおり可決すべきものと決定。
議案第２０号 「平成１９年度笛吹市国民健康保険特別会計補正予算（第５号）について」
、
賛成多数で、原案のとおり可決すべきものと決定。
議案第２１号 「平成１９年度笛吹市老人保健特別会計補正予算（第５号）について」
、賛
成全員で、原案のとおり可決すべきものと決定。
議案第２２号 「平成１９年度笛吹市介護保険特別会計補正予算（第４号）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。
議案第４７号 「東山梨環境衛生組合規約の変更について」
、賛成全員で、原案のとおり可
決すべきものと決定。
以上をもちまして、委員長報告といたします。
○議長（中村善次君）
以上で、教育厚生常任委員長の報告は終わりました。
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これより、委員長報告に対する質疑を行います。
質疑ありませんか。
（ 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１９号については、各常任委員会に分割付
託しておりますので、三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１号を議題とし、討論を行います。
討論を許します。
６番、亀山和子君。
○６番議員（亀山和子君）
議案第１号 「笛吹市後期高齢者医療に関する条例の制定について」
、これに反対する立場
から討論を行います。
この条例は、来月４月から広域連合で始まる予定の後期高齢者医療のうち、笛吹市が行う事
務について定めた条例でありますが、私は、この制度そのものに反対する立場から討論を行う
ものです。
そもそも高齢者を７５歳で区切って後期高齢者と勝手に位置付けて、これまでの国保や健保
などの医療保険から脱退させられて、７５歳以上だけの医療保険制度をつくるというのは、世
界でも例を見ない差別制度であります。
まず、保険料について述べますけれども、これまで扶養家族として医療保険を払わないで済
んだ７５歳以上の人も含めて、すべての人から年金天引きし、さらに２年ごとの改定で確実に
保険料の値上げがされるという仕組みがつくられております。
保険料値上げの要因は２つありますけれども、１つは医療給付費の増加、もう１つは、後期
高齢者の人口増加に伴うものであります。
この制度の財源割合は、後期高齢者が支払う保険料が１０％、健保・国保などからの支援金
が４０％、国・自治体の負担金５０％でスタートしますが、後期高齢者の人口比率が高くなる
のに応じて、保険料の財源割合が自動的に上がる仕組みになっており、日本の高齢化が進む限
り際限なく保険料が上がる制度であります。
また、現在の国保では７５歳以上の高齢者は保険証の取り上げが禁止されておりますけれど
も、新しい制度では１年以上保険料を滞納しますと保険証を取り上げられてしまいます。
受けられる医療の中身も制限されることになります。２００８年度の診療報酬の改定が決ま
り、発表になりましたけれども、その中では、７５歳以上の診療報酬は、外来・入院・在宅・
終末期、すべての分野で７４歳以下とは差をつける項目が盛り込まれました。
この制度の導入によって厚生労働省も、わが笛吹市も、高齢者にふさわしい医療を提供する
と宣伝しておりますけれども、ここで言う「ふさわしい医療」というのはどういう中身でしょ
うか。
厚生労働省の審議会で７５歳以上のお年寄りを次のように位置付けました。１つは、治療の
長期化、複数疾患への罹患が見られる。２つ目は、多くの高齢者に認知症の問題が見られる。
３つ目としては、いずれ避けることのできない死を迎える。というふうに位置付けておりま
す。
こうした位置付けにふさわしい医療の中身というのは、どうせ長くない命だろうから、手間
１５８

もお金もかけないというねらいが見えみえではないでしょうか。事実、この制度の導入よって
７５歳以上にかかる医療費を２０１５年には２兆円、２０２５年には５兆円削減できると厚生
労働省は試算しております。新聞でも発表されたところでもあります。このような年寄りいじ
め、命をないがしろにする後期高齢者の制度導入は、到底容認できるものではありません。
なお付け加えれば、自民・公明の与党は、この制度に反対する大きな世論に押されて、保険
料の一時凍結とか、窓口負担２割の一部凍結を決めておりますけれども、新制度を自分たちで
決めておいて、自分たちで凍結したのは、まさに自作自演ということになります。凍結はいつ
かは融けるものであります。
国会では、野党４党が２月２８日、衆議院にこの制度の廃止法案を提出しております。制度
そのものを廃止すべきであると考え、反対討論とします。
○議長（中村善次君）
賛成討論を許します。
１８番、中川秀哉君。
○１８番議員（中川秀哉君）
私は、議案第１号 「笛吹市後期高齢者医療に関する条例の制定」につきまして、この条例
の制定に賛成する立場から討論をさせていただきます。
はじめに、後期高齢者医療広域連合組合議員として、まず医療の制度について若干お話をさ
せていただきたいと思います。
この保険料につきましては、後期高齢者医療制度を運営するための重要な財源であります。
具体的な額といたしましては各都道府県により異なりますけれども、山梨県におきましては均
等額が３万８，７１０円、所得割としましては７．２８％、約１人当たりの平均保険料といた
しまして６万８，９０４円となります。本年４月から保険料を徴収される方は、この４月上旬
には保険料の額が通知されることとなっております。
これまでの保険料では世帯単位で計算しておりましたけれども、新年度といたしましては個
人単位で計算されることになります。
加入者全体が等しく支払う均等割と、所得に応じて支払う所得割を合計して、保険料が決ま
るわけでございます。この所得割は、年間１５３万円以下の年金受給者にはかからないことに
なっております。保険料の徴収は年金額が年額１８万円以上で、介護保険との保険料の合計が
年金額の２分の１以下の方は、２カ月ことに支払われる年金からの天引き、いわゆる特別徴収
とされますが、それ以外の方は各市役所の窓口にて納めていく普通徴収となります。
また、この徴収については、風水害・火災などの理由や、生活に困難な方については、市役
所の窓口で申請することにより、保険料が免除または減額されることがあります。
この制度は、元気で長生きしていくための政策であるということをまず申し上げさせていた
だきたいと思います。
さて、この制度の運営についてでございますが、後期高齢の広域連合につきましては、制度
の運営は山梨県の場合、山梨県後期高齢者医療広域連合が運営することになっております。こ
の広域連合の運営と中身については、運営費は県下２８市町村の負担金によるものとなってお
ります。この負担割合は平均割が１０％、高齢者人口割が４５％、人口割が４５％となってお
ります。
広域連合の役割といたしまして、被保険者の認定などの資格管理や保険料の決定、給付の決
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定など制度の運営全般を行うものになっております。
また、
広域連合と市町村の事務分担といたしましては、
広域連合の主な事務といたしまして、
資格管理、保険証の作成また交付、次に給付関係の業務、現物給付、高額医療費の支給、医療
費の支給でございます。また保険料の賦課、レセプト点検の業務、第三者行為の求償事務でご
ざいます。
続きまして、市町村の主な事務といたしましては、各種申請の受付け、転入・異動・死亡・
転出にかかわる処理、また７５歳到達者、障害者、標準負担額の減額の申請受付け、第三者行
為届け出の受付け、また減免・減額の申請等の受付けでございます。そのほかに保険証の随時
交付、また広域連合への住基情報の提供、また保険料の徴収でございます。
さて、本議案第１号でございますが、既にご承知のとおり、この後期高齢者医療制度は、県
内すべての市町村が加入する広域連合を主体として運営されております。今回上程されました
制度条例は、広域連合の一構成員として、笛吹市が行う事務の定めや保険料の納期等を定めた
内容となっており、県内市町村が一体となって歩調を合わせて取り組むべき条例制定でありま
す。
超高齢社会を迎え、安定した医療保険制度を将来にわたって持続していくために設けられた
制度であり、これを実施するための笛吹市後期高齢者医療に関する条例の制定に、賛成する立
場から討論といたします。
○議長（中村善次君）
ほかに討論ありませんか。
（ な し ）
討論を終結します。
議案第１号の採決を行います。
本案に対する委員長報告は可決であります。
お諮りします。
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。
したがって、議案第１号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第７号を議題とし、討論を許します。
討論ありますか。
（ な し ）
討論を終結します。
議案第７号の採決を行います。
本案に対する委員長報告は可決であります。
お諮りします。
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。
したがって、議案第７号は原案のとおり可決されました。
続いて、議案第８号から議案第１７号を一括議題とします。
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お諮りします。
本１０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１０案件についての委員長報告は可決です。
本１０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８号から議案第１７号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第２０号を議題とし、討論を許します。
討論ありますか。
（ な し ）
討論を終結します。
議案第２０号の採決を行います。
本案に対する委員長報告は可決であります。
お諮りします。
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。
したがって、議案第２０号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第２１号および議案第２２号を一括議題とします。
お諮りします。
本２案件については、討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。
これにご異議ありませんか。
（
「異議なし」の声あり）
異議なしと認めます。
お諮りします。
本２案件に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２１号および議案第２２号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第４７号を議題とします。
お諮ります。
本件については、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。
１６１

お諮りします。
本件についての委員長報告は可決です。
本件は、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）
ご異議なしと認めます。
よって、議案第４７号は原案のとおり可決されました。
続いて、建設経済常任委員会に付託しております案件について、常任委員長から審査の結果
について報告を求めます。
建設経済常任委員会委員長、小林始君。
○建設経済常任委員長（小林始君）
それでは、
ただいま議長より報告を求められましたので、
委員長報告をさせていただきます。
去る２月２８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３月６日、７日に
全委員出席のもと関係当局の出席を求め開会し、審査いたしました。
審査にあたり、いくつか質問等ありましたので報告いたします。
バイオマスの里づくり事業の大型生ごみ処理機購入費の減額の理由と、メーカー選定の基準
についての質問に、
ＥＭ菌を利用した堆肥づくりをテーマとし処理機を購入した。
購入にあたっ
てＥＭ菌利用のごみ処理機業者は全国で１社しかなく、随意契約で購入し、差額ができたこと
により、今回減額の計上になったとのことでした。また、市内３カ所に設置してあるとの回答
に、現地での視察等を実施し、実際に処理機による堆肥づくりの状況も見させていただいたと
ころです。
土木使用料で過年度分一般住宅使用料が１９０万円の増となっているが、徴収方法等その効
果によるものかとの質問に、従来の督促は、長期未納は保証人に請求する場合もあるとの取り
扱いだったものを、昨年１１月から保証人に請求することとしたため、その影響から納付され
たとの説明がありました。
下水道工事の折の上水道との連携についての質問に、下水道工事の折りに同じ掘削穴に上水
道を同時埋設するのが基本ではあるが、道路幅員やほかの埋設物の現状から同時施工できない
ところもあるが、十分連携を取りながら事業を実施しているとの回答がありました。
上水道および簡易水道事業における停水処分の状況についての質問に、今回５０万円以上の
滞納世帯３９軒について給水停止処分を行う旨の予告書の発送を行った後に、２４軒の停水処
分を行い、総額にして２２５万円の収納ができたとのこと。なお、今後についても随時実施し
ていきたいとの回答がありました。
以上、本委員会に付託を受けました案件にかかわる主な意見等の報告を終わります。
それでは、審査結果について、次のとおりです。
議案第１８号 「笛吹市水道事業の設置等に関する条例等の一部改正について」
、賛成全員
で、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
議案第１９号 「平成１９年度笛吹市一般会計補正予算（第５号）
」のうち、建設経済常任
委員会担当項目について、賛成全員で、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
議案第２３号 「平成１９年度笛吹市公共下水道特別会計補正予算（第４号）について」
、
賛成全員で、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
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議案第２４号 「平成１９年度笛吹市簡易水道特別会計補正予算（第４号）について」
、賛
成全員で、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
議案第２５号 「平成１９年度笛吹市水道事業会計補正予算（第３号）について」
、賛成全
員で、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上をもちまして、委員長報告といたします。
○議長（中村善次君）
これより、委員長報告に対する質疑を行います。
質疑ありませんか。
（ 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１９号につきましては、先ほど申し上げた
とおりです。
それでは、議案第１８号を議題します。
お諮りします。
本件は、討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。
これにご異議ありませんか。
（
「異議なし」の声あり）
異議なしと認めます。
お諮りします。
本件についての委員長報告は可決です。
本件は、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１８号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第２３号から議案第２５号までを一括議題とします。
お諮りします。
本３案件については、討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。
これにご異議ありませんか。
（
「異議なし」の声あり）
異議なしと認めます。
お諮りします。
本３案件に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２３号から議案第２５号は、原案のとおり可決されました。
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１９号を議題といたします。
お諮りいたします。
本件について、討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。
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これにご異議ありませんか。
（
「異議なし」の声あり）
異議なしと認めます。
お諮りします。
本件についての各委員長報告は可決です。
本件は、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１９号は原案のとおり可決されました。
暫時休憩いたします。
再開を午後３時といたします。
休憩

午後 ２時４５分

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
再開

午後 ３時００分

○議長（中村善次君）
休憩前に引き続き会議を開きます。
ただいま、市長より議案第４８号から議案第５０号の３案件が提出されました。
これを日程に追加し、直ちに議題としたいと思います。
これにご異議ありませんか。
（
「異議なし」の声あり）
異議なしと認めます。
よって、お手元に配布したとおり、日程に追加し議題とすることに決定いたしました。
市長より提出議案に対する説明を求めます。
市長、荻野正直君。
○市長（荻野正直君）
本日、追加提案させていただきました条例案および補正予算案につきまして、概略の説明を
申し上げます。
まず、条例案２件についてであります。
行政改革や地方分権改革の推進、多様化する住民ニーズ、第一次総合計画の実施など、行政
に課せられたさまざまな課題に柔軟な対応を行い、より効率的な行政経営を進めていくため行
政組織の一部を変更するとともに、職員給与上の職務分類を変更することについてお願いする
ものであります。
その概要につきましては、経営政策室を経営政策部とし、総務部と経営政策部の課の再編を
行うとともに職員の職務に監の職務を加え、組織体制の整備を図ろうとするものであります。
次に、
「平成１９年度笛吹市一般会計補正予算（第６号）
」でありますが、既定の予算額に歳
入歳出それぞれ５千万円を追加し、
総額を２８３億７千万円とさせていただくものであります。
歳入でありますが、市内の業者より、寄付者の申し出によりまして名前の公表を控えさせて
いただきます。環境に関係する事業に充てることを目的に５千万円のご寄付をいただいたもの
であります。
歳出でありますが、本来ですと指定寄附の受け入れに伴い、寄付の趣旨に沿った事業費の財
１６４

源に充てるわけでありますが、年度末であり事業執行は困難ですので、公共施設整備等基金へ
積み立てるものであります。なお、寄付者の意向を踏まえ、新年度において趣旨に沿った事業
を検討することとしております。
また、今般の大蔵経寺山の山林火災により笈形焼きのケーブルなどに被害が生じたため、地
域振興基金の積立金を９００万円減額し、笈形焼き保存会に施設の補修経費として９００万円
を支給するものであります。
よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長（中村善次君）
ただいま、説明のありました３案件について、質疑を許します
（ な し ）
質疑を終結します。
ただいま議題となっております、議案第４８号および第４９号については、お手元に配布の
議案付託表のとおり、総務常任委員会に付託いたします。
続いて、議案第５０号を議題とします。
お諮りします。
ただいま、議題となっております案件については、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、直ちに討論・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。
これより、議案第５０号の討論を行います。
討論ありませんか。
（ な し ）
討論なしと認めます。
採決を行います。
本件について、決定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５０号は原案のとおり可決されました。
以上で、本日の議事はすべて終了いたしました。
お諮りします。
明日１３日から１４日および１７日から１９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、１３日から１４日および１７日から１９日は、休会とすることと決しました。
本日は、これにて散会いたします。
次の本会議は、２１日午後３時から再開いたします。
ご苦労さまでした。
１６５

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
散会

午後 ３時０７分
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平成２０年笛吹市議会第１回定例会
１．議 事 日 程（第５号）
平成２０年３月２１日
午後３時３０分開議
於

議

場

日程第 １ 議案第２６号 平成２０年度笛吹市一般会計予算について
日程第 ２ 議案第２７号 平成２０年度笛吹市国民健康保険特別会計予算について
日程第 ３ 議案第２８号 平成２０年度笛吹市老人保健特別会計予算について
日程第 ４ 議案第２９号 平成２０年度笛吹市介護保険特別会計予算について
日程第 ５ 議案第３０号 平成２０年度笛吹市介護サービス特別会計予算について
日程第 ６ 議案第３１号 平成２０年度笛吹市後期高齢者医療特別会計予算について
日程第 ７ 議案第３２号 平成２０年度笛吹市公共下水道特別会計予算について
日程第 ８ 議案第３３号 平成２０年度笛吹市農業集落排水特別会計予算について
日程第 ９ 議案第３４号 平成２０年度笛吹市簡易水道特別会計予算について
日程第１０ 議案第３５号 平成２０年度笛吹市温泉事業特別会計予算について
日程第１１ 議案第３６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
会計予算について
日程第１２ 議案第３７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
別会計予算について
日程第１３ 議案第３８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
計予算について
日程第１４ 議案第３９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
会計予算について
日程第１５ 議案第４０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
会計予算について
日程第１６ 議案第４１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
計予算について
日程第１７ 議案第４２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
会計予算について
日程第１８ 議案第４３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
会計予算について
日程第１９ 議案第４４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
特別会計予算について
日程第２０ 議案第４５号 平成２０年度笛吹市水道事業会計予算について
日程第２１ 議案第４８号 笛吹市行政組織条例の一部改正について
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日程第２２ 議案第４９号 笛吹市職員給与条例の一部改正について
日程第２３ 平成１９年請願第６号 後期高齢者医療制度に関する請願
日程第２４ 請願第 １号 公契約法の制定など公共工事における建設労働者の適正な労働
条件の確保に関する請願書について
―追加日程―
日程第２５ 議案第５１号 平成１９年度笛吹市一般会計補正予算（第７号）について
日程第２６ 議案第５２号 平成１９年度笛吹市介護保険特別会計補正予算（第５号）につ
いて
日程第２７ 同意第 １号 教育委員会委員の任命について
日程第２８ 発議第 ３号 公共工事における賃金等確保法の制定など公共工事における建
設労働者の適正な労働条件の確保に関する意見書の提出につい
て
日程第２９ 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。（３０名）
１番

井 上 一 已

２番

前 田 初 男

３番

上 野

稔

４番

山 本 富 貴

５番

石 倉 泰 明

６番

亀 山 和 子

７番

寳

修

８番

雨 宮 四 郎

９番

大久保俊雄

１０番

堀 内 文 藏

１１番

内 藤 武 寛

１２番

中 川 稔 夫

１３番

海野利比古

１４番

渡 辺 正 秀

１５番

野 沢 勝 利

１６番

小 林

１７番

杉岡喜美雄

１８番

中 川 秀 哉

１９番

松 澤 隆 一

２０番

降 矢 好 文

２１番

前 島 敏 彦

２２番

山 崎 光 世

２３番

志 村 勢 喜

２４番

龍 澤

２５番

日髙せい子

２６番

新 田 治 江

２７番

渡 邉 清 美

２８番

川 村 惠 子

２９番

風 間 好 美

３０番

中 村 善 次

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

長

望 月 健 二

長

山 田 武 人

会計管理者

中 川 啓 次

経営政策室長

池 田 聖 仁

総 務 部 長

石 川 光 次

市民環境部長

加 藤 寿 一

保健福祉部長

内 藤 運 富

福祉事務所長

岡 部 敏 朗

産業観光部長

保 坂 利 定

建 設 部 長

岩 澤 重 信

公営企業部長

梶 原

教 育 次 長

高野あけみ

総 務 課 長

山 下 真 弥
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――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○議長（中村善次君）
ただいまの出席議員は３０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。
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。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○議長（中村善次君）
日程第１ 議案第２６号から日程第２２ 議案第４９号までを一括議題とします。
本案については、今定例会初日の２月２８日および３月１２日に上程され、各常任委員会に
審査を付託してありますので、
それぞれの常任委員長から審査の結果について報告を求めます。
はじめに、総務常任委員会委員長、堀内文藏君。
○総務常任委員長（堀内文藏君）
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、総務常任委員会の報告をいたし
ます。
本委員会に付託されまた議案のうち、平成２０年度一般会計当初予算ならびに条例改正の審
査を３月１３日、１４日、１７日に委員会を開催し、全委員出席のもと、関係当局の出席を求
め審査をいたしました。
審査にあたり何点か質問・意見等ありましたので報告いたします。
総務部所管では、土木債、教育債、民生債において借り換えがあるが、今後増えていくのか
との質問について、借り換え債については、本来なら政府資金ですべて賄えばいいが、当時国
の指導により民間資金の借り入れがあった２０年度を含め、２７年度までに１０本が予定され
ているとの説明がありました。
南館開庁に伴い職員の駐車場の借地料は増えているのか、部署が集まることで公用車の削減
はどうしていくかという質問については、借地料は前年度と同じであり、公用車は共有車を設
置し削減している。現在一般車両は１８７台で、合併時より３０台くらい減少しているとの説
明がありました。
防火水槽については、水路から入るものがあるが、今後地下式にしていくのか、そのまま残
していくのかとの質問では、市内７００弱あり、新規に造れるものは３基くらいである。以前
からのものは大切に残していき、耐震性のものは地区要望により設置し、併用して使っていき
たいとの説明がありました。
徴税費にコンビニ収納調査委託料が計上されているが、
収納をお願いするのかとの質問では、
コンビニ収納を導入していく上で業者の意見を聞くなどの調査をして、その結果、なるべく早
いうちに導入していきたいと考えているとの説明がありました。
支所費については、支所の役割は地域振興や活性化のため、地域の人たちと一体となって図
ることが大事で、そのための最低限の予算が必要ではないかとの質問に対しては、具体的にど
ういう内容かで地域おこしが必要か、具体的にどういう予算が必要か提案してもらい、議論を
していきたいとの説明でありました。

１７１

笛吹市行政組織条例の一部改正については、行政改革の推進、多様化する住民ニーズ、第一
次笛吹市総合計画の実施に向けて柔軟に対応し、効率的な行政経営を目指すため、行政組織を
再編することに伴い、所要の改正を行うとの説明がありました。
経営政策室所管では、行政番組作成委託はどんな番組かとの質問に対しては、平成２０年新
たな取り組みとして行政情報を一宮・御坂に配信しているが、きらめきテレビで番組を作成し
配信するとともに、それ以外のエリアの日本ネットワークサービスについても配信することを
２０１１年から、デジタル化問題と併せ検討し、実施に向けて取り組んでいくとの説明があり
ました。
消防本部所管では、火災予防啓発予算が少ないが、全戸対象か、重点的に行なっているのか、
また文化財に対する消火訓練はどのように指導を行っているかとの質問に対しては、予算を伴
わない活動が多い。全戸対象には「広報ふえふき」に年２～３回掲載予定であり、事業所には
訓練実施について通知を出して写真の提出を求めている。訓練しない事業所は立ち入り検査を
して指導している。文化財の消火訓練は本年度２カ所、消防団と協力して実施している。文化
財防火デーには、市の担当と相談して実施するよう心がけているとの説明がありました。
それでは、審査結果については、次のとおりであります。
議案第２６号 「平成２０年度笛吹市一般会計予算」のうち、総務常任委員会担当項目につ
いて、賛成全員で、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４８号 「笛吹市行政組織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いたしました。
議案第４９号 「笛吹市職員給与条例の一部改正について」
、賛成全員で、原案のとおり可
決すべきものと決定いたしました。
以上をもちまして、委員長報告といたします。
○議長（中村善次君）
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。
１４番、渡辺正秀君。
○１４番議員（渡辺正秀君）
議案第４８号 「笛吹市行政組織条例の一部改正について」の審議について、常任委員長に
質問いたします。
２つ質問いたします。
１つは、本改正案は、笛吹市行政組織の基本にかかる改正であります。重要そして突発的で
もなく十分な準備が可能な案件が、なぜ追加議案として上程されたのか、その経過と理由につ
いて常任委員会はどのように審議し、どのような理解に至ったのかをお伺いいたします。
２つ目の質問であります。今後、合併特例債の事業など多大な予算を要する事業が予定され
る一方、財政逼迫が懸念されております。こうした時期に企画政策部門と財政部門を同一の部
に所属させ、同一部長の指揮下に置くことは、財政健全性を確保する上で不安があります。ま
た、あまりにも現経営政策室、新しい経営政策部に権限が集中しすぎる、こういう指摘もござ
います。
この点について、いかなる審議を行い、いかなる判断に至ったかお尋ねいたします。
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○議長（中村善次君）
答弁を求めます。
堀内総務常任委員長。
○総務常任委員長（堀内文藏君）
具体的な質疑はありませんでしたが、執行部の説明で、改正理由が十分に理解できたものと
理解しております。
以上をもちまして、渡辺議員の質問にお答えいたしました。
○議長（中村善次君）
質疑を終結します。
この際、申し上げます。
日程第１ 議案第２６号 「平成２０年度笛吹市一般会計予算」につきましては、各常任委
員会に分割付託しておりますので、三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４８号を議題とし、討論を行います。
反対討論を許します。
１４番、渡辺正秀君。
○１４番議員（渡辺正秀君）
議案第４８号 「笛吹市行政組織条例の一部改正について」
、反対討論をいたします。
日本共産党議員団の渡辺正秀でございます。
本改正案は、荻野市政一代の問題ではなく、今後の笛吹市の行政組織のありよう、また骨格
を根本的に変えようというものであります。
このような重要な、そして突発的な理由もない議案が、何の予告もなく突如追加議案として
提出されたことについて、まず議会軽視だと言わざるを得ません。
３月１２日の全員協議会の説明も本会議の説明も内容を吟味するどころか、字面を追うこと
もできないほど淡々かつ短時間のものでした。
先ほどの総務常任委員長の委員会報告でも、ほとんど審査らしい審査ができなかったことが
分かりました。
十分な事前の検討時間が保障されなかったのですから、
これは当然のことです。
先の石和支所廃止の条例改正では、合併協定を破棄するにあたって地域審議会も開きません
でした。今回、行政組織の根本的変更を突如追加議案で提出してまいりました。暴走につぐ暴
走でございます。このようなルール無視の暴挙を議会は、果たして許してよいのでありましょ
うか。
内容に移っていきたいと思います。
本改正案は、経営政策室を経営政策部に変え、総務部の分掌業務であった財政、行政改革な
どを経営政策部に移管するというものであります。今回の改正案で、経営政策部は市の政策の
企画立案、その推進、調整、行政改革等を担い、さらに財政までも抱え込み、まさに権力の経
営政策部集中ということになります。
従来、財政は総務部にあって事業課からは総体的に独立して、予算の均衡ある配分と財政の
健全性確保に努めてまいりました。
ところが、今回の改変では大きな政策立案と、その推進を行う経営政策部が同時に財政も担
う、いわばお手盛り行財政組織になってしまうのであります。
さらに、現場を受け持つ支所や各事業課との関係についてはどうなるでしょうか。従来、現
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場から必要な事業を積み上げ、財政的な査定を受け、事業が執行されてきました。しかし、今
後はもっぱら机上の企画立案と事業の推進を行う経営政策部がお手盛りで予算を切り盛りする。
支所や事業課の創意工夫、積極性はきわめて軽視されることになります。
既に機械的な枠配分予算方式が支所や事業課の職員のやる気を削ぐことになっていますが、
それを一層拡大・固定化するものとなります。
本改正案が採択されれば、これまで以上に市民の生活とはかけ離れたきらびやかな事業計画
が経営政策部の手で企画立案され、あるいは採用されるでしょう。市長の思いや商道といって
はばからない行政経営哲学は貫徹しやすくなるでしょう。しかし、一部特権官僚と言っては高
く評価しすぎでしょうか、そうした職員を除き、現場の職員の役割とやる気を低めることにな
るでしょう。その被害は職員であり市民でございます。
このことを指摘いたしまして、議案第４８号 「笛吹市行政組織条例の一部改正について」
の反対討論を終わります。
○議長（中村善次君）
続いて、賛成討論を許します。
２番、前田初男君。
○２番議員（前田初男君）
議案第４８号 「笛吹市行政組織条例の一部改正について」
、行政組織の再編に積極的に賛成
する立場から賛成討論を行います。
行財政改革の推進はもちろん、多様化する住民ニーズにいかに機敏に対応していくかは、す
べての自治体に強く求められている課題であります。そのためには、三位一体の行財政改革の
中、それぞれの自治体の生き残りをかけた自主的な行財政改革、スリムで効率的な組織機構の
構築は、どうしても避けて通ることはできません。さらに、平成２０年度は第一次笛吹市総合
計画に向けての大切な初年度でもあります。
こうした中で、山積する行政課題に柔軟に対応し、効率的な行政経営を目指すための行政組
織の再編は、誠に時宜を得た措置であると考えております。
その内容としましては、現在の経営政策室を経営政策部に改め、総務部に属している財政課
と情報政策課を経営政策部に移行するものですが、財政と情報を企画政策部門に集中させるこ
とで、行政経営をよりスムーズに展開していくための方策と理解しています。
今後につきましては、追加提案という形は極力避けていただくことをお願いするとともに、
市民第一主義に基づいて、より効率的に、よりスムーズに行政経営をさらに進めることを強く
期待しまして、賛成討論といたします。
○議長（中村善次君）
ほかに討論ございますか。
（ な し ）
討論を終結します。
議案第４８号の採決を行います。
本案に対する委員長報告は可決であります。
お諮りします。
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 ）
１７４

挙手多数です。
したがって、議案第４８号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第４９号を議題といたします。
お諮りします。
本件については、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。
本件についての委員長報告は可決です。
本件は、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４９号は原案のとおり可決されました。
続いて、教育厚生常任委員会に付託しております案件について、教育厚生常任委員長から審
査結果の報告を求めます。
教育厚生常任委員会委員長、中川稔夫君
○教育厚生常任委員長（中川稔夫君）
それでは、議長より報告を求められましたので、委員長報告をさせていただきます。
去る、２月２８日の本会議において本委員会に付託されました平成２０年度一般会計・特別
会計当初予算についての議案審査を３月１３日、
１４日および１７日の３日間にわたりまして、
全委員の出席のもとに関係当局の出席を求め開催し、審査をいたしました。
審査の過程において出ました主な質問・意見等について報告いたします。
保健福祉部所管では、保育士の正職員の比率が年々下がっている。正職員の確保は必要であ
ると思うがとの質問があり、職員の定数管理や少子化などの課題があり、雇用面では厳しい状
況である。
共働きや核家族化など今後の動向を見ながら考えていきたいとの回答がありました。
市民環境部所管では、４月から始まる後期高齢者医療制度に伴い広域連合を設置したが、事
務的に煩雑になるのかとの質問があり、新たに制度を設けることは事務量が増えるが、今から
の医療制度を維持していくためには広域化し、みんなで負担していかないと、市町村単位の独
自運営では難しいとの説明がありました。
教育委員会所管では、２０年度学校給食課が新設される方針に伴い、自校方式、センター方
式それぞれの給食費の徴収状況についての質問があり、滞納状況、滞納整理の訪問時の様子、
保護者の反応など詳細な説明がありました。今後、学校給食運営委員会を早急に立ち上げ、対
応していきたいとの考えが示されました。
以上、教育厚生常任委員会で審査されまた主な内容について報告を終わります。
それでは、審査結果については次のとおりです。
議案第２６号 「平成２０年度笛吹市一般会計予算」のうち、教育厚生常任委員会担当項目
について、賛成多数で、原案のとおり可決すべきものと決定。
議案第２７号 「平成２０年度笛吹市国民健康保険特別会計予算について」、賛成多数で、
原案のとおり可決すべきものと決定。
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議案第２８号 「平成２０年度笛吹市老人保健特別会計予算について」、賛成多数で、原案
のとおり可決すべきものと決定。
議案第２９号 「平成２０年度笛吹市介護保険特別会計予算について」、賛成多数で、原案
のとおり可決すべきものと決定。
議案第３０号 「平成２０年度笛吹市介護サービス特別会計予算について」、賛成全員で、
原案のとおり可決すべきものと決定。
議案第３１号 「平成２０年度笛吹市後期高齢者医療特別会計予算について」、賛成多数で、
原案のとおり可決すべきものと決定。
以上をもまして、委員長報告といたします。
○議長（中村善次君）
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２６号については、各常任委員会に分割付
託しておりますので、三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２７号を議題とし討論を行います。
討論ありませんか。
（ な し ）
討論なしと認めます。
議案第２７号の採決を行います。
本案に対する委員長報告は可決であります。
お諮りします。
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。
したがって、議案第２７号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第２８号を議題とし討論を行います。
討論ありませんか。
（ な し ）
討論を終結します。
議案第２８号の採決を行います。
本案に対する委員長報告は可決であります。
お諮りします。
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。
したがって、議案第２８号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第２９号を議題とし討論を行います。
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討論ありませんか。
（ な し ）
討論を終結します。
議案第２９号の採決を行います。
本案に対する委員長報告は可決であります。
お諮りします。
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。
したがって、議案第２９号は原案のとおり可決されました。
続いて、議案第３０号を議題とします。
本件については、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。
本件についての委員長報告は可決です。
本件は、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３０号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第３１号を議題とし討論を行います。
討論ありませんか。
（ な し ）
討論を終結します。
議案第３１号の採決を行います。
本案に対する委員長報告は可決であります。
お諮りします。
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。
したがって、議案第３１号は原案のとおり可決されました。
次に、建設経済常任委員会に付託しております案件について、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、小林始君。
○建設経済常任委員長（小林始君）
それでは、
ただいま議長より報告を求められましたので、
委員長報告をさせていただきます。
本委員会に付託されました平成２０年度の一般会計ならびに特別会計・企業会計の議案審査
を３月１３日、１４日、１７日の３日にわたり、全委員出席のもと関係当局の出席を求め審査
を行いました。
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審査にあたり、いくつか質問等ありましたので報告いたします。
産業観光部では、ホタルの里づくり事業について、経過および将来的な計画も含めて、市で
はどのように考えているのかとの質問に、管理運営について、もともと地域に存在した「稲山
ホタル銀河の会」
が中心となり、
岡区と協働で活動していくこと。
ハード事業については、
２０年
度の環境整備事業を実施し、今後はその効果についてしばらくは様子を見ていきたいこと、将
来的にはこの事業により都市と地元住民との交流を促進し、活力ある交流都市の創造につなげ
ていきたいとのことでした。
建設部・土木関係予算で、道路維持補修費と新設改良費の区分けと、２０年度の工事にかか
わる予算編成方針はとの質問に、林道債や合併特例債などの特定財源等を活用する中、地区要
望も１件でも多く処理していくことを目標に財政課と協議し、
一定ルールの下、
予算編成を行っ
た。また、道路新設改良と道路維持補修の基本的区分けの考え方は、道路新設改良は既存道路
から新たに用地を取得し拡幅して工事を行うものを道路新設改良、現在の道路幅員の中で新た
に補修工事等を行うものを道路維持補修と考えて、
事業を実施しているとの説明がありました。
公営企業部では、いよいよ琴川ダムの水が４月より受水開始になることに伴い、新年度予算
に負担金も計上されているが、４月からの切り替えの状況についての質問に、４月から受水す
ることで順次進めている。進捗状況は、具体的な段取りを行っており、春日居の新しい受水池
に２，４００トンの受水を行い、水の受け渡しや調整を行っている。一宮地区では石と市之蔵
の配水地に１，９００トンの受水を行うことで、受水信号のやり取りの実験を行っている。石
和は松本の配水地に２，９００トンの水を受けることで、既に管路の清掃も済ませ準備も進め
ているとの回答でありました。また、受水に伴う現在の井戸の廃止および停水についても、準
備を行っているとのことでした。
以上、本委員会に付託を受けました案件にかかわる主な意見等の報告を終わります。
それでは、審査結果については以下のとおりです。
議案第２６号 「平成２０年度笛吹市一般会計予算」のうち、建設経済常任委員会担当項目
について、賛成多数で、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
議案第３２号 「平成２０年度笛吹市公共下水道特別会計予算について」
、賛成全員で、原
案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
議案第３３号 「平成２０年度笛吹市農業集落排水特別会計予算について」
、賛成全員で、
原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
議案第３４号 「平成２０年度笛吹市簡易水道特別会計予算について」
、賛成全員で、原案
のとおり可決すべきものと決定いたしました。
議案第３５号 「平成２０年度笛吹市温泉事業特別会計予算について」
、賛成全員で、原案
のとおり可決すべきものと決定いたしました。
議案第３６号 「平成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予算に
ついて」
、賛成全員で、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
議案第３７号 「平成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予算
について」
、賛成全員で、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
議案第３８号 「平成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予算につ
いて」
、賛成全員で、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
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議案第３９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予算に
ついて」
、賛成全員で、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
議案第４０号 「平成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予算に
ついて」
、賛成全員で、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
議案第４１号 「平成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予算につ
いて」
、賛成全員で、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
議案第４２号 「平成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予算に
ついて」
、賛成全員で、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
議案第４３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予算に
ついて」
、賛成全員で、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
議案第４４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予
算について」
、賛成全員で、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
議案第４５号 「平成２０年度笛吹市水道事業会計予算について」
、賛成多数で、原案のと
おり可決すべきものと決定いたしました。
以上をもちまして、委員長報告といたします。
○議長（中村善次君）
建設経済常任委員長の報告は終わりました。
これより、委員長報告に対する質疑を行います。
質疑ありませんか。
（ 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２６号につきましては、先ほど申し上げた
とおりです。
それでは、
議案第３２号および議案第３３号ならびに議案第３５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。
本件についての委員長報告は可決です。
本件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。
（
「異議なし」の声あり）
異議なしと認めます。
よって、議案第３２号、議案第３３号、議案第３５号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第３４号を議題とし、討論を行います。
討論ありませんか。
（ な し ）
討論を終結します。
議案第３４号の採決を行います。
１７９

本案に対する委員長報告は可決であります。
お諮りします。
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。
したがって、議案第３４号は原案のとおり可決されました。
続いて、議案第３６号から議案第４４号までを一括議題とします。
お諮りします。
本９案件については、討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。
これにご異議ありませんか。
（
「異議なし」の声あり）
異議なしと認めます。
お諮りします。
本９案件についての委員長報告は可決です。
本９案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。
（
「異議なし」の声あり）
異議なしと認めます。
よって、本９案件は原案のとおり可決されました。
次に、議案第４５号を議題とし、討論を行います。
討論ありませんか。
（ な し ）
討論を終結します。
議案第４５号の採決を行います。
本案に対する委員長報告は可決であります。
お諮りします。
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。
したがって、議案第４５号は原案のとおり可決されました。
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。
最後に、各常任委員会に分割付託いたしました議案第２６号を議題といたします。
それでは、議案第２６号に対する討論を行います。
反対討論を許します。
１４番、渡辺正秀君。
○１４番議員（渡辺正秀君）
議長の許可をいただきまして、議案第２６号 「平成２０年度笛吹市一般会計予算」につい
て、反対討論をいたします。
本予算案は、夢ときらめきあふれる予算案です。しかし、中身を見ると、笛吹市民の現状と
願いをまったく理解しない冷たい予算であります。同時にずさんな予算であります。市民の暮
らしと営業は大変厳しい。その主要の１つは税・料の滞納の増加であり、その最大の原因は高
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負担と、そして所得の減少、貧困の拡大であります。
今日の営業の苦境や貧困に追い討ちをかけているのが物価上昇であります。この物価上昇は
サブプライムローン問題をきっかけに限界まで膨らんだ金融市場がはじけ、資金が現物市場に
流れ込んでいるためであります。金融市場から現物市場に流れ込んでいる資金の源は、日本で
言えば派遣労働に代表される過酷な搾取と、消費税とほぼ同額の大企業・資産家減税によって
もたらされた市場最大の大企業の純利益であります。大企業、資産家に余計な金を持たすと、
ろくな使い方はしない、余裕資金は投機に回って金融バブルを引き起こし、バブル崩壊ととも
に資金は現物に流れる。私はこの物価上昇が農家、中小業者、貧困層に対する最後の一撃とな
ることを恐れております。
夢を語り現実を見ない、
そして極めてずさんな事業予算のいくつかを見てみたいと思います。
６款、１項農業費は、総額１７億３，３９６万６千円であります。そのうちもっぱら基盤整
備に費やされる農地費が１２億３，４１４万９千円で、７１％を占めている一方、直接農家や
農業団体を支援する事業は、バイオマスの里づくり事業などを含めても、拾いあげて見ますと
約７千万円程度で４％にすぎません。
こうした基盤整備しか手を出してはいけないという考え方、農業支援はそういう形でしかで
きないという考え方、それはもう転換しなければいけない時代であります。
基盤整備を進めても、農家が農業を続けられなかったなら何のための農業費か。農業を継続
できるための施策と予算があまりにも貧弱であると思います。
国が大規模法人等を除き、価格保証、所得保障にまったく取り組まない中、せめて資材の高
騰や天災に対する対策が必要であります。
果樹共済加入推進補助金を反当たり５００円を１千円に引き上げたことは評価いたしますが、
一層の対策強化が必要であります。
農業者の高齢化と後継者不足が深刻でありますが、高齢者や小規模農家の困難を補う機械の
共同利用や作業の受託・委託を支援する対策が必要であります。また、奨学金ならぬ新規就農
奨励金制度、奨農金などの後継者確保のための抜本的対策が必要であります。例えば、５０人
に月１５万円支給しても年間９千万円で足りるのであります。笛吹市農業と農家の現状に正面
から立ち向かう姿勢がまったく欠落していると言わざるを得ません。
同じく、農業費第３目農業振興費の地域環境支援活用推進事業、要するにホタルの里づくり
事業を見てみましょう。これが農業振興費かと、わが目を疑いました。昨年度１，５００万円
の予算が付き、さらに２０年度、２１年度で１千万円程度の予算を予定していると聞いて、昨
年驚きました。そして建設経済常任委員会でも現地視察を行ったところであります。
ところが、今回２０年度予算、いきなりなんと９，１００万円の予算でございます。今後の
管理にいくらかけるのか、見物客の駐車場の建設等はどうなるかも明らかではありません。さ
らに驚いたことは、産業観光部からの補助金は来年までもらえる手はずとなっているが、様子
を見て検証してから左岸側をやるかどうか決めるという説明であります。検証は１９年度を含
め１億円以上の予算を出す前にやることである。１億円以上の予算を出す前に検証はやるべき
ことだろうと思います。あまりにもずさんな予算付けに、私は怒りさえ覚えます。
６款、第２項林業費、２目林業振興費に９，０４１万円が盛られております。鶯宿・中芦川
林道の建設事業であります。
この事業は完成までにさらに１０年かかるということであります。
昨年委員会で私は、何のために造るのか、山を横断する道路は水脈を切り、山の保全どころか
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山を壊すことになると質問いたしましたが、市長は「私も効果がどうかと思う」と、そして、
合併時からの強い要望でやらなくてはならないという趣旨のお答えをしていただきました。
私が芦川を歩き、聞き歩いた範囲では、害のほうが大きいのではないか、無駄ではないか、
やることに賛成の意見も、せいぜいやってくれるものはやってもらえばいいという意見であり
ました。こういうものは見直さなければいけなかったのではないでしょうか。
第７款、第１項商工費、第３目観光イベント事業費に、中国研修事業補助金４千万円があり
ます。これは商工費雑入で笛吹市国際振興協会からの協力金４千万円があるから、要するに市
はトンネル会社ということになります。
笛吹市国際振興協会の資金源は研修生受け入れの旅館・
ホテルであるということであります。ここには研修生の安全問題や不祥事の心配という問題も
ありますが、同時に研修受け入れ先が資金提供者であるという問題があります。研修生を労働
力として考えていないか、市内労働者が研修生で置き換えられないか、置き換えられる心配は
ないか、検討がまったく不十分であると言わざるを得ません。
笛吹中央病院の補助金１，６３０万円が盛られております。これは災害拠点病院ということ
で、補助金が支給されるということでありますが、１５年間補助金を出しつづけるという予定
になっているということであります。補助金の趣旨は、
「事業活動の状況を勘案して毎年度予
算の範囲内で適切な額を定める」
このように補助金の適正化の規定には書かれております。
１５年
間の補助をあらかじめ決めることが補助金適正化規則の違反になるのではないかと思います。
さらに、この額は固定資産税額と同じであり、相殺にあたる。相殺も禁じられていることであ
ります。ルール違反であり、市民からも当然理解されるわけはないと、このような予算でござ
います。
以上、見てきたように、夢ときらめきにあふれた予算案だが、一方、細かく市民の願い、働
く者の権利を切り縮めている予算でございます。
１、２の例にここではふれたいと思います。
今、派遣、臨時など労働者の働かせ方が問題になっております。そうした中、笛吹市では正
規職員を減らし臨時職員に置き換えております。民間ならず行政がそんなことで一体よいので
ありましょうか。
保育所を例に見てみましょう。職員１３９名中、正職員７４名、５３％、臨時職員６５人、
４７％であります。子どもの保育に責任を負う仕事に正職員も臨時も違いはありません。この
ような雇用格差を公的なところで行っていてよいのでありましょうか。正職員の比率が年々低
下している。雇用の不安なく子どもの保育に取り組めるためにも、正職員化を進めるべきだと
考えます。
学校特別室へのクーラーの設置は、関係者の強い要望であります。特に過酷な環境で働いて
いる給食調理員の休憩室等への設置は、緊急に行うべきでありますが、今年の予算にも盛られ
ておりません。
また、学校の会議室でクーラーが設置されていないところは３校ございますが、せっかく設
計委託が済んでいながら、財政難を理由に２０年度予算には結局盛られないということになり
ました。こういうことでございます。
次に、繰出金等々の関係で住民負担増準備予算であると、私、今回の予算、指摘せざるを得
ないと思います。
２０年度の温泉事業特別会計で、固定資産台帳作成業務費１０５万円が盛られています。こ
１８２

れは企業会計導入の準備だと言います。公営企業部は温泉事業にとどまらず、下水も簡水もす
べて企業会計を導入して独立採算を目指していくことを原則にしていくと表明しております。
公営企業部の業務はそれぞれ公共性が高く、本来、独立採算制にはなじまない、一般会計か
らの適切な繰入は当然でございます。
さて、温泉事業は恵まれた地下資源と事業の経過から大幅な黒字と、さらに水道事業との職
員の一体的活用によって、公営企業と市政全般に対して貢献しております。笛吹市の事業は利
益が上がるものも、出すいっぽうの事業もございます。経理、財務内容を透明にすることは当
然でありますが、市の事業全体でバランスを取っていけばよいことであります。企業会計導入
は、水道事業や市財政全体への貢献を断ち切ると同時に、他の特別会計の企業会計導入に道を
開く役割を担わされております。
次に、水道会計と一般会計との関連でございます。
今年から琴川ダムの水の受水が始まることになり、責任水量、日量分が７，２００立方メー
トルで３億３５３万４千円の負担が生じ、そのために一般会計からの繰入が多大となっていま
す。実は、それだけではありません。これまで笛吹市は企業団とダム建設に対して、２９億３，
３００万円という多額を投資し、さらに１１億２，４００万円を負担金として出費しておりま
す。合わせて４０億５，８００万円は、市債を発行して一般会計から出費しているのでありま
す。その借金返済も笛吹市一般会計の大きな負担となっているのであります。
笛吹市の必要水量のわずか５分の１、日量７，２００立方メートルを確保するのに４０億円
もの負担をして、さらに受水時点で１立方メートル当たり１１５円という高い水を買うことに
なりました。
繰り返し言っているとおり、笛吹畑かんの余剰水を使えばずっと負担は少なくて済んだ。琴
川ダムから笛吹畑かんの余剰水への転換の機会があったにもかかわらず、転換しなかった。し
かし、県関係者も市の関係者からも一度として反省の声が聞かれていない。反省なくして改善
なし、相変わらずずさんな事業決定、予算作成が行われる根源がここにあります。
こうした経過のまま、琴川ダムに関与しなかった地域も含めて料金を値上げするなど、到底
認めることはできません。
また、下水についての受益者負担、独立採算制が今後の方向だと言っておりますが、これも
とんでもありません。
財政を省みない下水道建設事業によって、下水道債残高は２５０億円にも上り、元利償還金
が年々１８億円にも達しております。建設事業費を除いた年間経費が２６億円、これから元利
償還金の交付税措置分を除いても、１７億円余りとなり、独立採算では負担金と使用料を現在
の３倍に引き上げなくてはなりません。将来３倍になるなどと言えば、多くの市民が接続を躊
躇することになるでしょう。
安易な企業会計導入が原則などという方針は、
きっぱり撤回しなくてはなりません。
そして、
下水は一部利用者負担、そして、行政が残りの負担は、しっかりされることを改めて市民に約
束することが必要ではないでしょうか。
最後になりますが、２０年度予算案では積極的に評価する点もいくつかございますが、その
点も併せて述べておきたいと思います。
最大な評価点は、下水道の建設事業費を約半減したことであります。そして、合併処理浄化
槽地域と下水地域の処理区域検討予算を３００万円計上したことであります。
１８３

私どもが、合併前から、そして笛吹市の第１回定例議会から提案してきたことが、やっと動
き出してきて、感無量であります。
一般会計からの繰出金はすぐには減らないものの、将来的には大きな貢献となっていくと思
います。同時に、急激な事業縮小は関係業者にとって大きな打撃であります。業種は若干ずれ
るものの、明らかに合併処理浄化槽事業が妥当なところから、早急に事業を開始するなどの対
策が必要だと思います。
先ほども申しましたが、果樹共済の補助金の増額を歓迎いたしますが、一層の支援の拡大を
求めます。
心身障害者に交付している、タクシー利用券の利便性向上を求めてまいりましたが、市が発
行する分については、一度に複数枚利用することが認められ、予算も増額されました。
学童保育指導員について、
責任者を条例に位置付け責任手当を支給できるようにしたことは、
現場の指導員の願いがかなったものであり、一歩前進ではないでしょうか。
現場の要望が強く、私たちも取り上げてきた春日居児童館の遊戯室のクーラーの設置は、夏
場、子どもたちからも大いに喜ばれることでしょう。
ごみ減量環境問題への市と市民の取り組みに敬意を表します。ただし、ごみ処分場について
は情報公開を積極的に行い、あらゆる市民の疑問や不安にもしっかり答えること。また、その
制度づくりを進めることを求めます。そのことか施設の安全性を高めることにもなります。ま
た、民間の施設についても同様な対応が取られるよう強力に働きかけることを求めます。
以上、最後には評価する点を述べましたが、全体として、大変な予算案であるということを
もって、
「平成２０年度笛吹市一般会計予算について」の反対討論といたします。
○議長（中村善次君）
賛成討論を許します。
２６番、新田治江君。
○２６番議員（新田治江君）
議長の許可をいただきましたので、議案第２６号 「平成２０年度笛吹市一般会計予算」に
つきまして、これを原案のとおり賛成する立場から討論を行います。
日銀は、過日、国における景気は住宅投資の落ち込みやエネルギー、原材料価格高の影響な
どから減速しているが、
基調としては穏やかに拡大しているとの見解を発表したところですが、
地方にあっては、景気の回復は依然ほど遠い感じがいたしているところでもあります。
このような状況の中、本市におきましても歳入の根幹であります市税は、税源移譲などによ
る増加が見受けられるものの、国の三位一体改革による国庫補助金や地方交付税は削減傾向に
あり、
こうした流れは市にとりまして大変厳しい状況といえるのではないかと考えております。
そうした中にあって、平成２０年度の一般会計予算を見ますと、総額２６３億円余りとなっ
ており、前年度と比較し２．１％、５億４千万円の増額予算となっておりますが、市債の借換
分７億８千万円を差し引きますと、実質的な予算額は２５５億２千万円となり、対前年度比較
ではマイナス０．９％、２億４千万円の減額となっております。この厳しい予算編成にあたっ
ては、経常的な経費の削減や抑制に努めながら、最少の経費で最大の効果を上げるという財政
運営の基本原則を旨とし、市行政水準の維持向上を図りながらも、限られた財源の中で効果的
なものとするため、各部局長に予算枠を配分する方式で編成されたと説明されており、限られ
た財源の中で工夫の跡がうかがわれるものであります。
１８４

さらに、平成２０年度は「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」
を将来像とした総合計画、
「ふえふき協奏曲第１番」のスタートの年であり、本計画の将来像
達成のため、実り多い産業と人々の集うまちづくり、環境に優しく安心して健やかに暮らせる
まちづくり、個性輝く人々が活躍するまちづくりの施策体系に沿った中で、市民との協働によ
るまちづくりを進めるための予算であると理解をしているところでもあります。
そうしたことから、新年度予算は厳しい財政環境の中で総合計画スタートの年にふさわしい
予算として、まとめ上げられているものであるとの認識をしているところであり、この予算が
有効、かつ効率よく執行されることに期待し、また、それぞれの事務事業が円滑に推進される
ことを願い、平成２０年度笛吹市一般会計予算につきましては、原案に賛成するものでありま
す。
○議長（中村善次君）
ほかに討論ありますか。
（ な し ）
討論を終結します。
議案第２６号の採決を行います。
本案に対する三常任委員長の報告は可決です。
お諮りします。
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。
したがって、議案第２６号は原案のとおり可決されました。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○議長（中村善次君）
続いて、日程第２３ 平成１９年請願第６号を議題とし、審査を付託しました教育厚生常任委員
長より、審査結果についての報告を求めます。
中川稔夫教育厚生常任委員長。
○教育厚生常任委員長（中川稔夫君）
ただいま、議長より報告を求められましたので、教育厚生常任委員会に付託されました請願
審査について報告いたします。
まず、本請願については、昨年１２月定例会からの継続審査となっておりました。閉会中の
２月１２日に委員会を開催し、後期高齢者医療制度の勉強会を行い請願内容の検討をいたしま
した。
それらを踏まえ、３月１４日に審査をいたしました。いくつかの意見として、広域連合議会
で不採択となっているとのことを考慮し、構成市町村として従っていくほうがよいのではない
か。しかし、請願を採択している構成市町村議会もいくつかある。請願趣旨に疑問が残る部分
もある。請願事項について高齢者の立場に立って考えると納得もできる。などの意見が出まし
た。
引き続き継続審査としてはどうかとの意見もありましたが、賛成多数により、採決すべきと
決定し、採決の結果、賛成少数で、平成１９年請願第６号 「後期高齢者医療制度に関する請
願」は、不採択とすべきものと決定いたしました。
１８５

以上をもちまして、請願審査の報告といたします。
○議長（中村善次君）
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。
質疑ありませんか。
（ な し ）
質疑を終結します。
これより討論を行います。
本件を採択することについて討論の通告がありますので、これを許します。
反対討論を許します。
（ な し ）
次に、採択に賛成の討論を許します。
６番、亀山和子君。
○６番議員（亀山和子君）
請願 平成１９年受付第６号 「後期高齢者医療制度に関する請願について」
、これを採択
することに賛成の立場で討論を行います。
ご存じのように、４月から広域連合で始まる予定の、７５歳以上だけを対象とした医療制度
に対して、この請願では国への要請６項目、広域連合への要請５項目を内容とした請願であり
ますけれども、７５歳以上の高齢者の身になって考えてみますと、どの項目も大変深刻な中身
であります。
また、この医療制度は高齢者だけの問題ではありません。どんな人も確実に等しく年を取る
わけでありますから、若い人も含めたすべての人にかかわる問題であります。さらに、この制
度導入の本当のねらいが、厚生労働省が自ら試算しておりますように、高齢者医療費の大幅な
削減でありまして、高齢者にふさわしい医療を提供するなどというのは、まったくの国民だま
しであるということを私たち議会人としても、直視する必要があるのではないでしょうか。
１１項目のうち、いくつかについて述べたいと思います。
まず、保険料の問題です。保険料は２年ごとに改定されまして、医療給付費が増えたり高齢
化が進みますと、高齢者が支払う保険料が自動的に値上げになる仕組みになっておりますが、
このようなことに対して、保険料を値上げしないよう要請することは、議会人としては当然の
ことではないでしょうか。
２つ目は、国は特定健診の実施率やメタボリック人口の減少率・増加率に応じて、後期高齢
者支援金へのペナルティーを行うとしております。このことに関しましては、常任委員会開催
の折り、担当課職員からも大変懸念の念の発言があったところですけれども、ペナルティーは
行わないことを国に要望すること、これは当然のことだと受け止めております。
３つ目は、７５歳以上の健康診断についてであります。今年の４月から健康診断制度が新し
くなりますけれども、
その新しくなった健診制度では、
４０歳以上７４歳までの人が対象です。
７５歳以上の健康診断は任意といたしまして対象から外しました。しかし、幸い２０年度の笛
吹市では、いままでどおり健診を実施することになっておりますけれども、このような差別医
療を許すわけにはいきません。

１８６

最後に、保険証取り上げの問題です。現在の国保の制度では、公費負担医療とともに７５歳
以上の老人医療の対象者からは保険証取り上げを禁止しております。しかし、後期高齢者医療
制度では、１年間保険料を滞納しますと、悪質滞納者とみなされて保険証を取り上げられてし
まいます。
このように、命にかかわる保険証取り上げを止めること、いままでどおり発行することなど
を含めた要請項目は、すべてに賛成できるものでありまして、以上をもちまして賛成討論とし
ます。
○議長（中村善次君）
ほかに討論ありますか。
（ な し ）
討論を終結します。
本請願の採決を行います。
お諮りします。
本請願を採択することに賛成の方の挙手を求めます。
（ 挙 手 少 数 ）
挙手少数です。
したがって、平成１９年請願第６号は不採択と決しました。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○議長（中村善次君）
次に、日程第２４ 請願第１号を議題とし、審査を付託しました建設経済常任委員長より、審査
結果についての報告を求めます。
小林建設経済常任委員長。
○建設経済常任委員長（小林始君）
ただいま、議長より報告を求められましたので、建設経済常任委員会に付託されました請願
について、３月１７日に審査をいたしましたので、その審査結果について報告いたします。
請願第１号 「公契約法の制定など公共工事における建設労働者の適正な労働条件の確保に
関する請願書について」は、賛成全員で採択すべきものと決定いたしました。
以上をもちまして、請願審査の報告といたします。
○議長（中村善次君）
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。
討論ありませんか。
（ な し ）
討論を終結します。
本請願の採決を行います。
本請願に対する委員長報告は採択です。
１８７

お諮りします。
本請願を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。
したがって、請願第１号は採択と決しました。
本日の会議時間は、議事の都合によってあらかじめ延長いたします。
暫時休憩いたします。
再開を午後５時といたします。
休憩

午後 ４時４５分

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
再開

午後 ４時５８分

○議長（中村善次君）
再開いたします。
ただいま、市長より議案第５１号および議案第５２号ならびに同意第１号が、また建設経済
常任委員長から発議第３号が提出されました。
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、議案第５１号、議案第５２号、同意第１号、発議第３号までの４案件を日程に追加
し、議題とすることと決しました。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○議長（中村善次君）
追加日程第２５ 議案第５１号から日程第２７ 同意第１号までを一括議題とし、提出者から説
明を求めます。
市長、荻野正直君。
○市長（荻野正直君）
議案第５１号 「平成１９年度笛吹市一般会計補正予算(第７号) について」
、補正予算の追
加をお願いするものであります。
介護給付費１，８６０万円の増額と国からの介護給付費、財政調整交付金の交付割合および
調整率の変更に伴う７８６万４千円の国庫補助金の減額が生じたため、一般会計から介護保険
特別会計へ２，６４６万４千円の繰出金について、お願いするものであります。
議案第５２号 「平成１９年度笛吹市介護保険特別会計補正予算（第５号）について」
、補正
予算の追加をお願いするものであります。
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，８６０万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳
入歳出それぞれ４１億７０７万５千円とするものであります。
歳入の内容につきましては、介護給付費、財政調整交付金の交付割合および調整率の変更に
伴う７８６万４千円の減額と、一般会計からの繰入金２，６４６万４千円であります。
歳出につきましては、施設サービス給付費１，５６０万円と地域密着型介護サービス給付費
３００万円の増額であります。
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続きまして、人事案件、同意第１号、本日、提出させていただきます人事案件につきまして
ご説明を申し上げます。
昨年、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部が改正され、同法第４条第４項の規
定により、委員の中に保護者を含めることが義務付けられました。
この改正法の規定に基づき、現浅川中学校ＰＴＡ会長であります、桑原明氏を任命すること
について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項の規定により、議会の同意
をお願いするものであります。
住所は笛吹市境川町寺尾２９６６番地１、生年月日は昭和２９年５月２２日、満５３歳であ
ります。
桑原氏は、浅川中学校ＰＴＡ会長のほか、境川町地域審議会委員、笛吹市体育指導委員会会
長、山梨県体育指導委員協議会副会長などの役職に就いておられます。
任期は、本年４月１日から平成２４年３月３１日までの４年間であります。
よろしくご審議の上、ご同意を賜りますようお願い申し上げます。
○議長（中村善次君）
説明が終わりました。
これより、議案第５１号を議題とし質疑を行います。
（ 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５１号は、会議規則第３６条第３項の規定により、
委員会付託を省略したいと思います。
これにご異議ありませんか。
（
「異議なし」の声あり）
異議なしと認めます。
議案第５１号は、委員会への付託を省略することに決定しました。
これより討論を行います。
討論ありませんか。
（ な し ）
討論を終結します。
議案第５１号を採決します。
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。
したがって、議案第５１号は原案のとおり可決されました。
これより、議案第５２号を議題とし質疑を行います。
質疑ありませんか。
（ 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５２号は、会議規則第３６条第３項の規定により、
１８９

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。
議案第５２号は、委員会への付託を省略することに決定しました。
これより討論を行います。
討論ございますか。
（ な し ）
討論を終結します。
議案第５２号を採決します。
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。
したがって、議案第５２号は原案のとおり可決されました。
続いて、同意第１号を議題とし質疑を行います。
（ な し ）
質疑を終結します。
お諮りします。
ただいま、議題となっております同意第１号は、会議規則第３６条第３項の規定により、委
員会付託を省略したいと思います。
これにご異議ありませんか。
（
「異議なし」の声あり）
異議なしと認めます。
同意第１号は、委員会への付託を省略することに決定しました。
同意第１号の討論を行います。
討論ありませんか。
（ な し ）
討論を終わります。
同意第１号を採決します。
本案は、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。
（ 起 立 全 員 ）
起立全員です。
したがって、同意第１号は原案のとおり同意することと決しました。
なお、ただいま同意されました件について、桑原新教育委員から議場での発言の申し出があ
ります。
これを許可したいと思います。
これにご異議ありませんか。
（
「異議なし」の声あり）
異議なしと認めます。
桑原君の入場を許します。
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（桑原新教育委員・入場）
桑原君の発言を許します。
○新教育委員（桑原明君）
ただいま、ご紹介いただきました桑原明と申します。
教育委員というお話をいただき、
誠に身に余る光栄であり、
身が引き締まる思いであります。
教育基本法の理念に基づき、より高い使命を持ち、責任を果し、保護者の意向が笛吹市教育
行政に適切に反映できるよう、微力ではありますが職務遂行していきたいと思います。
市長さまをはじめ市行政の皆さま、市議会議員の先生方からの今後のご指導、ご鞭撻のほど
をよろしくお願いいたします。
本日は、ありがとうございます。
○議長（中村善次君）
新教育委員には、ご苦労さまでした。
桑原君の退場を求めます。
（桑原新教育委員・退場）
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○議長（中村善次君）
次に、追加日程第２８ 発議第３号を議題とします。
提出者より提案理由の説明を求めます。
小林始君。
○１６番議員（小林始君）
発議第３号
笛吹市議会議長 中村善次殿
提出者 笛吹市議会議員 小林 始
賛同者

同

堀内文藏

同

同

中川稔夫

「公共工事における賃金等確保法」の制定など、公共工事における建設労働者の適正な労働
条件の確保に関する意見書の提出について
上記意見書を別紙のとおり、地方自治法第９９条の規定により提出する。
提案理由
わが国の基幹産業として、経済活動と雇用機会の確保に大きく貢献している建設業だが、
元請けと下請けという重層的な関係の中で明確な賃金体系などが確保されておらず、建設労
働者の生活は不安なものになっている。また、諸外国においては公共工事にかかわる賃金等
を確保する法律、いわゆる公契約法の制定が当然のごとく進んでいる状況にある。そのため
建設労働者の適正な労働条件を確保するとともに、公共工事における安全や品質を確保する
措置を講ずるよう、国に求める必要があるため。
以上でございます。
○議長（中村善次君）
提案説明が終わりました。
これより、本件について質疑を許します。
（ な し ）
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質疑を終結します。
お諮りいたします。
本件については、会議規則第３６条第３項の規定により委員会付託を、また、申し合わせに
より討論を省略し、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。
よって、発議第３号は、委員会付託ならびに討論を省略することと決定いたしました。
これより発議第３号について採決を行います。
本件について、原案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、本件は原案のとおり決しました。
追って、意見書を関係機関に送付いたします。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○議長（中村善次君）
日程第２９ 「閉会中の継続審査について」を議題とします｡
各常任委員長、議会運営委員長、リニア対策特別委員長より、閉会中の継続審査の件が提出
されております｡
お諮りします｡
本件については、お手元に配布のとおり、閉会中の継続審査とすることにご異議ありません
か｡
（
「異議なし」の声あり）
異議なしと認めます。
よって、本件については､各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査と決定いたしま
した｡
以上で、本定例会に付議された案件はすべて終了いたしました。
ここで、市長より閉会に際し、あいさつの申し出があり、これを許します。
市長、荻野正直君。
○市長（荻野正直君）
平成２０年第１回定例会の閉会にあたりまして、一言ごあいさつ申し上げます。
本市議会は、２月２８日から本日までの２３日間に及ぶ日程で開催されました。
本議会に上程いたしました提出案件のすべてにつきまして、原案のとおりご議決、ご承認を
賜り、本日ここに、総額２６３億１千万円の平成２０年度一般会計予算が成立いたしました。
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
かつ熱心な審議に努めていただき感謝申し上げます。
平成２０年度は、第一次笛吹市総合計画「ふえふき協奏曲第１番」がいよいよ幕を開けます。
ご議決いただきました予算をもとに、２８の施策について、市民と地域と行政がお互いの信
頼関係のもとに、協働のまちづくりに向けて新しい第一歩を踏み出します。
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私は、この計画の指揮者として、
「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」の実現を目指して、官民一体となった行政経営を着実に進めていく所存であります。
さて、３月１５日に行いました「笛吹市役所南館」の開庁式にあたり、お忙しい中を正・副
議長をはじめ議員各位には、ご臨席を賜りありがとうございました。
３月２３日までには引越し作業を終了し、週明けの３月２４日からは南館での業務が開始と
なります。
合併以来、分庁方式により利用者の皆さまにはご不便をおかけしておりましたが、本庁機能
を集約できたことで利便性の向上が図れるとともに、併せて行政事務の効率化も図られます。
南館での業務開始に続き、新年度からは、新体制での市役所業務がスタートします。
総合計画の実施や多様化する住民ニーズを踏まえ、
少ない経費で大きなサービスが提供でき、
諸問題にも柔軟に対応できる効率的行政経営が行えるように、
市役所の組織再編を行いました。
再編した主な部課について申し上げますと、まず、経営政策部門の強化を図るため、
「経営政
策室」を「経営政策部」とし、新たに「経営企画課」を設け、総務部より「財政課」および「情
報政策課」を加えた組織であります。
さらに、芦川町地域の活性化対策として、従来、各部署に関係していた事業を総合的に推進
するため、産業観光部農林振興課に、新たに「芦川地域活性化推進担当」を設置します。
また、上下水道業務の効率的な執行を図るため、公営企業部を「業務担当部門」と「工務担
当部門」に再編しました。特に料金徴収事務や特別会計事務などの強化および効率的経営を図
るため、水道業務課および下水道課総務担当を統合し、新たに「業務課」を設置します。
また、共同調理場を含めた学校給食事務全般を所掌し、顕在化する課題に柔軟に対応できる
ように、共同調理場統括センターを廃止し「学校給食課」を新設します。
職員数の減少と複雑化する行政事務を鑑み、
現状の事務組織および人員等の検証を行う中で、
市役所の全組織機構を柔軟に見直し、ワンランク上の住民サービスの提供に向けて、効果的に
職務が執行できる体制を整備いたしました。
この新体制により、市民第一主義を視点とした「市民の参画と協働」の実践に向けて、第一
次笛吹市総合計画元年に臨みたいと思います。
さて、笛吹市は、これから１年で最も美しい季節を迎えます。市内一面が、柔らかく温かみ
のあるピンク一色に染め上がる中、４月１日から１５日までの日程で、第４回笛吹市桃の花ま
つりが開催されます。
ピンクの花びらが舞う中を４千人のランナーが駆け抜ける「いちのみや桃の里マラソン」
、全
国から２００チームが花鳥の里スポーツ広場に集う「全国ゲートボール大会」
、戦国時代さなが
らに再現される「川中島合戦戦国絵巻」
、そのほか各地域の会場で趣向を凝らした桃の花まつり
イベントが開催されます。
なお、今年も石和温泉駅を基点に、市内の花まつり会場などを巡る「桃の花バス」を運行い
たします。花まつり期間中の４月５日、６日、７日、１２日、１３日、１４日の６日間、３コー
スを循環いたします。
山梨デスティネーションキャンペーンとの相乗効果により、例年にも増して、県内外から大
勢のお客さまがお見えになると予想されますが、おもてなしの心を第一に笑顔でお迎えしたい
と存じます。
合併して３年５カ月が経過し、徐々に「笛吹らしさ」が形づいてきたように感じます。この
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笛吹らしさを、さらに「のばす」ために、地域と行政を「つなぎ」あるいは、共に「ささえ」、
協働して街の力を高めていけるよう、これからも渾身の力を傾注し、邁進してまいりたいと考
えております。
議員各位には、さらなるご協力をお願いし、閉会のあいさつとさせていただきます。
ありがとうございました。
○議長（中村善次君）
以上をもちまして、平成２０年第１回笛吹市議会定例会を閉会いたします。
大変ご苦労さまでした。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
閉会

午後 ５時２０分
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