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○ 応招・不応招議員 
 
 

応招議員（２９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 
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 １６番 小 林   始 １７番 杉 岡 喜 美 雄 
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 ２８番 川 村 惠 子 ２９番 風 間 好 美 
 ３０番 中 村 善 次 
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平成２０年笛吹市議会第３回定例会 
 

１．議 事 日 程（第１号） 
平成２０年９月３日 
午後１時３０分開議 
於 議 場 

 
 
 日程第 １ 会議録署名議員の指名 
 日程第 ２ 会期の決定 
 日程第 ３ 議会関係諸般の報告 
 日程第 ４ 市長行政報告ならびに提出議案要旨説明 
 日程第 ５ 監査報告 

 日程第 ６ 報告第 ４号 平成１９年度笛吹市一般会計及び水道事業会計継続費精算報

告書について 
 日程第 ７ 報告第 ５号 平成１９年度笛吹市財政健全化判断比率及び公営企業の資金

不足比率の報告について 
 日程第 ８ 議案第７３号 笛吹市まちづくり寄附条例の制定について 
 日程第 ９ 議案第７４号 笛吹市監査委員条例の一部改正について 
 日程第１０ 議案第７５号 笛吹市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正につい

て 
 日程第１１ 議案第７６号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整

理について 
 日程第１２ 議案第７７号 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う

関係条例の整理について 
 日程第１３ 議案第７８号 平成２０年度笛吹市一般会計補正予算（第３号）について 
 日程第１４ 議案第７９号 平成２０年度笛吹市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

について 
 日程第１５ 議案第８０号 平成２０年度笛吹市介護保険特別会計補正予算（第２号）につ

いて 
 日程第１６ 議案第８１号 平成２０年度笛吹市介護サービス特別会計補正予算（第１号）

について 
 日程第１７ 議案第８２号 平成２０年度笛吹市公共下水道特別会計補正予算（第２号）に

ついて 
 日程第１８ 議案第８３号 平成２０年度笛吹市農業集落排水特別会計補正予算（第１号）

について 
 日程第１９ 議案第８４号 平成２０年度笛吹市簡易水道特別会計補正予算（第２号）につ

いて 
 日程第２０ 議案第８５号 平成２０年度笛吹市温泉事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて 

 ５ 



 日程第２１ 議案第 ８６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

特別会計補正予算（第１号）について 
 日程第２２ 議案第 ８７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

会特別会計補正予算（第１号）について 
 日程第２３ 議案第 ８８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

別会計補正予算（第１号）について 
 日程第２４ 議案第 ８９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

特別会計補正予算（第１号）について 
 日程第２５ 議案第 ９０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

特別会計補正予算（第１号）について 
 日程第２６ 議案第 ９１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

別会計補正予算（第１号）について 
 日程第２７ 議案第 ９２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

特別会計補正予算（第１号）について 
 日程第２８ 議案第 ９３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

特別会計補正予算（第１号）について 
 日程第２９ 議案第 ９４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

理会特別会計補正予算（第１号）について 
 日程第３０ 議案第 ９５号 平成２０年度笛吹市水道事業会計補正予算（第２号）につい

て 
 日程第３１ 議案第 ９６号 平成１９年度笛吹市一般会計歳入歳出決算認定について 
 日程第３２ 議案第 ９７号 平成１９年度笛吹市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認

定について 
 日程第３３ 議案第 ９８号 平成１９年度笛吹市老人保健特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 
 日程第３４ 議案第 ９９号 平成１９年度笛吹市介護保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 
 日程第３５ 議案第１００号 平成１９年度笛吹市介護サービス特別会計歳入歳出決算認

定について 
 日程第３６ 議案第１０１号 平成１９年度笛吹市公共下水道特別会計歳入歳出決算認定

について 
 日程第３７ 議案第１０２号 平成１９年度笛吹市農業集落排水特別会計歳入歳出決算認

定について 
 日程第３８ 議案第１０３号 平成１９年度笛吹市簡易水道特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 
 日程第３９ 議案第１０４号 平成１９年度笛吹市温泉事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 
 日程第４０ 議案第１０５号 平成１９年度笛吹市黒駒山恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計歳入歳出決算認定について 
 

 ６ 



 日程第４１ 議案第１０６号 平成１９年度笛吹市大積寺山恩賜県有財産保護財産区管理

会特別会計歳入歳出決算認定について 
 日程第４２ 議案第１０７号 平成１９年度笛吹市稲山恩賜県有財産保護財産区管理会特

別会計歳入歳出決算認定について 
 日程第４３ 議案第１０８号 平成１９年度笛吹市牛ヶ額恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計歳入歳出決算認定について 
 日程第４４ 議案第１０９号 平成１９年度笛吹市大口山恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計歳入歳出決算認定について 
 日程第４５ 議案第１１０号 平成１９年度笛吹市崩山恩賜県有財産保護財産区管理会特

別会計歳入歳出決算認定について 
 日程第４６ 議案第１１１号 平成１９年度笛吹市名所山恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計歳入歳出決算認定について 
 日程第４７ 議案第１１２号 平成１９年度笛吹市春日山恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計歳入歳出決算認定について 
 日程第４８ 議案第１１３号 平成１９年度笛吹市兜山外五山恩賜県有財産保護財産区管

理会特別会計歳入歳出決算認定について 
 日程第４９ 議案第１１４号 平成１９年度笛吹市水道事業会計歳入歳出決算認定につい

て 
 日程第５０ 議案第１１５号 笛吹市過疎地域自立促進計画の変更について 
 日程第５１ 議案第１１６号 市道廃止について 
 日程第５２ 議案第１１７号 市道認定について 
 
 

２．出席議員は次のとおりである。（２９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 
 １４番 渡 辺 正 秀 １５番 野 沢 勝 利 
 １６番 小 林   始 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   敦 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 
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３．欠席議員 
 

 （ な し ） 
 
 

４．会議録署名議員 
 
 １番  井 上 一 已     ２番 前 田 初 男 
 
 

５．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名（１９名） 
 
 市 長 荻 野 正 直 副 市 長 望 月 健 二 
 教 育 長 山 田 武 人 総 務 部 長 梶 原  清 
 経営政策部長 池 田 聖 仁 会 計 管 理 者  中 川 啓 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 佐 藤 貞 雄 産業観光部長 保 坂 利 定 
 建 設 部 長 岩 澤 重 信 公営企業部長 竹 越 富 男 
 教 育 次 長 早 川 哲 夫 総 務 課 長 山 下 真 弥 
 財 政 課 長 堀 井 一 美 消 防 長  金 井 一 貴 
 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    

 
 
 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   飯 島 重 人 
 議 会 書 記   金 井  久 
 

 ８ 



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３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。 
北京オリンピックも無事閉幕いたし、わが国の選手団は日本の代表として競い、私ども国民

に幾多の感動を与えてくれました。 
また、私ども本市議会定例会は今期が 後となります。またたく間の４年間でした。議員各

位それぞれの思いがあろうかと思います。 
さらなる笛吹市の発展と、市民が安心・安全に生活が営まれるよう有意義な議論・審査を望

みます。 
なお、地球温暖化防止のため、冷房の温度を高めに設定してございます。上着を脱いで結構

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

粛に願います。 
 また、携帯電話の電源は切るか、マナーモードに設定していただくようお願いいたします。 
なお、議長の命令に従わないときは、地方自治法第１３０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。 
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１番 井上一已君 
 議席第２番 前田初男君 
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９月２５日までの２３日間としたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 

 ９ 



 したがって、本定例会の会期は、本日から２５日までの２３日間と決定しました。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
○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。 
報告事項を申し上げます。 
荻野農業委員会会長より欠席届が提出され、これを受理しましたので報告いたします。 
監査委員から、平成２０年５月分から平成２０年７月分の例月出納検査の結果について報告

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

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

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
○議長（中村善次君） 
   日程第４ 市長より、行政報告ならびに、日程第６ 報告第４号から、日程第５２ 議案第

１１７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） 
本日ここに、平成２０年９月定例議会の開会にあたり、提出いたしました案件につきまして、

その概要をご説明申し上げるとともに、私の行政経営の一端を申し述べ、議員各位ならびに市

民の皆さまのご理解を賜りたいと存じます。 

さて、一昨日、９月１日の夜、福田首相が突然辞意を表明いたしました。 

昨年９月の首相就任以来、約１１カ月での突然の辞意表明に驚かされておりますが、この先

の政局が不透明になり、さまざまな課題が山積する国政の運営に不安を感じざるを得ません。 

私自身、自治体をあずかる身として、自らの重責を再認識するとともに、全身全力で市政経

営に臨むべく決意を新たにいたしたところであります。 

今定例議会は、私にとりましては任期 終の議会であります。 

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、初代市長に就任いたしまし

て以来、市政経営を担ってまいりました。 

この間、私が市長の重責を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

のご協力の賜であると、心より御礼申し上げます。ありがとうございました。 

この４年間を顧みますと、就任時に、「清潔・公平・公正に徹し、隠し事のない市政運営」を

基本姿勢とし、「笛吹市」という名前にふさわしい、清々しいまちづくりを進めるべく、５つの

柱を挙げさせていただきました。 

まず、１つ目といたしまして、市民の知る権利を尊重し、全国トップクラスの「情報公開先

進都市」を目指すこと。 

２つ目といたしまして、地方分権に即した自立性の高い行政組織と、保養、療養、休養の三

養をテ－マに温泉や医療、地産地消を生かし、果樹農業と融合する観光都市を構築することで

す。 

３つ目は、市民参加型の市政運営で愛される市を目指すことです。 

 

 １０ 



４つ目として、全国屈指の豊富な観光資源を活用した「笛吹ブランド」を確立するとともに、

トップセールスマンとして全国や世界に発信することです。 

５つ目といたしましては、行政の効率化と公平な市政運営を行うことです。 

そして、これらの柱を実現するため、「選択と集中」「市民第一主義」の行政経営方針のもと

に、自立できる地域社会の実現を目指し、“にぎわい・やすらぎ・きらめき”のまちづくりに、

市民の皆さま方と共に取り組んでまいりました。 

また、合併直後の平成１７年度から１８年度を市政集中改革期間と位置づけ、徹底的な行財

政の改革も進めてまいりました。 

この４年間を「仕組みづくり」「にぎわい」「やすらぎ」「きらめき」の４つの理念に整理いた

しまして、振り返ってみたいと存じます。 

初に、行財政経営や市民との協働などの「仕組みづくり」についてであります。 

まず、情報公開についてであります。 

笛吹市情報公開条例に基づきまして、公正で透明な市政の推進に取り組み、議案の事前公表

や庁議の議事録の公開などを積極的に行ってまいりました。また、市民の皆さまからの質問に

対して、明確な回答、見解を１週間以内で示す市政クイックアンサ－制度を、平成１６年度か

ら実施しており、５６０件の質問に対しまして、スピーディーな対応を行うことができました。 

次に、市民の参画や協働のまちづくりへの取り組みは、子ども議会や女性議会などを通して、

まちづくり施策への提案をいただくとともに、平成１８年度には市民ミーティングを制度化い

たしました。また、男女共同参画推進委員会で策定されました、男女共同参画プランに沿った

取り組みや、地域振興基金運用益を活用した市民活動の支援など、多方面から協働のまちづく

りを推進してまいりました。 

次に、市民の皆さまの利便性を高めるための施策としては、日曜日の窓口開庁サ－ビスとし

て、本庁において、納税や住民票の写し、税証明書の交付業務などを実施し、１日当たり約４０件

のご利用をいただいております。また、住民票などの自動交付機を図書館など市内７カ所に設

置し、利便性の向上を図るとともに、住基カードの利用促進と普及に努め、平成１９年度での

カード発行数は、２，１５２枚と県下で も多く発行いたしました。 

次に、健全な行財政の経営につきましては、行財政改革大綱と集中改革プランに沿って、鋭

意取り組んでまいりました。 

その中で、いくつかの取り組みを挙げますと、市税収税率の向上のため、滞納整理システム

の構築を行うとともに、市税収納率向上対策本部の設置などを行い、平成１８年度の徴収率は

７５．９％から１９年度では７８．１％と、上昇傾向に転じることができました。 

公共施設運営の見直しは、平成１８年度から４５の施設で指定管理者制度を導入し、施設運

営の効率化とサービスの向上に取り組んでまいりました。 

行政評価制度につきましては、平成１９年度の６８０事業について事務事業評価を行い、

２０年度には、総合計画で位置づけております、２８施策について施策評価に向けての目標設

定を行っております。 

また、定員適正化計画を策定し、合併から７４名の職員の削減を行い、計画的な定員管理を

進めるとともに、職員の資質の向上のため職員研修の充実にも取り組んでおります。 

選挙開票事務の改革にも取り組みまして、昨年１月の知事選挙では、開票時間５１分という

大きな成果を上げることができました。 

 １１ 



さらには、地方公会計改革に沿った複式簿記、発生主義に基づいた財務諸表、バランスシー

トなどの作成および公表に取り組むとともに、「市長と部長のマニフェスト」として平成１９年

度は４２事業、２０年度には４８事業の主要事業を分かりやすく公表し、検証する取り組みも

行っております。 

次に、都市基盤や産業振興などの「にぎわい」についてであります。 

まず、農業振興につきましては、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

組める環境づくりのために、農地流動化の促進や遊休農地の有効活用、援農支援や農業経営の

合理化、近代化を図るため農業生産法人設立への支援等に取り組んでまいりました。 

さらに、近年増加しておりますイノシシやクマなどに対して、各種方策を地域の皆さま方の

ご協力を得ながら進めてまいりました。 

特に、獣害防止柵の設置につきましては、合併時は約１９キロメートルであったフェンスを、

平成１９年度末には約９７キロメートルと、５倍を超える設置を行うことができました。 

また、土地改良事業につきましても、地域からの要望を踏まえまして、農道、水路等の改修

など、その必要性・緊急性などを勘案しながら計画的に進めております。現在、県営土地改良

事業といたしましては４地区が終了し、平成２０年度に新たに笛吹川左岸地区を加え、７地区

での事業推進を行っております。 

さらに、果実の販路拡大といたしまして、私自身がトップセールスマンとなり、平成１９年

度には国内２カ所と台湾へ赴きました。また、２０年度につきましても、既に国内１カ所と台

湾・香港に出かけ、日本一の笛吹の果物をアピールしてまいりました。 

次に、石和駅前土地区画整理事業につきましては、駅南側の駅前広場が完成いたしまして、

電車の時間を待つ間にバラの花を見ながら足湯に浸かっていただくなど、憩いの場所としても

利用していただいております。 

観光事業についてでございますが、笛吹市観光連盟の組織化や体制づくりを進めながら、観

光資源と果実の連携を生かした各種イベントの開催により来訪促進に努めるとともに、中国な

ど外国からの観光客の誘致活動にも取り組んでまいりました。 

その結果、石和温泉・果実郷周辺では、観光客数が平成１６年の３１５万人から、平成１９年

には３６８万人に増加し、宿泊客数につきましても、１００万人から１１７万人に増加してお

ります。 

次に、安全安心な暮らしと快適な生活環境づくりの「やすらぎ」についてであります。 

優先の課題である、市民の安全と安心のための災害対策につきましては、いざという時の

避難・防災意識を高める方策を講ずるため、平成１８年度に笛吹市全体の洪水ハザ－ドマップ

を作成し全戸へ配布するとともに、大規模災害時行動マニュアルを策定しました。 

また、木造建築物の耐震診断や、診断結果に基づく耐震改修促進事業も実施するとともに、

災害時の地元自治体等との連携強化につきましても、平成２０年度より、災害時要援護者支援

登録事業にも取り組み、推進しております。 

さらに、大雨による危険個所の解消や環境美化のため、笛吹川河道内の雑木除去も計画的に

進めております。 

次に、ごみ減量化につきましては、平成１８年度から２２年度の５カ年において、生活系可

燃ごみ５３％減量を数値目標といたしまして、ごみ減量化推進事業に取り組んでおり、この結

果１９年度末には２８％の減量を達成することができました。 
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また、循環型社会の形成・地球温暖化の取り組みに対しましても、平成１８年度より廃食用

油資源化事業として、ＢＤＦ燃料を精製し、ごみ収集車などの燃料に使用する事業の取り組み

を行い、１９年度末までに、１万５，５４０リットルの廃食油を回収し、燃料として８，

４００リットルを精製することができました。 

また、平成１９年１１月に策定いたしました、バイオマスタウン構想に基づきまして、木質

系バイオマスのチップ化や堆肥原料化、生ごみの利活用を行う、バイオマスセンターにつきま

しても検討を進めております。 

さらに、太陽光発電設置補助事業につきましても、市単独補助事業として、平成１８、１９年

度で１４４件の補助を行いました。 

また、合併浄化槽設置整備事業補助金制度につきましては、市全域の公共下水道事業計画区

域外の地域において４３件の補助を行い、その整備推進を図ってまいりました。 

次に、福祉関連の事業につきましては、地域福祉の全体計画であります地域福祉計画に基づ

き推進を図り、障害者福祉は、障害者施策の総合的で体系的な推進を図る障害者基本計画およ

び障害福祉計画を策定し、これらの計画に沿った取り組みを進めてまいりました。 

また、生活保護業務でございますが、延べ４５人の就労意欲のある人や就労が可能と判断さ

れる人を対象とした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

まいりました。 

さらに、高齢者福祉につきましては、高齢者がいつまでも、自分らしい生活を送っていただ

けるように、笛吹市地域包括支援センターを設置し、高齢者の相談や地域支援など広範囲な業

務に対応すべく取り組みを行っております。 

また、健康づくりに関する事業につきましては、母子保健や成人保健事業を推進するととも

に、介護予防事業として、「やってみるじゃん」や特定高齢者を選定した「運動機能向上事業」

「栄養改善事業」「口腔機能向上事業」に取り組んでまいりました。 

中でも、運動機能向上事業につきましては、１９年度に７教室開催し、１，５７７人の方に

ご参加いただきました。 

なお、特色ある事業といたしましては、高齢者の健康づくりや介護予防の観点から、高齢者

に適した健康体操やレクリエーション活動を普及するため、シルバー体操指導員養成事業とい

たしまして、延べ６５名の方々の受講が終了いたしました。 

さらに、温泉を利用いたしました、温泉活用健康づくり事業も推進し、１９年度には、市内

の公営温泉などを会場に５回の講座を開催し、延べ１４０人にご参加をいただきました。 

次に、子育て支援事業につきましては、平成１７年３月に策定した「次世代育成支援行動計

画」に基づき、子育て支援のまちづくりを進め、つどいの広場の開設やファミリーサポート事

業などへの取り組みを行ってまいりました。 

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、平成１６年度には一宮児童館、

１７年度には春日居児童センター、１８年度には石和はなぶさふれあい児童館、１９年度には

御坂児童センターを開設いたしました。 

このほか、乳幼児医療費窓口無料化、児童手当支給事業、ひとり親家庭医療費助成事業等へ

の取り組みも行ってまいりました。 

次に、学校教育や生涯学習などの「きらめき」についてであります。 

まず、学校教育関係につきましては、子ども一人ひとりにきめ細かなサポートを行う体制づ
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くりとして、支援スタッフの設置をいたしました。 

また、教育アドバイザーを配置するとともに、学校の指導を行う市単独指導主事を学校問題

対策担当の要として設置し、教育相談員４名、自立支援指導員等と共に、サポート体制の確立

を進めてまいりました。 

通学時の安全対策といたしまして、２名のスクールガードリーダーを中心に１３団体、約

７００名による学校安全ボランティアの協力により、登下校時の声掛けや、青パトによるパト

ロールの推進に取り組んでまいりました。 

なお、平成１９年度からは、１校１色運動と銘打ったユニークなプランとして、学校だいす

き事業に取り組んでおります。 

さらに、未来を担う人づくりのために、笛吹市学校教育ビジョンの策定に向けての取り組み

も進めております。 

また、学校施設の大規模地震対策につきましても、計画的に進め、現在９５％の施設が耐震

化されております。 

次に、青少年の健全育成については、笛吹市青少年育成推進協議会の活動や、平成２０年度

より２カ所での放課後子ども教室、家庭教育支援総合推進事業、自然体験活動事業など、体験

活動や実践活動を通しての青少年の健全育成を進めてまいりました。 

また、市民講座につきましては、スコレー大学をベースに各施設を利用し、２０年度には、

年間１５０講座、申込者数２，７００人を目指し、多くの講座を実施しております。文化協会

や地域の人材などを活用した講座の運営による取り組みも進めております。 

次に、文化財関係でありますが、寺本古代寺院跡地を市の指定文化財に指定するとともに、

甲斐国分寺・甲斐国分尼寺の整備事業に取り組んでまいりました。 

また、史跡をテーマとしたフォーラムや史跡めぐりも行っております。 

次に、スポ－ツ振興についてであります。スポーツに親しむ機会が少なかった人たちにも楽

しめるよう、仲間づくりや健康づくりに取り組めるよう、総合型地域スポーツクラブの設立に

向けた取り組みを行っております。 

また、体育協会やスポーツ少年団活動の推進にも取り組み、現在では体育協会競技部３６部・

４，７００人、およびスポーツ少年団登録団体数６７団体・１，８５０人が活動いたしており

ます。 

図書館関係につきましては、市内６カ所の公立図書館のシステム統合により、より身近な使

いやすい運営を目指してまいりました。この結果、平成１９年度は約６５万点を超えるご利用

をいただきました。この貸し出し件数は本市人口規模の公立図書館において、全国上位クラス

の貸し出し件数であります。 

平成２０年３月には、新笛吹市基本計画の３つの理念を継承し、達成目標の数値化を行った

第一次総合計画「ふえふき協奏曲第１番」を策定いたしました。 

この計画は、多くの市民の皆さまに参画していただき、さまざまなご意見をいただきながら

完成したものであります。１０年後の将来像として、「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」への歩みは、まだ道半ばであります。 

私は、この将来像を実現するために、再度、市政の舵取り役となるべく決意し、全身全霊を

傾けて取り組んでまいる所存でありますので、なお一層のご支援、ご協力をお願いいたします。 

続きまして、行政経営の状況につきましてご説明を申し上げます。 
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まず、昨年６月に公布されました地方公共団体の財政の健全化に関する法律、いわゆる地方

公共団体財政健全化法によりまして、平成１９年度決算に基づく健全化判断比率、ならびに資

金不足比率を算出いたしました。 

その結果につきましては、「実質赤字比率」「連結実質赤字比率」「実質公債費比率」「将来負

担比率」ならびに「資金不足比率」のいずれも、早期健全化基準を下回るものであり、本市の

財政状況につきましては、健全財政が保たれているものと考えております。 

国･地方ともに極めて厳しい財政状況ではありますが、健全な行財政を維持しつつ、限られた

経営資源を 大限に活用する中で、市民と一体となった行政経営を着実に実施していく所存で

あります。 

以下、第一次笛吹市総合計画の施策体系に沿って、主な事業のご説明をさせていただきます。 

はじめに、市営バスについてであります。 

本年１月７日より、東側路線、西側路線、金川原路線の３路線で実証運行を行っております

が、本格運行移行に向けて、まだまだ多くの方のご利用が欠かせません。 

このため、沿線住民アンケートや運行実績から運行ルートや時間帯を再検討し、８月１１日

より新たな内容で実証運行を開始いたしました。 

９月末まで運行し、データ収集、分析を行い、改めて以降の方策を検討したいと考えており

ます。 

また、実証路線の運行と併せ、境川、一宮、芦川の各既存路線および八代地内の状況を調査

する中で、経済的かつ利便性の高い交通ネットワークの構築を図っていきたいと考えておりま

す。 

次に、県道白井河原八田線供用開始についてであります。 

県道白井河原八田線につきましては、県において平成９年度より甲府市白井町から笛吹市石

和町小石和の間でバイパス整備を行っておりましたが、本年１月１９日に国道１４０号線から

禊橋の間１，４００メートルが供用開始され、続いて、この９月５日には禊橋から蛍見橋西詰

交差点までの間１千メートルが供用開始の運びとなりました。 

今回の供用開始により、延長２，４００メートル、車道２車線６メートル、歩道両側２．５メー

トルのバイパス全線が整備され完了いたします。 

次に、県道富士河口湖芦川線（仮称）若彦トンネル貫通式についてであります。 

県道富士河口湖芦川線は、甲府圏域と富士北麓圏域を結ぶ新たな連絡幹線道路として、産業

振興・観光開発はもとより、災害時の避難・資材輸送路など地域の活性化・安全対策に貢献す

るものと期待されております。 

県では、平成１２年度より富士河口湖町大石から笛吹市芦川町上芦川の間、延長５，

８２０メートル、車道２車線６メートルの道路整備を進めておりましたが、このたび、富士河

口湖町と笛吹市を結ぶ（仮称）若彦トンネル、延長２，６１５メートルが貫通し、８月２９日

に貫通式が行われました。 

今後は、トンネルアクセス道路も含め、平成２２年春の開通に向けて工事が進められます。 

次に、山梨リニア実験線関係事業の現状についてであります。 

笛吹市に係るリニア実験線本線工事は、工事を担当する鉄道運輸機構により、本年２月にト

ンネル工事３工区が発注されております。 

現在は、御坂町上黒駒・大野寺両地区で、工事共同企業体による土地所有者への協力依頼、
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および必要な法手続きが進められており、８月２９日には、上黒駒トンネル他ＪＶによる安全

祈願祭が大野寺地区で執り行われたところであります。 

また、国・県の財源を１００％充当し、県と協力して整備するリニア工事用の市道改修は、

既に上黒駒・竹居地内で関係者のご理解のもと、おおむね用地取得を完了し、上黒駒では来年

２月からの土砂搬出に向け一部工事が行われております。 

なお、リニア中央新幹線の早期建設と停車駅設置の実現に向けての取り組みにつきましては、

峡東圏域リニア中央新幹線駅誘致推進協議会の活動といたしまして、山梨、甲州、笛吹の三市

の市長、議長により、８月１日に横内知事に要望書を提出いたしました。 

また、８月２０日には、堀内光雄衆議院議員をはじめ、１０名の山梨県関係の国会議員に陳

情を行ってまいりました。 

今後も、停車駅設置の実現のために、関係機関や各種団体と連携を図りながら、官民一体と

なって、関係方面へ要望活動を行ってまいります。 

次に、国際観光・物産トップセールスについてであります。 

６月１７日から３日間にわたり、県と共同で国際観光トップセールス事業といたしまして、

横内知事と共に「フードタイペイ２００８」などに参加する中で、台湾貿易関係者および旅行

業者の方々と会談し、笛吹市の桃、ブドウおよびワインや温泉のＰＲを行ってまいりました。 

台湾は訪日旅行客が年間１３８万人を超え、また、昨年実施した「台湾観光・果実プロモー

ション」の成果により、笛吹市の「桃」のイメージが浸透しており、台湾政府関係者も高い関

心を見せるなど、笛吹市の知名度アップとフルーツ輸出拡大の大きな手ごたえを感じることが

できました。 

また、７月２５日から２８日まで、「笛吹市香港観光物産販売促進キャンペーン」を実施いた

しました。 

中村市議会議長をはじめ、笛吹農協組合長、ワイン会会長、旅館組合の役員の皆さまにご同

行をいただき、香港の大手旅行会社４社を訪問し、市の魅力をＰＲするとともに笛吹市への誘

客の促進を図ってまいりました。 

香港アピタにおいて行った、桃、ワインの試食・試飲販売での売れ行きは好調で、大勢のお

客さまにご好評をいただきました。 

また、香港県人会、および香港の流通関係者の皆さまとの懇親会を開催し、笛吹市の観光や

果物などの輸出販売について、活発な意見交換を行いました。 

特に、香港では日本の果物、野菜などの人気が高く、高値で販売されており、植物検疫やワ

インの関税もないことから、有望な市場としてさらに研究を進めていきたいと思います。 

今後も国内外に向け、笛吹市のフルーツ消費拡大と観光客誘致に向け、積極的に情報発信を

行い「笛吹ブランド」の確立を図ってまいりたいと考えております。 

次に、新潟県胎内市との災害時における相互応援に関する協定についてであります。 

８月１９日に、胎内市の吉田市長以下関係者６名をお招きし、笛吹市本庁舎において、相互

応援協定を締結いたしました。 

内容的には、千葉県館山市との相互応援協定と同様に、災害時の人材や物資の相互応援であ

ります。 

胎内市は、平成１７年９月に中条町と黒川村が合併した人口約３万３千人の市であり、平成

８年１０月に旧中条町と旧境川村との間で「友好町村の盟約」が締結され、現在は特産品等の
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物産交流が行われております。 

次に、災害時要援護者登録支援事業についてであります。 

本年４月から、全行政区および民生委員・児童委員ならびに関係機関のご協力をいただく中

で、全市を挙げて取り組んだ結果、９月１日時点で、１０９の行政区から４７０人の登録があ

りました。 

初めての試みであり、個人情報を扱うということで、登録には特に配慮を要したわけであり

ますが、ご協力をいただきました行政区長さんをはじめ関係者のご努力に対しまして、改めま

して感謝申し上げます。 

引き続き、新規登録者の掘り起こしや、登録者への声掛け・相談など、平常時からの取り組

みを進め、安全・安心に暮らせる地域づくりを進めていきたいと考えております。 

続きまして、今年の防災訓練は、「いつ来てもおかしくない東海地震」を想定し、８月３１日

の日曜日に全行政区と市役所全職員を対象に実施いたしました。 

行政区では、災害時要援護者の避難訓練や、集合地から指定避難所までの安全な経路確認を

するなど、統一したメニューの中で、すべての行政区が同じ訓練を実施していただきました。 

また、市職員は、災害対策本部または現場指揮本部に全員が参集し、実践的な訓練を実施す

る中で、発災初期の動きを検証いたしました。 

次に、みさかの湯において発生いたしました、レジオネラ属菌検出による営業休止について、

ご報告を申し上げます。 

８月１日、峡東保健所より浴槽水収去検査の結果について、基準値の４倍のレジオネラ属菌

が検出されたとの通知がありました。 

この通知を受けまして、原因調査と速やかな改善に向け、翌８月２日から自主的に営業を休

止した次第であります。 

市内温泉施設のうち も利用者数が多く、イベント風呂など人気の高い施設だけに、市民の

皆さまをはじめ、市内外の利用者の方々には、大変なご不便とご心配をおかけいたしましたこ

とに、深くお詫び申し上げます。 

早速、源泉槽や各浴槽など施設の殺菌を徹底的に行い、検査センターによる検査を実施した

結果、レジオネラ属菌陰性が確認されましたので、峡東保健所の確認を得て、８月１２日より

営業を再開いたしたところであります。 

また、原因調査と改善策の検討を行い、今後、二度とこのような事態が起こらないよう、殺

菌･洗浄･消毒など施設管理の徹底を強化する中で、市民のふれあいと交流の場として、安全・

安心な施設を提供していきたいと思います。 

次に、ごみ減量化への取り組みについてであります。 

各地区環境指導委員会のご協力のもと、減量目標達成に向けて事業の推進を図っております

が、循環型社会の構築に向けた、ごみ減量へのさらなる取り組みとして、広報などによる事業

周知および、ホームページでのごみ増減状況の公表、排出物実態調査の実施、減量に向けた４Ｒ

のＰＲなどを行っております。 

また、各地区出前説明会を７月末現在で２７回実施し、地区環境団体等の会議と合わせると

３５回の説明会を行っております。 

本事業の趣旨をご理解いただき、市民一人ひとりの、ごみを減らす行動に結びつくよう減量

施策について、さらに積極的な取り組みを推進してまいります。 
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次に、笛吹市石和渋川水辺の公園の竣工についてであります。 

渋川は、現在、県において、峡東浄化センターから清流公園まで、計画延長３.６４キロメー

トル、総事業費５５億５千万円で、平成２３年度完成に向けて工事が進められております。 

その中で、地元代表、学校関係者などで構成する「渋川・川づくり懇談会」からのご意見を

受け、平成１９年度から地域住民の憩いの場として、また、水辺での学習の場として、県のご

配慮により整備を進めてまいりました「笛吹市石和渋川水辺の公園」が完成の運びとなり、９月

１２日に竣工式を行う予定であります。 

なお、維持管理につきましては、県と市で管理協定を締結し、区、地元、学校および市が協

働で行います。 

次に、市内の温泉を活用した温泉活用健康づくり事業についてであります。 

平成１８年度より、市民を対象に専門的な健康支援プログラムなどを展開しております。そ

の効果について、山梨大学医学部で分析を行ったところ、参加者の血液中の脂質項目および血

圧測定値の改善、体脂肪率の低下などに効果が得られ、特に、あらゆる健康度の自己評価が統

計学的に顕著に良好との結果が得られました。 

この成果について、本年１１月５日より福岡県で開催されます「第６７回日本公衆衛生学会

総会」において、山梨大学医学部と共同で発表することとなりました。 

この公衆衛生学会は、保健医療福祉領域の専門職や教育研究者をはじめとして、現職の行政

官や教育学、心理学等きわめて多種多様な関係者で構成されており、本市の温泉を活用した健

康づくり事業が日本全国に発信され、注目を浴びることと期待されます。 

なお、市民にもこの成果を公表する中で、健康づくりに役立てていただくための講演会等を

計画してまいりたいと考えております。 

次に、笛吹市高齢者福祉計画ならびに第４期介護保険事業計画の策定についてであります。 

この計画につきましては、近年の高齢社会へ対応できる高齢者福祉事業や介護保険事業の安

定的な運営を図ることを目的に、平成２１年度から２３年度までの３年間の事業計画を策定す

るものであります。 

現在、一般公募を含む策定委員会や、高齢者専門部会および介護保険専門部会を立ち上げ、

内容の検討を行っているところでありますが、今後は、パブリックコメントなど広く市民の皆

さまからの意見も取り入れながら、適切な計画策定を進めてまいりたいと考えております。 

続きまして、９月１５日から敬老週間が始まりますが、今年も敬老祝金を節目の７７歳、

８８歳、１００歳の皆さまにお届けいたします。 

本市において、今年度中に１００歳になられる方は１６名で、これらの方を含め１００歳以

上の方は４８名になります。 

なお、本市の 高齢者は、石和町にお住まいの１０６歳の女性の方であります。 

次に、国民健康保険税についてであります。 

本年度より、後期高齢者医療制度および年金からの特別徴収との兼ね合いから、７月１日を

本算定日とし、以後、２月まで８期の納付期限に設定変更いたしました。 

また、平成２０年度の税率につきましては、国保運営協議会から「実質収支において若干の

黒字が見込まれることから、税率の改正は行わないことが適当である」との答申を受け、十分

に検討した結果、税率改正は行わないと決定いたしました。 

しかしながら、国民健康保険を取り巻く環境は、優良納税者である高齢者の他制度への移行
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など、相変わらず厳しい状況が想定されますので、健全運営に向けた取り組みを積極的に進め

てまいる所存でございます。 

次に、後期高齢者医療制度、通称・長寿医療制度についてであります。 

既にご案内のとおり、４月１日の制度開始以降も、保険料の軽減策や徴収方法の改善などの

法整備が行われております。 

これを受け、本市においても、７月に保険料額決定通知書を市内約８,４００名の加入者に発

送いたしましたが、８月に再度、軽減策による変更決定通知書を送付させていただきました。 

また、保険料の年金からの天引きにつきましても、一定の条件を満たす申出者に対しては、

普通徴収への変更手続きを行ったところであります。 

なお、今回の法整備により、広報と被保険者への相談業務が市町村事務として新たに加えら

れたところでもあり、めまぐるしく変わる制度に戸惑われる高齢者も多いと思われます。制度

の内容について、できるだけ分かりやすい説明を心がけるとともに、今後は加入者だけでなく、

市民全域に情報提供を行ってまいりたいと考えております。 

次に、市民協働の取り組みについてであります。 

地域振興基金の運用益を活用した、地域振興促進助成事業と市民ボランティア・ＮＰＯ法人

助成事業につきまして、本年度は、既に第１次･第２次募集で、地域振興促進事業が２２団体、

ボランティア・ＮＰＯ助成事業が２団体、合わせて２４団体が認定を受け、助成金の交付を受

けております。 

なお、第３次募集を９月１日から１０月１７日まで行っております。 

また、９月１９日には、平成１９年度事業の実績報告会を開催する予定であります。 

それぞれの団体の代表者が、活動報告を行う初めて場として、これからの協働を考える機会

となり、また、今後、応募をお考えの団体の参考になるものと考えておりますので、大勢の皆

さまにご参加いただきたいと思います。 

次に、保育所の指定管理についてであります。 

昨年４月から石和第三保育所に指定管理者制度を導入し、社会福祉法人宮前保育園による保

育運営が行われているところでありますが、この間、保護者の要望により完全給食が実施され

るなど、保護者からの評価も良好であります。 

保育所への指定管理につきましては、笛吹市が県下で 初に導入したこともあり、公立保育

所への指定管理者制度の導入を検討している、県内外の自治体から研修に訪れるなど、先進事

例として広く注目されている状況であります。 

次に、八代支所の空きスペースの有効利用についてであります。 

今年３月に、建設部と教育委員会が南館に移転した後、空きスペースの有効利用について検

討してまいりましたが、８月末に笛吹市社会福祉協議会が本所機能を集中する形で移転し、９月

より３８名の職員体制で業務を開始しております。 

これを機会に、地域福祉の向上に向け、社会福祉協議会の活動がますます活発化されること

を期待するところであります。 

次に、平成２１年４月採用の職員採用試験につきましてご報告いたします。 

試験職種につきましては、一般行政職と消防職、および福祉職である保育士とし、そのうち

一般行政職には、民間での情報技術経験者も別枠で募集を行いました。 
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応募の状況でありますが、一般行政職に１０７名、福祉職３７名、消防職３３名となってお

り、９月２１日の一次試験、１０月下旬の二次試験を経て、１１月に 終合格者を発表する予

定となっております。 

なお、採用者数につきましては、今年度の退職者の状況を踏まえ、｢定員適正化計画｣に基づ

き決定してまいります。 

また、試験の実施にあたりましては、公正、公平な観点から細心の注意を払うよう徹底して

いきたいと考えております。 

続きまして、本定例会に提出させていただきました案件の内容につきまして、ご説明申し上

げます。 

提出させていただいた案件は、条例案５件、補正予算案１８件、決算認定１９件など合わせ

て４７件となりますが、主なるものにつきまして概略をご説明申し上げます。 

まず、条例案についてであります。 

笛吹市まちづくり寄附条例の制定についてでありますが、地方税法の一部改正により寄附金

税制が見直されたことなどに鑑み、本市のまちづくりに対する寄附金を広く募り、これを財源

として寄附者の意向を反映した各種事業を実施することにより、「ふるさとづくり」と「協働の

まちづくり」を推進するものであります。 

また、寄附金について基金を設置することにより、適正な管理運用を図ろうとするものであ

ります。 

次に、議案第７４号から議案第７７号までの４件の条例案については、それぞれ関係する法

令が改正されたことに伴い、条文中の用語および引用条項を改めるものであります。 

次に、補正予算につきまして概略をご説明申し上げます。 

「平成２０年度笛吹市一般会計補正予算（第３号）」でありますが、既定の予算額に歳入歳出

それぞれ２億８，４００万円を追加し、総額を２７０億３，７００万円とさせていただくもの

であります。 

今回の補正予算につきましては、国・県支出金の変更に伴う既存事業予算の補正、平成１９年

度決算に基づく特別会計繰出金の精算、その他、緊急に補正を要するものの他、原油価格の急

激な高騰に対する緊急対策として、福祉灯油購入費助成事業に７９０万円、農業施設生産活動

維持緊急対策事業に６００万円、合わせて１，３９０万円の事業費の追加、および、かすがい

東保育所建設に伴う基本設計・実施設計委託料２千万円の追加などを中心に編成させていただ

きました。 

歳入の主なものとしましては、史跡甲斐国分寺・国分尼寺整備のための補助金など国庫支出

金４，４００万円を追加、国民健康保険・保険基盤安定のための負担金など県支出金２千万円

を追加、国保および介護保険特別会計、財政調整基金などからの繰り入れの増減により繰入金

４億４千万円を減額、繰越金として平成１９年度一般会計決算繰越額５億８千万円を追加、市

債は合併特例債および過疎債など６，５００万円を追加するものであります。 

次に、歳出につきましては、総務費では、ふれあい交流センター（みさかの湯）の設備改良

費など７，２００万円の追加、民生費では、国保特別会計への繰出金など４，７００万円を追

加、衛生費においては、簡易水道特別会計への繰出金など２００万円を減額、農林水産業費で

は、農道・農業用排水路補修改良事業など８千万円を追加、土木費では、公共下水道特別会計

繰出金の減額、市道改良事業費の増額などにより１，１００万円を追加、教育費では、学校施
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設の維持・改修費および甲斐国分尼寺跡地購入費など６，６００万円を追加するものでありま

す。 

次に、特別会計の補正予算案でありますが、「国民健康保険特別会計」では３億２千万円を追

加し、その総額を７７億２，５００万円に、「介護保険特別会計」では５，６００万円を追加し、

総額を４１億２千万円に、「介護サービス特別会計」では２００万円を追加し、総額を１，

４００万円に、「公共下水道特別会計」では１，４００万円を追加し、総額を４５億７，１００万

円に、「農業集落排水特別会計」では７００万円を追加し、総額を８，９００万円に、「簡易水

道特別会計」では２，３００万円を追加し、総額を９億３千万円に、「温泉事業特別会計」では

２，３００万円を追加し、総額を８，７００万円に、「黒駒山など恩賜県有財産保護財産区管理

会特別会計」９会計では、合わせて１００万円を追加させていただくものであります。 
さらに、「平成２０年度笛吹市水道事業会計補正予算（第２号）」でありますが、収益的収入

および支出において６００万円をそれぞれ減額し、総額を１１億２，４００万円に、資本的支

出において４，７００万円を追加し、総額を６億９，５００万円とさせていただくものであり

ます。 

次に、平成１９年度の決算認定についてであります。 

「一般会計歳入歳出決算」については、歳入総額が２８７億２，３００万円、歳出総額が

２７７億２，２００万円、歳入歳出差引額が１０億１００万円となっております。なお、実質

単年度収支は３，１００万円の黒字となり、合併後初めて黒字に転じました。 

その他、特別会計１７案件、企業会計１案件について、地方自治法第２３３条第３項および

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

付して提案するものであります。 

今後も、事務事業評価や施策評価の結果を基本に、「選択と集中」の行政経営を進めてまいります。 

なお、詳細につきましては、後ほど会計管理者よりご説明申し上げます。 

その他の案件につきましては、その末尾に提案理由を付記しておりますので、それによりま

してご了承をお願いいたします。 

以上、今定例会に上程いたしました案件につきまして、提案理由の説明をさせていただきま

した。 

よろしくご審議の上、ご可決いただきますことをお願い申し上げ、提案理由の説明とさせて

いただきます。 

○議長（中村善次君） 

続きまして、議案第９６号から議案第１１４号につきまして、会計管理者から補足説明があ

ります。 

会計管理者、中川啓次君。 

○会計管理者（中川啓次君） 
ただいま、市長が提案いたしました議案第９６号の一般会計から、議案第１１４号の企業会

計までの決算認定、１９案件につきまして、一括して決算内容の補足説明をさせていただきま

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

きますが、ご了解願います。 
それでは、お手元の平成１９年度笛吹市一般会計・特別会計および企業会計歳入歳出決算書
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に基づきまして、ご説明をさせていただきますので、決算書の２ページ、３ページをご覧いた

だきたいと存じます。 
平成１９年度一般会計と１７の特別会計の歳入歳出決算の総括表でございます。 
この一番下の合計でありますが、平成１９年度一般会計および１７の特別会計における収入

済額合計は５２２億４，３７５万円、支出済額合計は５０９億２，８５８万円で、右下の歳入

歳出差引額の合計は１３億１，５１６万円となりました。 
なお、この表には示されておりませんが、翌年度への繰越財源が２億１，２００万円余りと

なっておりますので、それを除く全体の実質収支額は１１億３００万円の黒字となっておりま

す。 
それでは、まず、はじめに５ページからの議案第９６号 「平成１９年度笛吹市一般会計歳

入歳出決算認定について」ご説明を申し上げます。 
６ページから７ページをご覧ください。 
一般会計、歳入ですが、収入済額でご説明いたします。 
第１款市税は、収入済額９３億１，８９２万円です。その主なものといたしまして、市民税

３５億８，３７５万円、固定資産税４６億２，０９１万円などとなっておりまして、市税は歳

入全体の３２．５％を占めておりまして、前年度比で１１億８６６万円の増額となりました。

なお、市税徴収率は２％増の７８．１％となっております。 
次に、第２款の地方譲与税でありますが、自動車重量譲与税、地方道路譲与税を合わせ３億

３，８８４万円となっております。 
次の第３款利子割交付金から第９款地方特例交付金までの各種交付金は、合わせた総額で

１０億６，５８３万円となっております。 
また、第１０款地方交付税は７５億２，１２１万円で、歳入全体の２６．２％となっており

ます。前年度比では１億９，８００万円の増額となっております。 
次に、８ページから９ページになりますが、以下の歳入につきましては、主なもののみを申

し上げます。 
第１４款国庫支出金は２０億１，５５３万円。 
第１５款県支出金は１６億４，０６７万円。 
第１９款繰越金は１１億５３０万円。 
第２１款市債は４０億３，９４０万円であります。 
その結果といたしまして、次の１０ページから１１ページになりますが、歳入合計としまし

て、収入済額２８７億２，３４０万円となりまして、歳入全体では、前年度と比較し３％、８億

４，２２３万円の増額となっております。 
次に、歳出でありますが、１２ページから１３ページをご覧ください。 
歳出につきましては、支出済額でご説明いたします。 
まず、第１款議会費は、支出済額２億５，３８７万円ですが、これは議会運営費等でありま

すが、この９４％は人件費となっておりまして、執行率は９９％であります。 
次の第２款総務費につきましては、支出済額は４７億７，８７４万円となっており、その主

なものとしまして、総務管理費は４１億７，４７２万円で、これは主に職員人件費、庁舎管理

費、情報化推進費などとなっておりますが、この中には庁舎南館改修工事の４億５千万円や、

第一次総合計画策定費なども含まれております。以下、徴税費、戸籍住民基本台帳費など合わ
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せました総務費全体の執行率は９６．８％となりました。 
次の第３款民生費でありますが、総額で７３億６，６５７万円となっており、歳出全体の２６．

５％を占めておりまして、歳出の中では も大きな執行額となっております。その主なものと

しまして、社会福祉費の３３億６，４８３万円は、障害者地域生活支援事業、高齢者福祉事業、

社会福祉協議会への委託事業などの各事業費のほか、包括支援センターの運営費などでありま

す。 
また、次の児童福祉費３０億４，５５５万円は、学童保育等の児童福祉事業費、児童手当支

給事業費および保育所の管理運営費などとなっておりまして、御坂児童センター建設事業費

１億５千万円などもこの中に含まれております。そのほか生活保護費を含めた民生費全体の執

行率は９８．４％となっております。 
次に、第４款衛生費でありますが、１８億５，１６３万円となっており、そのうち保健衛生

費の５億５，５５８万円は、職員人件費、各種検診の保健事業費のほか予防接種などの保健予

防費などであります。また、清掃費の８億１，４５６万円は、ごみ収集処理委託料のほか、ご

み減量化推進事業費など衛生費全体では、執行率は９７．３％となっております。 
次の第５款労働費は１，４０４万円は、主にシルバー人材センターへの負担金となっており

ます。 
次に、第６款農林水産業費は、総額１６億９，２２７万円です。 
このうち農業費は１６億７３５万円で、これは主に農道基盤整備事業費、畑地帯総合整備事

業費、土地改良事業費、鳥獣害防止対策事業費などのほかバイオマスの里づくり事業費などで

ございます。なお、農林水産業費には繰越事業がございましたので、それを除きました林業費

を含む農林水産業費の全体の執行率は、９６．９％であります。 
次に、第７款商工費は３億３，３０６万円で、市の商工振興および観光振興のための諸事業

にかかわります経費が主なものとなっておりまして、桃の花まつり、夏まつり、台湾観光プロ

モーション事業費などが含まれておりまして、執行率は９５．２％であります。 
次に、第８款土木費でありますが、総額３５億７，６１３万円となっており、そのうち主な

ものは道路橋梁費が１０億１，９７６万円で、これは市道維持管理費、新設改良費等になって

おりまして、昨年は市道境川１０号線、石和１７号線などの改良事業を行っております。 
また、１４、１５ページになりますが、都市計画費は２２億３，８９９万円で、この中には

石和駅前土地区画整理事業費、春日居駅周辺整備事業費などのほか、下水道特別会計への繰出

金が１７億１千万円も含まれております。土木費全体での繰越事業費を除く執行率は９７．６％

となっております。 
次に、第９款消防費は１１億７０１万円で、消防本部の職員人件費などの常備消防費と、消

防団員待機所および車庫・貯水槽・消防車両購入費等消防施設整備にかかわります経費などが

主なものとなっておりますが、消防本部のはしご付き消防車の更新に伴います１億５千万円余

りも、ここに含まれております。消防費全体の執行率は９７．５％であります。 
次に、第１０款教育費でありますが、総額２４億８，５５８万円です。そのうち教育総務費

２億５，４０５万円は主に職員人件費です。小学校費は６億８，３５８万円、の中学校費は３億

１，９６１万円で、それぞれの学校管理運営費のほか、一宮西小学校屋内運動場の改築工事、

浅川中学校の耐震工事などの学校施設の修理・改修等も、この中で実施させていただいており

ます。 
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また、社会教育費は７億５，０９５万円で、この中には社会教育費のほか図書館管理運営費、

文化財保護費等が含まれております。さらに保健体育費は、体育協会、スポーツ少年団等への

補助金のほか、マラソン大会等の各種スポーツ大会への補助金、および市内体育施設の維持管

理費などとなっております。 
そのほか学校給食費を含めました教育費全体の執行率は９６．５％となっております。 
次に、第１２款公債費は３１億８，６６９万円で、これは地方債の償還金でありますが、元

金が２６億６千万円、利子が５億８千万円という内容になっております。 
次に、第１３款諸支出金でありますが、１０億７，６６９万円となっておりますが、これは

主に基金への積立金でありまして、地域振興基金および財政調整基金などへの積立金となって

おります。 
以下、予備費の執行はございませんでしたので、以上の歳出合計は２７７億２，２３４万円

で、翌年度繰越額は８億８，００８万円、不用額５億７，０５０万円で、歳出合計は前年度比

３．５％、９億４，６４８万円の増額となりました。 
なお、歳出全体の執行率は９５％となっております。 
その結果、次の１６ページをご覧ください。 
歳入金２８７億２，３４０万円、歳出金２７７億２，２３４万円で、歳入歳出差引額１０億

１０５万円であります。 
以下の１７ページからは事項別明細書になりますので、詳細につきましては、後ほどご覧い

ただきたいと存じます。 
この事項別明細書が１５０ページ余りにわたっておりますが、その 後の１７４ページをお

願いします。 
１７４ページは、平成１９年度笛吹市一般会計の実質収支に関する調書であります。 
歳入総額２８７億２，３４０万円、歳出総額２７７億２，２３４万円、歳入歳出差引額１０億

１０５万円、翌年度へ繰り越すべき財源としまして、繰越明許費繰越額が１億８，２２２万円

で、これを差し引いた実質収支額は８億１，８８３万円となりました。 
 以上が、一般会計歳入歳出決算の概要であります。 
 次に、議案第９７号 「平成１９年度笛吹市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につい

て」でございます。 
１７６ページ、１７７ページをご覧ください。 
まず、歳入ですが、一般会計同様に収入済額でご説明いたします。 
第１款国民健康保険税は総額で２６億６，３２０万円となっており、これは一般被保険者、

退職被保険者を合わせたもので、全体の徴収率は７０．３％となっております。 
第３款国庫支出金は、２２億９，８３４万円。 
第４款療養給付費交付金１０億５，７０８万円。 
第６款共同事業交付金８億３，２４８万円。 
第８款繰入金は５億２，６４６万円などとなっておりまして、以下、繰越金、諸収入、市債

を合わせました歳入合計は８０億７６２万円で、前年度比１２．７％、９億６８８万円の増額

となっております。 
次に、歳出でありますが、１７８ページ、１７９ページをご覧ください。 
第１款総務費から支出済額で申し上げますが、総務費が１億４，４３５万円。 
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第２款保険給付費は４７億９，３３９万円で、これは前年度比で２億４，７６７万円の増額

となっております。 
以下、第３款老人保健拠出金１２億７，５２８万円、第４款介護納付金５億３７５万円、第

５款共同事業拠出金８億５，７０８万円などとなっておりまして、歳出合計は７８億７，

３６８万円で、前年比で１１．４％の８億８５０万円の増額となりました。 
国保会計につきましては、医療給付費や共同事業拠出金の増額に加えまして、調整交付金の

償還などによりまして、歳入歳出ともに前年度比を大きく上回った増額となっております。 
その結果といたしまして、１８０ページをご覧ください。 
歳入金８０億７６２万円、歳出金７８億７，３６８万円、歳入歳出差引額１億３，３９４万

円であります。 
以下、詳細は１８１ページ以降の事項別明細書にございますので、後ほどご覧いただきたい

と存じます。 
以上が、国民健康保険特別会計決算の概要であります。 
次に、議案第９８号 「平成１９年度笛吹市老人保健特別会計歳入歳出決算認定について」

ご説明いたします。 
２０４ページ、２０５ページをご覧ください。 
まず、歳入ですが、第１款支払基金交付金３２億４，５３９万円。 
第２款国庫支出金１９億６，３１４万円。 
第３款県支出金４億８，４４７万円などで、歳入合計は６２億８，４９８万円で、これは前

年度比で１．５％、９，２０６万円の増額となっております。 
次に、歳出でありますが、次の２０６、２０７ページをご覧ください。 
第１款総務費２，９３８万円。 
第２款医療諸費６１億６，６３８万円。 
第３款諸支出金８，９２０万円で、歳出合計は６２億８，４９８万円となりまして、老人保

健の受給者数は若干減少いたしましたが、医療費の伸びなどによりまして、やはり前年度比１．

５％、９，２０６万円の増額となっております。 
その結果といたしまして、次の２０８ページになりますが、歳入金６２億８，４９８万円、

歳出金６２億８，４９８万円で、歳入歳出差引額０となっておりまして、以下につきましては、

事項別明細書のとおりでございます。 
 以上が、老人保健特別会計決算の概要となっております。 
 次に、議案第９９号 「平成１９年度笛吹市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について」

ご説明をさせていただきます。 
２２０、２２１ページをご覧ください。 
まず、歳入ですが、第１款保険料は７億７６３万円で、この収納率は９５．１％となってお

ります。 
第３款国庫支出金は９億２，６３０万円。 
第４款支払基金交付金が１１億７，６１５万円。 
第５款県支出金５億６，６４３万円など、合わせました歳入合計額は４１億１，０２０万円

で、これは前年度比５．６％、２億２，１０１万円の増額となっております。 
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次に、歳出でありますが、２２２ページ、２２３ページになります。 
歳出の主なものは、第１款総務費１億３，２５６万円のほか、第２款保険給付費の３７億９，

６５１万円が、歳出の主なものとなっておりますが、これは介護サービス費、介護予防サービ

ス費等でありまして、前年度と比較いたしましておよそ１３０件、２億５千万円の増額となっ

ております。 
以下、予備費までの歳出合計は、次の２２４、２２５ページになるわけですが、４０億８，

９２６万円で、保険給付費の伸びなどによりまして、前年度比６．８％、２億６，１３９万円

の増額となっております。 
その結果といたしまして、次の２２６ページになりますが、歳入金４１億１，０２０万円、

歳出金４０億８，９２６万円となりまして、歳入歳出差引額は２，０９３万円であります。 
以下、２２７ページからは事項別明細書となっております。 
以上が、介護保険特別会計の決算概要であります。 
次に、議案第１００号 「平成１９年度笛吹市介護サービス特別会計歳入歳出決算認定につ

いて」でございます。 
２５２ページ、２５３ページをご覧いただきたいと存じます。 
まず、歳入ですが、第１款サービス収入１，３７１万円。 
第２款の諸収入は０であります。 
第３款繰入金３７万円の、歳入合計は合わせて１，４０８万円で、これは前年度比７１％、

５８５万円の増額となっております。 
次に、歳出でありますが、２５４、２５５ページをご覧いただきたいと存じます。 
第１款総務費が９９万円。 
第２款事業費１，０６７万円で、第３款の予備費は０でございました。 
歳出合計は１，１６７万円で、こちらの歳出の前年度比は４８％、３８１万円の増額となり

ました。 
歳入歳出の結果といたしましては、２５６ページにございますが、歳入金１，４０８万円、

歳出金１，１６７万円で、歳入歳出差引額は２４１万円となっております。 
以下は、事項別明細書のとおりでございまして、介護サービス特別会計の決算概要でござい

ます。 
 次に、議案第１０１号 「平成１９年度笛吹市公共下水道特別会計歳入歳出決算認定につい

て」、ご説明いたします。 
 ２６４ページ、２６５ページでございます。 
歳入ですが、まず、第２款使用料及び手数料は４億１，５０１万円で、このうち下水道使用

料の収納率は８３．２％となっております。 
また、第４款繰入金は１７億１，１８５万円で、第７款市債は１１億９，７１０万円などと

なっておりまして、歳入合計は、合わせまして３８億５６６万円となっております。これは前

年度比で３．１％、１億１，９７４万円の増額となったものでございます。 
次に、歳出でありますが、２６６、２６７ページをご覧いただきたいと存じます。 
第１款総務費は１億５，１５２万円。 
第２款下水道事業費は１５億５，２１４万円で、この下水道事業費の中には下水道管渠の布

設工事費８億３千万円などが含まれております。 
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さらに、公債費が２０億４，２７７万円となっておりまして、歳出合計は３７億４，６４４万

円で、前年度比で３．３％、１億２，１８７万円の増額となっております。 
その結果といたしまして、次の２６８ページになりますが、歳入金が３８億５６６万円、歳

出金３７億４，６４４万円、歳入歳出差引額は５，９２２万円であります。 
以上が、公共下水道特別会計歳入歳出決算の概要であります。 
次に、議案第１０２号 「平成１９年度笛吹市農業集落排水特別会計歳入歳出決算認定につ

いて」、ご説明いたします。 
この会計は芦川地区の集落排水事業に関わる会計決算でありますが、２８２ページ、

２８３ページをご覧ください。 
まず、歳入ですが、主なものは第２款の使用料及び手数料が８２９万円、第３款繰入金が８，

２７６万円などで、歳入合計は９，２８７万円で、前年度比で０．８％、７３万円の増額となっ

ております。 
次に、歳出でありますが、２８４、２８５ページをご覧ください。 
やはり、主なものといたしまして、第２款の農業集落排水事業費は１，１１０万円、第３款

公債費は７，７９９万円などで、歳出合計は８，９４６万円で、前年度比でマイナス１．３％、

１２１万円の減額となっております。 
歳入歳出の結果といたしましては、２８６ページになりますが、歳入金９，２８７万円、歳

出金８，９４６万円で、歳入歳出差引額は３４１万円となっております。 
以上が、農業集落排水特別会計歳入歳出決算の概要であります。 

次に、議案第１０３号 「平成１９年度笛吹市簡易水道特別会計歳入歳出決算認定について」

でございます。 
簡易水道事業は、一宮、春日居、境川、芦川地区において行われているものでございますが、

２９４ページ、２９５ページをご覧いただきたいと存じます。 
まず、歳入ですが、主なものといたしまして、第２款使用料及び手数料は２億７，０８０万

円で、このうち使用料は２億６，８３１万円となっておりまして、収納率は８８％となってお

ります。 
次の第５款繰入金につきましては、２億８，３５９万円、第８款の市債は２億７，３１０万

円など戸なっておりまして、歳入合計では１０億６，０３４万円で、前年度比で１０．９％、

１億４１３万円の増額となっているものでございます。 
次に、歳出でございますが、２９６、２９７ページをご覧ください。 
やはり、主なものは、第２款水道費５億４，７２６万円、第３款公債費３億９，６２９万円

などとなっておりまして、歳出合計は１０億２，４０８万円で、前年度比で１５．２％、１億

３，５２４万円の増額となったものでございます。 
歳入歳出の結果といたしましては、２９８ページになりますが、歳入金１０億６，０３４万

円、歳出金１０億２，４０８万円で、歳入歳出差引額は３，６２５万円であります。 
以上が、簡易水道特別会計歳入歳出決算の概要でございます。 
次に、議案第１０４号 「平成１９年度笛吹市温泉事業特別会計歳入歳出決算認定について」

でございます。 
３１６ページ、３１７ページをご覧ください。 
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まず、歳入ですが、第１款の使用料及び手数料が９，０４７万円、第４款の繰越金が８４５万

円などとなっておりまして、歳入合計は９，９０７万円で、これは前年度比で１８．３％、１，

５３６万円の増額となっております。 
次に、歳出でありますが、３１８、３１９ページになります。 
歳出項目は、第１款の総務費の８，２５６万円のみでございまして、歳出合計額も同額で、

これは前年度比で９．７％、７２９万円の増額となったものでございます。 
温泉事業会計の結果といたしましては、次の３２０ページになりますが、歳入金９，９０７万

円、歳出金８，２５６万円で、歳入歳出差引額は１，６５１万円であります。 
以上が、温泉事業特別会計歳入歳出決算の概要となっております。 
次に、議案第１０５号から議案第１１３号までの９議案につきましては、いずれも恩賜県有

財産保護財産区管理会特別会計の決算認定についてであります。 
一括してご説明させていただきます。 
黒駒山財産区外８財産区の歳入総額は４，５４９万円で、歳出総額は４０９万円となってお

ります。差引額の４，１４０万円につきましては、主に翌年度への繰越金という形になってお

りますが、財産区特別会計につきましては、いずれも各財産区の管理運営を行っております、

管理会の活動費などに予算執行されたものでございます。 
それぞれの決算額につきましては、３３１ページから４３８ページまでの各財産区の特別会

計決算書のとおりとなっておりますので、後ほどご覧いただきたいと思います。 
一般会計および１７の特別会計につきましては、以上ですが、４３９ページから４４６ペー

ジまでに、財産に関する調書がございますが、この中に市の公有財産でありますとか、備品、

さらには基金等の詳細が記載させていただいておりますので、これも併せて参考にしていただ

きたいと思っております。 
決算の 後でございますが、議案第１１４号 「平成１９年度笛吹市水道事業会計歳入歳出

決算認定について」をご説明いたします。 
４４８ページ、４４９ページとなっております。 
ここに決算報告書がありますので、この主なものをご説明いたします。 
まず、４４８ページの収益的収入および支出のうち、収入についてでありますが、第１款の

水道事業収益につきましては、予算額の合計８億９，７４４万円に対しまして、決算額は８億

８，０７９万円で、予算額に比較しまして、マイナス１，６６５万円となっております。 
また、支出のほうですが、第１款の水道事業費用は予算額の合計が９億１，８４４万円に対

しまして、決算額は８億５，６４３万円で、繰越額は５８９万円、不用額は５，６１１万円と

なっております。 
次の４４９ページの資本的収入および支出ですが、そのうちの収入の第１款資本的収入は、

予算の合計は６億３，６０１万円、決算額が６億８１１万円で、予算額に比べての決算額の増

減としましては、マイナス２，７８９万円となっております。 
また、支出ですが、第１款資本的支出といたしまして、予算額の合計は９億５，２１１万円

です。決算額８億６，０９４万円、翌年度繰越額が３，９０９万円で、不用額が５，２０７万

円となっております。 
次に、やや後ろになりますが、４６２ページをお開きいただきたいと存じます。 
４６２ページは、平成１９年度笛吹市水道事業報告書でございます。 
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まず、営業関係についてですが、給水状況につきましては、総配水量が７７８万８，０４７立

方メートル、有収水量が６１７万７８３立方メートルとなりまして、有収率につきましては７９．

２％となりました。 
給水世帯数につきましては１万８，５１９戸、給水人口にいたしますと４万７，０１７人で、

行政区域内人口４万８，４９２人に対しまして、９７．２％の普及率となっております。 
次に、建設改良関係でありますが、１８年度・１９年度にかけて、新市水道事業計画を策定

し、事業認可を平成２０年３月２８日に受けました。今後は、この計画をもとに事業を行う予

定でありますが、昨年度は石和、御坂、八代、それぞれの地区における配水管布設工事等を行っ

ております。 
次に、経理でありますが、収益的収支では、収入８億４，３９６万円に対しまして、支出８億

４，２３０万円で、差し引き１６５万円の当期純利益となりました。 
資本的収支では、２億５，２８２万円の不足が生じましたので、補てん財源で措置をさせて

いただいております。 
以下の４６３ページからは、職員体制および建設工事概要等が載せてございますので、後ほ

どご覧いただきたいと存じます。 
以上が、水道事業会計決算の概要となっております。 
なお、平成１９年度の決算概要および主要施策成果報告書を別冊にて配布させていただいて

おりますが、この中に１９年度中の一般会計、特別会計および水道事業会計の主要な施策の事

業概要も記載されておりますので、併せて決算の参考にしていただきたいと思います。 
以上、雑ぱくな説明でありますが、よろしくご審議の上、ご認定いただけますようお願い申

し上げまして、平成１９年度におきます笛吹市の全会計の決算の補足説明とさせていただきま

す。 
○議長（中村善次君） 

暫時休憩いたします。 
再開を３時２０分といたします。 

休憩  午後 ３時１２分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ３時２５分 
○議長（中村善次君） 

再開します。 
日程第５ 代表監査委員より決算監査の結果につきまして、意見・報告を求めます。 

代表監査委員、飯田三郎君。 
○代表監査委員（飯田三郎君） 

平成１９年度一般会計ほか特別会計等決算審査の意見書の概要につきまして、ご報告申し上

げたいと思います。 

しばらく、よろしくお願いしたいと思います。 

地方自治法第２３３条第２項および同法第２４１条第５項の規定により、審査に付された平

成１９年度笛吹市一般会計および特別会計歳入歳出決算ならびに基金運用状況の審査結果につ

いては、お手元の審査意見書のとおりでございます。 

概要につきましてご報告申し上げます。 
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決算審査意見書の１ページをご覧いただきたいと思います。 

平成１９年度笛吹市一般会計および国民健康保険特別会計ほか１６特別会計について、歳入

歳出決算書・各会計歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書、それから財産に関す

る調書、基金運用状況に関する調書を対象に、平成２０年７月１５日から７月３１日まで、３名

の監査委員により審査を行いました。 

審査の方法につきましては、各会計歳入歳出決算、その他政令で定められた書類について、

関係諸帳簿、証書類と照合し、計数の正確性、予算の執行状況の適否等について審査いたしま

した。 

審査に付された決算および各調書は、それぞれ関係法令の規定に適合し、計数は正確であり、

予算執行についても適正でありました。 

以下、会計ごとに意見を述べさせていただきたいと思います。 

まず、一般会計の審査意見でございます。 

３９ページをご覧いただきたいと思います。 

平成１９年度一般会計の決算状況は、歳入総額２８７億２,３４０万円、歳出総額２７７億２,

２３４万円で、形式的収支は１０億１０５万円となっております。翌年度へ繰り越すべき繰越

事業費充当財源１億８,２２２万円を差し引いた実質収支額は、８億１,８８３万円となってい

ます。 

歳入については、前年度より８億４,２２３万円の増であり、歳出につきましては、前年度よ

り９億４,６４８万円の増となっています。 

平成１８年度決算審査の折に指摘・要望した事項である、税および料金の収納率の向上につ

いては、各課の滞納対策など、滞納額の縮減に向けました真剣な努力が認められております。

しかし、依然として数字的には厳しい状況にあり、なお一層の努力をお願いしたいと思うわけ

でございます。 

平成１９年度の事業成果報告につきましては、職員の皆さん方の努力によりまして、さまざ

まな成果を上げることができ、それぞれ事業を確認いたしました。特に第一次笛吹市総合計画

「ふえふき協奏曲第１番」が策定されましたことは、大きな成果だと思っております。財政状

況が厳しい状況の中で、今後の計画の実現に向けた取り組みと、年度目標値の検証を行いなが

ら着実な進展を期待するところであります。 

今後も、さまざまな市民の方たちの要望に応えるべく、限られた財源の中で行政サービスの

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

の未収入額が多額になっていることから、負担の公平の原則に立ち、貴重な財源確保のため、

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

適切かつ厳正な取り扱いに努めていただきたいと思います。 

平成１９年６月に公布されました「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の施行によ

り、本年度から健全化判断比率等の審査も実施いたしました。これも異常のない数値が報告さ

れております。今後も健全な財政運営をお願いしたいと思います。 

また、各種事業の執行にあたっては、市民の目線に立ち、施策の必要性、優先順位を厳しく

選択し、不要不急の事業が優先することのないよう、限られた財源を効率的、効果的に活用す

るよう、行財政改革を推進することを求めます。 

また、判断比率や財務諸表が市民にとって分かりやすい方法を検討し、多くの市民の方に理
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解していただく努力をしていただきたいと思います。 

なお、審査の過程で、これからの幾つかの課題として検討を要することが見受けられました

ので、将来に備えるために、次の事項について取り組みをお願いしたいと思います。 

まず、第１に、事業評価の促進についてであります。 

本市を取り巻く財政環境が一段と厳しさを増していく状況を踏まえ、各種事業の効果を検証

することは急務であります。事業の目標を明確にし、成果の検証を行い、事業の必要性や予算

が有効に使われたか検証するため、事業評価の早急な促進と事務事業の改革に努めていただき

たいと思います。 

２番目といたしまして、工事変更契約の縮減について。 

工事変更契約の件数が、多く見受けられました。規則に基づき変更契約はしなければなりま

せんが、当初の設計段階での調査や協議を十分行い、安易な変更にならないよう変更契約の縮

減に努めていただきたいと思うわけでございます。 

３番目といたしまして、市税および料金等の徴収率の向上について。 

平成１９年度末の市税および料金の収入未済額が２４億９千万円に達しております。 

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

ますその重要性は大きくなってきているものであります。担当課の努力は認められますが、な

お一層の徴収努力と効果的な徴収方法を検討していただきたいと思います。 

料金につきましては、料金の趣旨を十分説明し、効率的、効果的な徴収に努めるとともに、

滞納処分についても積極的な方法を検討していただきたいと思います。 

また、一般会計において、不納欠損額が１億９千万円になっております。不納欠損処分につ

きましては、法的に定められていることではありますけれども、納税意欲を低下させることも

危惧されます。十分調査し適正な処理と不納欠損処分に至る前段階で、その不納欠損処分に至

らないような努力をお願いするものであります。 

４番目といたしまして、随意契約でございます。 

随意契約は１９年度も多かったわけでございますが、削減について当局の努力は認められる

わけですが、ことに１社と契約する特命随意契約が多く見られました。随意契約は、あくまで

も一般競争入札の原則に対する特例であることを念頭に置きまして、安易に業者を選定するこ

とがないよう、計画的な事務処理と契約理由が明確、かつ法に沿った適正であるかの検証をお

願いして、縮減の方向に努めていただきたいと思います。 

５番目といたしまして、情報管理対策について。 

情報の漏えいや、パソコンのウイルス感染などの情報管理対策が現実の問題となっておりま

す。今後も情報管理について想定される事故防止のための、機器および担当職員等の人的管理

についても、 善の対策をお願いしたいと思うわけでございます。 

６番目といたしまして、指定管理者制度の検証について。 

指定管理者制度につきましては、ご存じのとおり行政改革の一環として導入されていますが、

市民サービスの向上、経費の削減や目的に沿って業務が行われているかどうか。また指定管理

料の算定について、妥当であるか詳細に検討し、市民にとってこの制度が利益となるよう検証

をお願いしたいと思うわけでございます。 

次に、７番目といたしまして、総合計画の実現に向けた取り組みについてでございます。 

笛吹市第一次総合計画が策定されました。将来像の実現に向け、ますます厳しい財政状況が
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推測されます。長期的展望に立った的確な財政予測と、市民と一体となり、職員一人ひとりが

英知を出し合い、将来像の実現に向けての取り組みをお願いしたいと思うわけでございます。 

８番目といたしまして、公共施設の耐震化の促進でございます。 

先般、防災訓練が各所で行われたわけですが、大規模地震の発生が予測されております。本

市も東海地震の発生により被害が予測され、地震防災対策強化地域に指定されていますが、公

共施設の耐震化は完了していない状況であり、公共施設の耐震化の早期実施についてご努力を

していただきたいと思うわけでございます。 

９番目といたしまして、公共施設の有効利用についてであります。 

合併前から、あるいは庁舎の整備統合等によりまして、公共施設に空スペースが出ておると

ころがございます。あるいは、賃貸借としての土地の契約関係でも、不要部分が生じているか

もしれません。そういう点につきまして、管理費等経費の削減のために、利用計画等を検討し

ていただきたいと思うわけでございます。 

次に、特別会計についてでございます。 

国民健康保険特別会計についてでございます。 

４５ページをご覧いただきたいと思います。 

国民健康保険税については、歳入決算額８０億７６２万円に対しまして、歳出決算額は７８億

７,３６８万円です。調定額から収入済額を引いた収入未済額は、１０億１,９７９万円となっ

ております。 

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

に、負担の公平性の面からも認められるものではありません。 

今後は、滞納世帯に対し徹底した滞納整理対策を講じられ、収入未済額の縮減に向けた一層

の徴収努力をお願いしたいと思います。 

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

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

険財政調整基金への、必要額の確保を努力していただきたいと思います。 

次に、老人保健特別会計でございます。 

４７ページをご覧いただきたいと思います。 

老人保健特別会計は、歳入歳出とも６２億８,４９８万円でございます。 

平成１９年度の年間医療費は、平成１８年度の決算と比較しまして１億９９８万円の増加と

なっています。引き続き適切な事務処理に努めていただきたいと思います。 

次に、介護保険特別会計の審査意見でございます。 

５０ページをお開きいただきたいと思います。 

介護保険特別会計の歳入決算額４１億１,０２０万円に対し歳出決算額４０億８,９２６万円

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

損額の縮減に努めていただきたいと思います。 

次に、介護サービス特別会計審査意見です。 

５１ページでございます。 

介護予防サービスは、要支援と認定された方が、要介護状態とならないよう利用するもので

あることから、予防プランの評価、見直しを徹底するなど、十分な成果が得られるよう、取り

組みを引き続きお願いしたいと思うわけでございます。 
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次に、公共下水道特別会計の審査意見です。 

５４ページをお開きいただきたいと思います。 

公共下水道特別会計の歳入決算額３８億５６７万円に対し、歳出決算額が３７億４,６４４万

円です。 

歳出の５４.５％の割合を公債費が占める状況であるとともに、一般会計からの多額の繰入金

は、一般会計における財政運営にも大きな影響を及ぼしていることから、下水道計画の遂行に

あたっては、市の財政計画と整合性を持った事業実施が必要だと思います。依存財源がたくさ

んになっておりますので、そのへんはご検討いただきたいと思うわけでございます。 

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

のため、積極的な加入促進とともに使用料金の統一を早急に、ご検討いただきたいと思うわけ

でございます。 

また、下水道受益者負担金および使用料に１億５,３９９万円の収入未済額があります。収入

未済額の縮減を図るための対策を、これも早急に講じていただきたいと思います。 

次に、農業集落排水道特別会計の審査意見です。 

５５ページをご覧いただきたいと思います。 

本会計事業は、芦川地区の集落排水事業であります。歳出は排水処理施設の維持管理、それ

から起債の償還が主なるものでございます。より効率的な施設の維持管理を行いまして、一般

会計からの繰入金等についての削減に、努めていただきたいと思うわけでございます。 

次に、簡易水道特別会計の審査意見です。 

５８ページをご覧いただきたいと思います。 

本年度の営業実績は、給水人口２万３,２４２人で８８.４％の普及率でございます。有収水

量は２７４万立方メートルで、有収率は８３.５％の状況になっております。今後も老朽管の布

設替え等によりまして、有収率の向上をお願いいたしたいと思います。 

また、上水道への移行に向けて、簡易水道統合整備事業への取り組みが図られていますが、

既存施設の使用率等の検討を行い、施設の統合や維持管理費の削減を行うことや、企業債の償

還計画の見直しなど長期的展望に立った業務改革を行うことが必要であると思います。 

なお、水道事業との統合による水道料金の統一化については、住民の方たちへの十分な説明

と理解を得る中で、検討をお願いしたいと思います。 

未収入料金については、公営企業部全体での取り組みを進めるとともに、給水停止措置等、

未収入料金解消への対策の強化に努めていただきたいと思います。 

次に、温泉事業特別会計の審査意見です。 

６０ページをご覧いただきたいと思います。 

温泉事業につきましては、春日居地区の加入者に対して温泉の供給を行っています。歳入額

９,９０８万円に対し、歳出額は８,２５６万円です。なお、温泉使用料の滞納額が３５５万円

あり、公営企業部内で共に協力して、これも滞納整理に努めるとともに、給湯停止の実施や加

入契約の解除等の滞納対応策を検討していただきたいと思うわけでございます。 

続きまして、財産区管理会特別会計の審査意見でございます。 

６７ページをお開きいただきたいと思います。 

笛吹市内に９つある財産区でございます。これは財産区管理会、山の関係でございます。９つ

ある財産区におきましては、それぞれに構成員の高齢化に伴い、森林保護や整備の促進などに
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問題を抱えている状況にあります。森林経営の現状は非常に厳しい状況にありますが、森林資

源は、自然生態系の保護や水源涵養、国土保全など大きな役割を担い、また美しい山の緑は市

民に安らぎを与えるとともに、都市住民には素晴らしい自然の中で、清々しい空気を思う存分

満喫できる機会を提供することができる大きな財産であります。 

森林資源を守るため管理会の関係者の皆さんと協力しながら、貴重な財産を残していくため

にご尽力をお願いしたいわけでございます。 

次に、財産に関する調書の審査意見でございます。 

７４ページをご覧いただきたいと思います。 

基金については、的確な管理が行われています。公金の安全性の確保のため、金融機関の経

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

用については、より一層効率的な運用を図っていただきたいと思うわけでございます。なお、

財産台帳の整備と未使用財産の取り扱いに関する方針を定めていくことが必要ではないかと思

います。 

次に、基金運用状況に関する調書の審査意見です。 

７５ページをご覧いただきたいと思います。 

土地開発基金の基金運用状況については、審査した結果、的確な管理が行われていました。

基金の運用には、今後も引き続き十分な配慮をお願いするとともに、土地開発基金管理運用規

程に基づいた取り扱いをお願いしたいわけでございます。 

続きまして、公営企業法第３０条第２項の規定によりまして、審査に付された平成１９年度

笛吹市水道事業会計決算および証書類、その他政令で定める書類について審査いたしましたの

で、その結果についてご報告申し上げたいと思います。 

水道事業会計は別冊になっております。 

平成１９年度笛吹市水道事業会計決算については、平成２０年７月１６日に審査を行いまし

た。 

審査の方法につきましては、一般会計と基本的に同じであります。 

審査結果につきましては、審査に付された笛吹市水道事業会計決算書および財務諸表は、そ

れぞれ関係法令の規定に適合し、経営成績および当該年度末における財政状態が適正に表示さ

れており、計数は正確であることを認めました。 

審査意見、９ページをご覧いただきたいと思います。 

本年度の営業実績は、給水人口４万７,０１７人で、普及率は９８％となっています。年間有

収水量は、６１７万立方メートルとなり、有収率は７９.２％となっています。水道水の供給確

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

は、現在も１０キロメートル余りの管路に石綿管が使用されています。この問題につきまして

も、漏水あるいは耐震性の問題等々含めまして、早急な改修方をお願いするものであります。 

未収入料金は、引き続き公営企業部全体での取り組みをお願いするところであります。 

工事施工にあたっては、設計の変更による工事契約の変更が多く見受けらました。当初設計

の段階で、これらの設計内容を精査し、一層徹底され、効率的な工事の執行を図ってください。 
地方公共団体の財政の健全化に関する法律の施行に伴い、一般会計、特別会計、公営企業会

計を合わせた、地方公共団体の財政の健全化に関する比率の公表が求められました。今後、琴

川ダムからの受水費の負担、笛吹畑かん用水の利用や、簡易水道との統合事業による施設整備

 ３４ 



への多くの投資が計画され、予定されておりますことから、施設の合理化や委託料の精査など

の企業努力を進められ、より一層の経費の節減に努めていただきたいと思います。 

また、簡易水道との統合による水道事業区域の拡大に併せて、水道料金の統一に向けた料金

改定も行われる見込みであります。住民の方たちへの十分な説明と理解を得る中で検討を進め

るとともに、長期的な財政計画の中で、住民の福祉の向上のため、 少の経費で 大の効果を

上げるように努められ、公営企業として健全な事業経営を遂行されるよう望むものであります。 

以上をもちまして、平成１９年度決算審査の結果についての概要のご報告を申し上げました。 

○議長（中村善次君） 

以上で、監査委員の報告が終わりました。 

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

○議長（中村善次君） 

これより、日程第６ 報告第４号、および日程第７ 報告第５号を議題といたします。 

本件につきましては、議案書にありますとおり、地方自治法施行令に基づく、継続費精算報

告書、ならびに、地方公共団体の健全化に関する法律に基づく、健全化判断比率及び公営企業

の資金不足比率の報告ですので、ご了承願います。 

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

○議長（中村善次君） 

次に、日程第８ 議案第７３号から、日程第５２号 議案第１１７号を一括議題といたします。 

この際、申し上げます。 

ただいま議題となっております議案第７３号から議案第１１７号の全案件とも、審査を所管

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

質疑にとどめたいと思います。 

それでは、これより大綱質疑の発言を許します。 

ありませんか。 

（ な し ） 

以上で、質疑を終結します。 

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

表のとおり、所管の常任委員会に付託いたします。 

以上で、本日の議事はすべて終了しました。 

お諮りします。 

明日、４日から５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。 

したがって、明日４日から５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、８日午前１０時から再開します。 

大変ご苦労さまでした。 

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

散会  午後 ３時５５分 
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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２９名であります。 
定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 
念のため申し上げます。 
地球温暖化防止のため、上着は脱いで結構です。 
本日、傍聴の申請があり、これを許可しましたので報告いたします。 
傍聴人に申し上げます。 
傍聴人は、議事について可否を表明し、または、騒ぎ立てることは禁止されておりますので、

静粛に願います。 
また、携帯電話の電源は切るか、マナーモードに設定をお願いいたします。 
なお、議長の命令に従わないときは、地方自治法第１３０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。 
本日の傍聴、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。 
報告事項を申し上げます。 
荻野農業委員会会長より欠席届が提出され、これを受理しましたので報告いたします。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
○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

力をお願いしたいと思います。 
まず、笛政クラブの代表質問を行います。 
上野稔君。 

○３番議員（上野稔君） 
平成１６年１０月１２日、７万２千人の期待を背負ってスタートした笛吹市も、荻野市長の

下で３年１０カ月が経過し、新しいまちづくりのグランドデザインとなる総合計画「ふえふき

協奏曲第１番」が策定されました。 
これから笛吹市は、市民と行政と議会が協力し合って、将来像である「みんなで奏でる“に

ぎわい・やすらぎ・きらめき”のハーモニー」を実現していくことになります。 
わが笛政クラブも、荻野市政を支えるオーケストラの一員として、ふえふき協奏曲を力強く

奏でてまいります。 
そうした立場の中において、今議会では、私・上野が笛政クラブを代表して質問させていた

だきます。 
先月２４日、中国北京を舞台に繰り広げられた、１７日間の絢爛たるドラマが幕を下ろしま

した。 
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北京オリンピックで、わが国が獲得した金メダルは、競泳、柔道、レスリングおよびソフト

ボールの９個で、歴代 多の冬季オリンピックとアテネオリンピックの１６個には及びません

でしたが、堂々たる成績だったと思います。 
そして、何よりも１９７６年のモントリオールオリンピックのバレーボール女子以来、

３０年ぶりの団体競技での金メダルとなったソフトボール女子の、気持ちのこもったプレイに

は心から感動いたしました。 
一方、５１個の金メダルを獲得した開催国、中国の躍進ぶりには目を見張るものがありまし

た。開会式の演出も見事であり、中国が先進国の仲間入りをする日もそう遠くない、そんな印

象を受けた大会ではなかったかと思います。 
ところが、せっかくの開会式の映像が生中継では放送されなかったり、また、一部の演出が

偽装されたりと、中国政府による報道統制が根強く残っていることが、改めて浮き彫りになり

ました。 
中国製冷凍ギョウザによる食中毒事件もそうでしたが、正しく報道されていたら、中国国内

で食中毒が再発することはなかったのかも知れません。 
情報を公開することの大切さを改めて認識いたしました。 
それにいたしましても、北京オリンピックの感激がさめやらぬ中、福田総理大臣が突如とし

て、去る１日の夜に退陣表明をいたしたことは、「政治の一寸先は闇」とは申せ、あまりにも

予期せざる事態でありました。いずれは新しい総理の下、衆議院の解散・総選挙に至るであろ

うと、多くの皆さまの予想するところであります。 
われわれ市議会も第２期笛吹市づくりの選挙を控えており、日々さらなる重圧に心身ともに

引き締まる思いの中で質問をさせていただきます。 
さて、荻野市長は４年前に、情報公開先進都市の実現を選挙公約に掲げて当選いたしました。

情報化を進め情報公開を実現することは、市民の知る権利を保障し、公正で透明な市政の実現

に結びつくだけでなく、市民に対して市の事業に対する理解を求め、市政への参加を促すこと

にもなるため、積極的に進めてもらいたいと考えております。 
また、近年、情報通信技術の飛躍的な進歩に伴って、パソコンや携帯電話を使った高速かつ

大容量の情報提供が可能になり、情報公開を行いやすい環境が整いました。 
こうしたことから、行政においても、これまでの広報紙や回覧板を使った広報から、インター

ネットやケーブルテレビを使った広報に重きを置くようになり、行政の情報化が急激に加速し

ております。 
そこで、行政情報化の推進に向けた本市の４年間の取り組みについて伺います。 
次に、情報化の進捗状況について伺います。 
本市の情報化は、他市と比べて進んでいるのでしょうか、全国におけるランク付けがござい

ましたら教えてください。 
なお、行政情報化が進んでも、行政が自らの体質を改めなければ公正で透明な市政は実現し

ません。例えば、市役所にどういった文書があるのかが分からなければ、市民は情報を請求す

ることすらできません。 
そこで、市民が情報を入手しやすいように市役所自らが、その保有するすべての情報の一覧

を作成し公表していく、公正で透明な市政実現のためには、そんな気づかいが必要ではないか

と考えます。 
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そこで、情報公開の推進に向けて、本市ではどのように取り組みをしてきたか伺います。 
また、笛吹市情報公開条例の各条項は遵守され、正しく運用されているかを伺います。 
次に、総務省は、２００８年版情報通信白書の中で、情報通信技術の活用による地域活性化

の状況について分析し、国内総生産の伸びにパソコンや携帯電話、インターネットといった情

報通信技術が果たす役割は大きく、将来的に一層拡大すると予測しております。 
実際に情報通信技術の活用度が低い自治体の農家１戸当たりの生産農業所得は、情報通信技

術の活用度が高い自治体と比べ、３％低いというデータもあり、インターネットを使った販売

が好影響を与えたものと推測されます。 
また、企業においては、売上に大きく影響することから、インターネットによる情報発信や

ブランド戦略には、特に力を入れています。 
自治体においても情報を効果的に発信したり、ブランドを定着していくことは、地場産業を

振興し、地方税収入の増加に結びつくことから、もっと力を入れてよい分野ではないかと考え

ております。 
笛吹市は、日本一の桃とブドウ産地であり、石和温泉、飯田蛇笏、甲斐国分寺跡、銚子塚古

墳、兜造りの古民家、柿、ワイン、日本スズラン群生地など、たくさんの地域資源を持ってお

ります。こうした資源を市の強みとして伸ばしていくことが重要です。 
現在、笛吹市では、「桃・ぶどう日本一」と「温泉の郷」笛吹市や「甲斐国千年の都」といっ

た、インパクトのあるキャッチフレーズを使ったＰＲ活動を展開していますが、合併後間もな

いこともあり、笛吹市の全国知名度はことのほか低いのが現状です。 
荻野市長は行政報告の中で、６月に横内知事と共に国際観光物産トップセールスに参加し、

また、７月には笛吹市香港観光物産販売促進キャンペーンを実施して、笛吹市の桃、ブドウと

ワインと温泉のＰＲを行ったと述べておられました。 
トップセールスと効果的なＰＲ活動を実施し、農産物の販路拡大と消費拡大、およびブラン

ド化の促進、ならびに観光客の誘客を積極的に進めていってもらいたいと思います。 
そこで、質問いたします。 
笛吹市を全国にＰＲするために、これまでにどのような取り組みを行ってきましたか。 
次に、笛吹ブランドの確立に向けて、どのような取り組みを行ってきましたか。 
また、ブランドを確立していく際には、場当たり的な計略を実行していくだけでは、期待し

た効果は得られず、宣伝コストがかさむことになりかねないため、総合的、長期的な計略に基

づいたブランド展開が必要だと考えます。 
今、消費者は何を望んでいるのか、これからの観光に何が必要か、時代とともに変化するニー

ズを的確につかみターゲットを絞り込むなど、戦略的に取り組んでいくことが重要だと考えて

いますが、いかがですか。 
近年では、中国製ギョウザの毒物混入事件など食の安全に対する国民の関心が高まり、国産

品に回帰しつつある消費者をターゲットに、売り込みを強化することも一つの方策かと思いま

す。 
次に、保育所の指定管理について荻野市長より行政報告がございましたが、指定管理者制度

の導入によって、保育所はどう変わったのかを質問いたします。 
指定管理者制度は、公共施設の管理運営を民間に任せるものであり、民間のノウハウを活用

することにより、サービス向上や経費削減、地域活性化の効果が期待される制度です。 
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笛吹市では、あらゆる公共施設の公的関与のあり方を検討し、その効果が得られると判断し

た２９施設について、平成１８年度に指定管理者制度を導入いたしました。ただし、石和第三

保育所と第四保育所につきましては、保護者の理解が得られずに導入を平成１９年度に、１年

遅らせた経緯がございます。 
その原因の１つとして、保育所を民間に任せたら、サービスが低下するのではといった不安

が保護者にあったためだと聞いております。 
さて、昨年４月に石和第三保育所に指定管理者制度を導入し、社会福祉法人宮前保育園によ

る保育運営が始まって１年が経過いたしましたが、この間に保育サービスは向上いたしました

か。また、石和第三保育所への運営経費は導入前後ではどうなりましたか。また、これまでの

公設公営と比べて何がどう変わったのですか。そして、指定管理者制度に対し、石和第三保育

所の保護者はどのような評価をしておりますか、を伺います。 
次に、本市の窓口手続きについて質問いたします。 
合併後４年が経過し、大胆な定員削減や組織機構改革に努め、合併によるスケールメリット

を生かした行政経営が展開されていると感じておりますが、こうした徹底した経費削減の一方

で、市民の利便性を高める取り組みも行われてきました。本庁に日曜窓口を開設したり、各図

書館に証明書自動交付機を設置し、休日でも利用できるサービスを開始しました。 
ただし、こうした便利なサービスについては、実施していること自体を知らない市民も多く、

周知に向けた取り組みが必要だと感じております。 
さて、笛吹市では合併後、窓口サービスは向上していますか。また、本庁において日曜窓口

を実施していますが、利用状況はいかがですか。 
次に、住民基本台帳カードの定着状況はいかがですか。また、石和図書館と御坂図書館、一

宮図書館、春日居図書館に設置してある証明書自動交付機の土曜・日曜・休日の利用状況はい

かがですか。なお、同様のサービスを行っている自治体もあると思いますが、笛吹市の窓口サー

ビスは県内の他市と比べて充実しているほうですか、をお尋ねします。 
さて、中国やインドなどの振興国の経済発展に伴って原油の需要が拡大しており、こうした

需要に対して産油国の生産が間に合わないため、原油価格が高騰しております。さらに投資家

が将来の価格上昇を見込んで、原油の現物や先物商品を投機的に買い占めたため、価格高騰に

一層拍車がかかることとなりました。 
原油価格の高騰は、燃料や農業用資材価格に影響し農業生産コストに上乗せされ、農家の安

定した経営を妨げる要因となっております。このため施設園芸農家は、加温装置の暖房効率向

上、ビニールのすき間からの放熱防止、ビニールの二重張り、生育段階に併せた適正な温度管

理などの対策を実施し、原油価格の高騰に対処してまいりました。ところが、加温装置の燃料

となるＡ重油の価格が、平成１６年から平成２０年度の４年間で約２倍となり、施設栽培を続

けていくことが困難な状況になってきました。 
そこで、施設栽培農家に対する国・県の救援策は何かありますか。施設栽培農家に対して市

は救援策を講じる考えはあるのですか。 
以上、情報公開、笛吹ブランド、保育所指定管理、窓口サービス、原油価格高騰対策の５項

目について、笛政クラブを代表して質問させていただきました。 
○議長（中村善次君） 

当局の答弁を求めます。 
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市長、荻野正直君。 
○市長（荻野正直君） 

笛政クラブ、上野稔議員の代表質問にお答えさせていただきます。 
まず、情報公開先進都市は実現したか、のご質問のうち、行政情報化の推進に向けた４年間

の取り組みは、についてお答えいたします。 

ご案内のとおり、行政情報化の推進は、行政改革実施のための重要な手段であり、行政分野

への情報通信技術「ＩＣＴ」の活用と、これに併せた業務プロセスや制度の見直しを積極的に

推進していくことにより、市民サービスのさらなる向上や効率的な行政を実現していくことが

できます。 

まさに、情報公開先進都市を目指す笛吹市にとって、電子自治体の構築を含めた行政情報化

の推進は重要な施策の一つであります。 

昨年６月１日に運用開始した住基カードを使用した証明書自動交付機の導入がその一例であ

ります。 

これは、甲州市と共同で運用しているものでありますが、住基カードを利用した複数の自治

体にまたがる広域交付は、県内では初、全国では３番目の稼働でした。 

自動交付機を本庁舎のほか、石和図書館や一宮図書館、御坂図書館など市内７カ所に設置す

ることにより、開庁や開館していれば、曜日に関係なく住民票の写しや印鑑証明を１００円で

取ることができるようになり、より一層の住民サービスの向上が図られました。 

また、笛吹市が誕生したころから、自治体のホームページでの情報提供が重要視され始めて

おり、本市でもホームページでの行政情報提供につきまして、積極的に取り組んでいるところ

であります。そのための組織として、ホームページ検討会議を設置し、日々改善に努めており

ます。 

市民向けの情報はもちろんのこと、観光情報など市外の方々も含め、欲しい情報や必要な情

報を分かりやすく適切にホームページ上で提供いたしております。 

また、行政情報の提供だけでなく、外部からの情報を受ける電子申請も可能で、その一例と

いたしまして、市職員採用試験の申し込みや、ふるさと納税の申請がホームページ上から行え

ます。 

なお、安全で安心できる情報の授受を行うためには、特にセキュリティ対策が重要でありま

す。 

市では、私を委員長とする情報セキュリティ委員会を設置し、各課長をセキュリティ責任者

に、「機密性」「完全性」「可用性」の３つの視点から、セキュリティポリシーに基づいた運用を

行うとともに、電子化された個人情報を十二分の注意を払って取り扱っております。 

情報通信技術の長所を生かした、時間や場所などに関係なく行政情報の授受が行える、行政

情報化を積極的に進めているところであります。 

次に、本市の情報化は他市と比べて進んでいるのか。また全国ランキングについては、のご

質問でございます。 

笛吹市の情報化ということですと、先に説明させていただきました行政の情報化に加えて、

地域の情報化があります。 

地域の情報化につきましては、インターネットの高速通信環境の整備状況や地上デジタル放

送対応、携帯電話の不感地帯等の存在が比較対象としてよく挙げられます。 
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インターネットの通信環境は、芦川町を除いた地域で快適にインターネットができる環境に

なっています。 

また、県内放送の地上デジタル化につきましては、境川町坊ヶ峯にＮＨＫをはじめとする放

送事業者が送信所を設置し、デジタル放送対応を完了しておりますので、直接電波を受信でき

ない芦川町を除き、市内ほとんどの地域でデジタル放送を受信することが可能となっておりま

す。 

また、東京からの放送につきましては、ＣＡＴＶ事業者のデジタル化整備により、ＣＡＴＶ

加入者につきましては１つの放送局を除き受信可能となっております。 

以上の状況から、笛吹市の情報化は、他市に比べて一部の条件不利地域を除き進んでいると

判断できます。 

なお、全国ランキングにつきましては、情報通信技術を使った自治体の情報化を総合的に評

価した、全国ランキングが発表されております。 

民間調査機関が、全国１，４８１の自治体の情報化への取り組みを比較し発表したものです

が、雑誌「日経ＢＰガバメントテクノロジー e 都市ランキング２００８」において、笛吹市

は、県内では第１位、全国では２３０位という評価をいただいております。 

なお、昨年は、県内では３位、全国では２６２位でありました。 

ちなみに、今年の県内２位は富士吉田市で全国２４９位、３位は富士河口湖町で２５１位で

した。 

調査内容は、ホームページでのごみの収集方や公共工事の発注や入札の結果等の情報提供、

各種申請書のダウンロードサービスや図書館の蔵書検索等のサービス提供、自動交付機を使っ

た住民票の写しや印鑑証明書の広域自動交付サービス等の充実、ウィルス対策などセキュリ

ティ対策の実行等を比較し評価したものであります。 

笛吹市の情報化が、総合的に評価された結果だと理解するところでありますが、この評価に

甘んずることなく、さらに行政情報化を推し進め、情報公開先進都市を維持してまいりたいと

考えております。 

次に、情報公開の推進に向けてどのような取り組みをしてきたかであります。 

地方分権の進展による地方自治体の代表的変革として、住民との協働型行政「パートナーシッ

プ型行政」の到来であります。 

この市民と行政の協働を進めるために、市政に関しての情報を市民に開示し、市民が自らの

判断により、市政に参加していただけるように情報公開を推進してまいりました。 

笛吹市情報公開条例に基づく情報公開をはじめ、市のホームページに「公開情報」メニュー

を設け、施政方針や各種行政計画書、財政状況、入札情報、市長交際費などのほか、庁議や審

議会の議事概要などを掲載し、積極的な情報公開を行っております。 

また、市政クイックアンサー制度による「市長への手紙」や、市民と市長が市政について直

接意見を交換する「市民ミーティング」を開催し、市民の皆さんからの質問や意見にお答えす

るとともに、手紙や対話を通じて、お互いの考え方や行政情報の共有に努め、市民に開かれた

行政の実現と協働のまちづくりを推進してまいりました。 

今後もホームページやＣＡＴＶ等の活用を進めながら、さらに情報公開の徹底に努めてまい

りたいと考えております。 

次に、笛吹市情報公開条例の各条項は遵守され、正しく運用されているか、についてであり
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ます。 

笛吹市情報公開条例は、市政に関し市民への説明責任を全うし、もって市民の的確な理解と

批判の下に公正で透明な市政の推進に資することを目的としております。 

合併後の情報公開請求でありますが、平成１７年度が９件、平成１８年度が１５件、平成

１９年度が７件、合計３１件となっております。 

開示決定の内訳は、全部開示９件、部分開示１７件、非開示５件で、このうち２件は、不服

申立があり、情報公開審査会に諮問をさせていただきました。 

条例は、第１章から第５章まで合計３０条から構成されており、総則、公文書の開示、不服

申立、情報公開審査会等に関して規定していますが、開示請求に対する開示の決定等に際し、

各条文を正確に解釈し、適正に運用させていただいております。 

続きまして、笛吹ブランド確立に向けた取り組みは、のご質問にお答えいたします。 

まず、笛吹市を全国にＰＲするためにどのような取り組みをしてきたか、についてでありま

す。 

山梨県を訪れる観光客３６８万人については、首都圏が７５％、中京地域がそれに続いてお

り、現在はこの地域を中心にＰＲを展開しております。 

昨年１０月には、名古屋まつりに出展し、甲冑武者が笛吹市をＰＲ、果実の試食販売も行い

ました。 

１１月には、名古屋市役所訪問のほか、観光旅行業者への市長トップセールスを展開いたし

ました。 

首都圏においては、昨年の４月と１１月同様に今年の７月に市長トップセールスを行い、来

春にむけての観光情報を提供してきたところであります。 

これ以外にも、春には池袋サンシャインシティやＪＲ立川・八王子駅など、集客力の高い場

所において桃の枝配りキャンペーンや、そのほか道の駅、高速道路のサービスエリアにおいて

も観光キャンペーン活動を展開してまいりました。 

また、雑誌・新聞を利用しての情報提供や、首都圏を中心としたテレビやラジオのＣＭも効

果的に実施いたしております。 

さらに、アクセス・気候・自然景観のメリットを生かした映画やテレビのロケ地を提供して

いる「富士の国やまなしフィルム・コミッション」にも積極的に協力する中で、今年度は本市

に対し１７件の問い合わせがあり、そのうち３件のロケ地を提供するなど、笛吹市を全国に紹

介できるよう努めてまいりました。 

さらには、現在社会において欠かすことのできない情報提供手段の一つとして、インターネッ

トについても市のホームページに 新の情報を掲載し、全国に発信したところ、春の花情報に

は１２万５千件ものアクセスがありました。 

また、桃の花まつり「川中島合戦戦国絵巻」においても、インターネットによる参加者募集

を行った結果、全国より多数の応募があり、予定より早く募集定員を上回ったところでもあり

ます。 

夏の石和温泉花火大会では、市役所屋上のライブカメラにより、花火大会をリアルタイムで

発信し５８３件のアクセスがありました。 

今後につきましても、 も有効で費用対効果の高いＰＲ方法で「桃・ぶどう日本一と温泉の

郷」「甲斐国千年の都」笛吹市を全国にＰＲしてまいります。 
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次に、笛吹ブランド確立に向けた取り組みは、についてでございます。 

日本一の収穫量を誇る桃とぶどうに象徴されるように、笛吹市は名実ともに全国屈指の果実

の郷であります。その根幹をなす農産物のブランド確立に向けて、２つの大きな柱を掲げ取り

組んでまいりました。 

その１つが、産地の維持・育成と農産物の高位平準化であります。 

産地の維持・育成の対策としまして、優良品種の導入や遊休農地の解消・農地の流動化や担

い手対策、援農支援システムの構築など、必要な対策を行ってまいりました。 

農産物の高位平準化につきましては、光センサー導入による品質・規格の統一化や、出荷箱

など資材の統一化などを行い市場の評価を高めてまいりました。 

もう１つの柱として、この産地をＰＲし、消費者の皆さまに認知していただくことが重要だ

と考えております。 

平成１７年１０月に「桃・ぶどう日本一の郷」を全国に宣言し、以来さまざまなメデイアを

利用した情報戦略や、観光業者などと連携した観光戦略と合わせ、首都圏、中京圏を中心とし

たキャンペーンを展開してまいりました。 

また、昨年からは台湾、香港など海外にも目を向け、笛吹市の農産物の良さを積極的にＰＲ

するなど、国内外に向けて笛吹ブランドの確立と定着にむけた取り組みを行っております。 

次に、戦略的なブランド展開ができないか、についてのご質問でございます。 

笛吹ブランドの確立と定着につきましては、全国に誇る果樹王国や豊富な温泉資源などと合

わせ、歴史や文化、恵まれた景観などの地域資産を 大限活用した一体的なＰＲが必要だと考

えております。 

ご承知のとおり笛吹市は文化財の宝庫でもあります。遺跡・史跡とその出土品をはじめ、建

造物・仏像・絵画、さらに天然記念物など国の重要文化財１２件、県指定文化財６３件、市指

定文化財１３９件を数えます。 

中でも重要文化財の釈迦堂遺跡出土品は５,５９９点と、質・量ともに縄文文化を代表するも

のであります。 

これらは、優れた文化財であると同時に、笛吹ブランドとして全国に向けて笛吹市をＰＲし

ていく貴重な地域資産でもあります。 

市内に数多く存在する重要な文化財を、長期的な視野に立って保存するとともに、「甲斐国千

年の都」を形付ける魅力的な観光資源として、イベントなどを通じて市の内外へ積極的に情報

発信してまいりたいと思います。 

こうした歴史的資産、優れた自然景観や温泉、日本一の桃・ぶどうをはじめとする果実など、

笛吹市が持つ多様な地域資源を 大限有効に活用し、笛吹市の知名度をさらにアップするため、

関係部署が連携し積極的な取り組みを進めてまいります。 

広く市内外に情報を発信し戦略的にＰＲを展開する中で、新市としてのスケールメリットを

活かした笛吹ブランドの確立を図るとともに、総合的な「笛吹市」としての市場評価を高めて

まいりたいと考えております。 

次に、指定管理者制度の導入により保育所はどう変わったかのご質問にお答えいたします。 

保育所への指定管理につきましては、昨年４月に石和第三保育所に導入を行い、社会福祉法

人「宮前保育園」による保育運営が実施され、１年半を経過しようとしています。 
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はじめに、保育サービスは向上したか、についてでありますが、指定管理制度導入にあたり

ましては、保護者の要望も伺う中で、導入早々から一時保育を実施したのをはじめ、完全給食

の実施や手作りおやつの提供など、宮前保育園の特色を生かした保育サービスの向上が図られ

ております。 

次に、運営経費は導入の前後でどうなったかについてでありますが、まず保育所の指定管理

料は、民間保育園に支払う運営費と同様、月毎の児童数に応じた額となっております。 

導入前の平成１８年度決算額と、導入後の平成１９年度指定管理料では、入所児童数が大き

く増えているため、金額だけで比較することは困難でありますが、例えば、１８年度の決算額

を基準として、平成１９年度に市直営で保育運営を実施したと仮定した場合、約２００万円の

削減が図られたことになります。 

次に、これまでの公設公営と比べて何が変わったかについてであります。 

新たな保育サービスの取り組みや連絡帳・園だよりなどの充実が図られ、保護者と園とが直

接関わる機会が増えたことにより、保育所全体に活気が感じられ、入所児童数も導入前は８２人

でしたが、導入後は１０３人という状況であります。 

次に、保護者の評価はどうかについてであります。 

宮前保育園では、保育サービスに関する満足度調査を年２回実施しており、その調査結果か

らもサービス・保育内容ともに良い評価を保護者からいただいております。 

民間の力を発揮する中で、特に完全給食の実施による食育や薬の投与など、保護者からの高

い評価を得ながら運営されております。 

保育所の指定管理につきましては初の導入でありましたが、 近では、指定管理者制度の導

入を目指す県内外の自治体が、視察に訪れているところでもあります。 

続きまして、窓口手続きは便利になったかのご質問であります｡ 

はじめに、合併後、窓口サービスは向上しているかについてでありますが、合併後の窓口サー

ビスについては、市民第一主義の考え方のもと、市民に対する接遇の改善と、より良いサービ

スの提供に取り組んでまいりました。 

接遇の面では、来庁者が気軽に訪れ気分良く帰ることができるよう、あいさつやことば使い

の改善に努めるとともに、窓口で待っていただいているお客さまには椅子に座っていただき、

職員がカウンターから出ていって対応するようにしております。さらに、いわゆる「たらいま

わし」を避けるために、お問い合わせを受けた職員が、可能な限り 後まで対応することにも

心がけているところであります。 

また、住民票、戸籍、税務等の証明、届出等につきましても、本庁、支所のどの庁舎でも対

応することが可能となり、さらに住基カードを利用した自動交付機の設置により、年末年始を

除き、市内の庁舎または図書館のいずれかの施設において、土・日・休日を問わず住民票、印

鑑証明を取得することが可能になっております。 

次に、日曜窓口の利用状況についてであります。 

日曜窓口については、市民の利便性の向上を図るため、平成１９年４月から川中島合戦絵巻

が行われる日曜日と年末年始を除き、毎週日曜日に行ってまいりました。 

平成１９年度の開庁日数５１日間、利用件数は年間を通して２,０３４件、１日平均４０件の

利用となっています。税収の収納額は５７０万９千円で、１日平均１１万２千円の収納実績と

なりました。 
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また、平成２０年度でありますが、７月末現在で、開庁日数１６日間、利用件数は７５２件

で、１日平均４７件となっています。収納額４４４万２千円で、１日平均２７万７千円の収納

実績となっております。 

前年度と比較しまして、平均利用件数で約２割、収納額は２.５倍と、いずれも増加しており

ます。今後もしっかり検証しながら必要な改善に努めるとともに、市民の皆さまへの周知も徹

底していきたいと考えております。 

次に、住基カードの定着状況についてでありますが、平成１９年度末までに２,４７４件を交

付し、人口に対する交付率は３.５％でありました。山梨県の交付枚数の伸び率は前年対比

１５５.７％で、全国で も高い率となり、その中でも本市の交付率は前年対比１,６５５％と、

県下の中でも も高い伸びを示したところであります。また、平成２０年８月末現在での総交

付枚数は３,６５９件で、交付率は５.１％となっております。 

しかしながら、まだまだ全ての市民の皆さまに、住基カードや証明書自動交付機について周

知されている状況ではありません。そのため、総合計画にも平成２４年度末までに全市民の

１０％の方の取得を交付目標に掲げ、窓口における勧誘をはじめ、広報や全戸回覧、市のホー

ムページなどによる周知活動や、交付手数料の無料化を継続させていただきますとともに、今

月から毎月第一日曜日におきましては、本人確認ができる写真付きの身分証明書をお持ちの方

には、即日で住基カードを交付するサービスを始めさせていただきました。 

市民の皆さま方には、住基カードを少しでも取得しやすい環境をつくりたいと考えておりま

す。今後とも多くの市民の皆さま方にご利用いただけますよう、交付手数料の無料化や住民票

などの証明書が自動交付機から１００円で取得できることなど、広報活動を通して、さらに周

知を図ってまいりますので、議員各位におかれましても市民の皆さまに、ぜひご理解とご協力

をお願い申し上げます。 

次に、図書館での土曜・日曜・休日の証明書自動交付機の利用状況はについてであります。 

市では、多くの市民の皆さまに利用していただくため、本庁・支所３カ所のほか市内４カ所

の図書館に証明書自動交付機を設置し、年末年始と休館日を除く土曜日・日曜日・祝祭日でも

証明書が取れるよう環境整備いたしております。 

その結果、昨年６月１日以降、年度末までに交付された件数は１,８１９件で、窓口で交付し

た住民票と印鑑証明書の総交付件数の約３％となり、そのうち図書館での交付件数は３６５件

でありました。また、土曜・日曜・祝祭日の交付件数は、合計で７３件となりました。 

本年４月以降は、自動交付機の利用者が増加傾向にあり、窓口交付に対する交付率は月平均

で約１２％の利用をいただき、利用された市民の方々からは、大変喜ばれているところであり

ます。 

また、さらなるサービス向上に向け本年４月１日から、本庁と支所の自動交付機の利用時間

につきまして３０分延長し、少しでも利用しやすい環境の整備に努めているところであります。 

市民の皆さま方の利便性を図るために導入した事業でございますので、今後も引き続き広報

等を通じ、自動交付機の利便性につきまして周知を図ってまいりますので、議員各位にも引き

続きご協力とご理解をお願い申し上げます。 

次に、原油価格高騰に苦慮するハウス栽培農家への救援策についてお答えいたします。 

昨年末より続く原油価格の異常な高騰は、果樹の施設園芸農家にとっては深刻な打撃を与え

ていると憂慮いたしております。 
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昨年も緊急対策として、県の「やまなしリーディング農業確立支援事業」と歩調を合わせる

中、平成１９年度笛吹市農業施設生産活動維持緊急対策事業として、園芸施設の省エネルギー

対策の助成を行ってきました。 

ご質問の施設栽培農家に対する国・県の支援策ですが、国においては６月２６日の「原油等

価格高騰に関する緊急対策関係閣僚会議」において、ハウスの多層化、省エネ効果の高い機械・

設備の導入支援などの対策が強化されることとなりました。県でも、これを受け、現在ハウス

農家等への支援策を検討していると伺っております。 

次に、市の支援策でありますが、特に影響の大きいハウス園芸農家の支援策としまして、平

成２０年度笛吹市農業施設生産活動維持緊急対策事業として、省エネ効果の高い事業の支援を

行うこととし、これに関する予算を今議会に提出したところでございます。 

今後とも、県に昨年同様の支援を強く要望するとともに、原油等の価格動向や、その影響を

引き続き注視し、状況変化に応じ適切かつ機動的な対応を図っていきたいと考えております。

以上、答弁とさせていただきます。 
○議長（中村善次君） 

再質問を許します。 
上野稔君。 

○３番議員（上野稔君） 
荻野市長より、わが笛政クラブの代表質問に対し丁重な答弁をいただきました。ありがとう

ございます。 
答弁につきまして、４点ほど再質問させていただきます。 
はじめに、市のＰＲと笛吹ブランドづくりについてですが、テレビやＣＭ、フィルム・コミッ

ションなど、笛吹市をＰＲするため、さまざまな活動を行っているとの答弁をいただきました。

そのほかにも、笛吹市内の小中学生や高校生のほか、スポーツ少年団や体育協会などの団体が

全国や関東大会で活躍していますが、こうした活躍を市のＰＲに生かすことも一つの方法だと

思いますが、いかがですか。 
次に、保育所の指定管理についてお伺いいたします。 
荻野市長より、保育所の完全給食や手作りおやつの提供など、指定管理者制度を導入した石

和第三保育所の充実した保育運営について答弁をいただきました。 
保護者の評価は高く、保育サービスのあり方、あるいは行政サービス全般について、民間活

力の導入を検討する必要があると感じました。 
私自身も、ほかの保育所に通う保護者からも、指定管理者の導入を望む声を聞くことがござ

います。 
そこで、質問ですが、笛吹市では石和第三保育所のほかに指定管理者制度を導入する計画が

ありますか。 
次に、窓口サービスについてであります。 
日曜窓口と証明書自動交付機の利用状況について答弁をいただきました。 
証明書自動交付機の利用件数が少なく、せっかくの便利なサービスが市民に還元されていな

い状況だと考えております。 
そこで、質問ですが、利用者が増えない原因は何だと思いますか。また、今後、利用者を増

やしていくためには、どのような課題を解決し、どのような取り組みを行っていく必要がある
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かと考えますが、いかがですか。 
後に、原油価格の高騰対策についてです。 

市長より、平成２０年度笛吹市農業施設生産活動維持緊急対策事業として、特に原油価格高

騰の影響が大きい、ハウス園芸農家に支援策を実施していくとの答弁をいただきました。 
当支援策は、とても充実した内容であり、助成対象となったハウス園芸農家に取りましても、

ありがたい支援ではないかと感じております。 
しかしながら、助成基準を満たさないハウス園芸農家も多く、こうした農家にとっても原油

価格高騰の影響は大きいことから、何らかの支援策が必要と考えております。 
そこで、助成基準を緩和するなど、現在助成対象となっている農家に対する充実した助成金

を、助成対象外の施設栽培農家に振り当てることはできないでしょうか。 
以上、４点につきまして再質問いたします。 

○議長（中村善次君） 
当局の答弁を求めます。 
保坂産業観光部長。 

○産業観光部長（保坂利定君） 
笛政クラブ、上野議員の再質問の２点についてお答えいたします。 
市のＰＲとブランド化につきまして、教育関係の各種大会への参加についてＰＲの充実とい

うことでありますが、小中学校、今夏もたくさんの関東大会等々出場なさったと聞いておりま

すので、その際には、笛吹市の桃・ブドウを相手チームにプレゼント、あるいは、チラシ・パ

ンフレットの配布等を、教育委員会関係と今後協議しながら、笛吹市のブランドのＰＲに努め

てまいりたいと考えております。 
それから、原油価格の関係で、ハウス園芸農家への助成基準の緩和ということでありますが、

現在、笛吹市内のハウス農家の状況を見ますと、平成１８年につきましては２９８戸、それか

ら１９年度に２９１戸、販売金額にしますと、１８年度は１５億８千万円、１９年度が１５億

３千万円ほど、戸数で７戸減少、金額で約５千万円ほどの減額をしております。 
大変な原油高の高騰等を踏まえまして、近年、猛暑あるいは激しい雷雨による原因で、高級

ブドウにバンプ病、あるいは玉割れ等々で、燃料や資材の高騰、あるいは肥料の高騰している

中で、現在、農業関係者には大変苦しい経営状況が続いているということですので、今後、Ｊ

Ａ関係、あるいは農業委員会等々と協議しながら総体的に、ハウス農家の支援も含めまして総

体的に減収、減反による協議をＪＡあるいは農業委員会の関係者と煮詰めていきまして、支援

策を１２月議会のほうで、対応を協議していきたいと考えております。 
以上であります。 

○議長（中村善次君） 
次に、早川教育次長。 

○教育次長（早川哲夫君） 
上野稔議員の再質問にお答えいたします。 
スポーツを媒体としました知名度アップした例としまして、２０数年前のかいじ国体時、例

えば「サッカーのまち○○」とか、「バレーボールのまち○○」といったふうな、市町村のＰ

Ｒは記憶に新しいところでございますが、再質問にございます学校の部活動の関東大会とか、

全国大会による市のＰＲについてでございますが、ご承知のとおり部活動の目的は、自主的・
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自発的な生徒の参加によります、学習意欲の向上ですとか、責任感・連帯感などの醸成でござ

います。そして、その部活動は教師の適切な指導と、それから地域の人々等の協力、連携に支

えられております。 
さて、全国大会等での市のＰＲでございますが、先ほど申し上げましたような目的で行われ

ますので、国体時等々のＰＲ活動とは、おのずから趣旨が違っておりますけれども、生徒、学

校の努力の結果、全国大会、それから関東大会に出場しまして活躍する選手のユニフォームに

掲げられます「笛吹」の文字、またはアナウンスされます「笛吹」の声が、結果的に笛吹市の

知名度アップにつながるのだと、いうふうに考えております。 
ちなみに、この８月１日に両大会に出場する選手全員を市庁舎に呼びまして壮行会を開催し

ました。荻野市長から選手一人ひとりに激励の言葉とともに、競技場で使ってもらえるよう、

市の名前を染め抜きましたタオルを手渡したところでございます。 
せっかくですので、本年出場の状況を報告させていただきます。 
関東大会には、出場選手３２種目１１８名が参加いたしました。全国大会には、石和中の陸

上競技に６名、一宮中の相撲競技に１名、御坂中の陸上競技に１名、女子弓道部４名が出場し

まして、石和中の陸上競技４００メートルリレーでは、山梨県初の７位に入賞、それから御坂

中女子弓道は６位入賞の輝かしい成績を残しました。 
今後も、スポーツはもとより、ほかのあらゆる教育の分野におきまして、笛吹市の名前が高

められるよう、地域と学校それから生徒が連携した力強い取り組みを期待しまして、再質問の

答弁とさせていただきます。 
○議長（中村善次君） 

次に、佐藤福祉事務所長。 
○福祉事務所長（佐藤貞雄君） 

上野議員の再質問、他の保育所への指定管理者制度導入の考えはあるかどうか、そういった

ご質問であります。 
指定管理者制度につきましては、保育サービスの向上、経費の節減等が図られるという、そ

ういった可能性がありますので、各地域の実情とか保育所の入所状況、あと運営状況等を検証

しながら、保護者の皆さん、また地域の皆さんのご意見を十分に伺いながら、他の保育所への

指定管理について、導入を進めていきたいと考えております。 
以上です。 

○議長（中村善次君） 
次に、加藤市民環境部長。 

○市民環境部長（加藤寿一君） 
それでは、上野議員の３点目の、窓口サービスに関しましての再質問の答弁をさせていただ

きます。 
まず、 初に、利用者が増えない原因は何かとのご質問でございますが、先ほど答弁でも申

し上げましたように、昨年の６月１日より証明書自動交付機による自動交付のサービスを開始

いたしました。平成１９年度の実績が、住民票、印鑑証明合わせますと１，８１９件を交付し、

住民票、印鑑登録証明書の全交付枚数の約３％であります。 
なお、本年１月以降でございますが、平成１９年度の住基カード取得者全体の、約半分の１，

０３６人の方が取得いたしました。 
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これに伴いまして、自動交付機の利用者も次第に増加をしてまいりまして、５月以降は、毎

月約１０％を超える利用をいただいております。 
このことから考えますと、証明書の自動交付機の利用者が増えない要因と、それから、住基

カードの取得者の数とは連動しているのではないかというふうに考えております。 
したがいまして、住基カードの取得者が増加することにより、自動交付機の利用者が増加す

ると、当然でありましょうけど、そういう相関関係になってくるのではないかと考えておりま

す。 
次に、今後、利用者を増やしていくためにはどのような問題を解決し、どのような取り組み

を行っていく必要があるかについてでございますが、利用者を増やすためには、今も申し上げ

ましたように、住基カードの普及促進が も重要であると考えております。 
そのためには３点考えられると思いますが、まず、住基カードの利便性のＰＲ、それから取

得しやすい環境の整備、それに利用サービスの拡大ではないかと考えております。 
具体的な施策としましては、利便性につきましては現在もやっておりますが、市の広報とか

ホームページ、それから公共施設へのポスターの掲示、それから各種団体や民間企業への取得

のお願い、それからイベント時のＰＲ、それから一部地域でございますが、ＣＡＴＶを利用い

たしまして動画放送を含めてのＰＲを行っております。 
今後も引き続き、これらのＰＲを行っていく必要があるのではないかと考えております。 
それから、取得しやすい環境の整備につきましては、昨年の１１月から顔写真付の身分証明

書を持参した方には、即日交付をさせていただいております。さらに、先ほど答弁で申し上げ

ましたように、今月からは日曜窓口の開庁日の、毎月の第１日曜日だけでございますが、住基

カードの即日交付と利用申請ができるようになっております。昨日、実施いたしまして、１７件

の申請と利用交付がございました。 
これらを続けることによって、また取得者も増加をしてくるのではないかと考えております。 
それから、利用サービスの拡大についてでございますが、これにつきましては、情報担当部

局等と関係部局と拡大について検討していく必要があると考えております。 
今後とも、知恵を出しながら住基カードの普及促進、それから利用の向上に努めてまいりま

すので、ぜひとも議員の皆さま方にもご協力をよろしくお願い申し上げまして、再質問の答弁

とさせていただきます。 
○議長（中村善次君） 

答弁が終わりました。 
再々質問ありますか。 
上野稔君。 

○３番議員（上野稔君） 
再答弁ありがとうございます。 
笛吹市のＰＲに対する再答弁につきまして、再度質問させていただきます。 
保坂担当部長よりお答えいただければと思っています。 
先ほど、首都圏と中京圏に絞って効果的なＰＲ活動を行っており、イベント情報のインター

ネット配信など、多種多様なＰＲ活動を行っているとの答弁をいただきました。 
多種多様なＰＲ活動は結構でありますが、果たして観光客の誘客や農産物の消費拡大にどの

ように結びつき、あるいは、笛吹市のブランドづくりにどのような効果をもたらしているのか
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を考えますと、納税者の一人として、その具体的な費用対効果が気になるところでもあります。 
それぞれのＰＲ活動の効果を検証した上で、いつ・どこで・だれが・何を・どんな方法でＰ

Ｒしていくべきかを総合的に考えていかないと、投入した経営資金が有効に活用できないので

はないかと思います。 
これからの行政経営は、長期的な視点に基づいて市民の税金がどのように使われ、どのよう

な成果を上げ、市民にどのような結果をもたらしたのかを具体的な数字で伝えていくことも、

重要かと思います。そのためには市のＰＲ活動全般に関して、今後投入する経営資金と期待さ

れる成果を示した計画づくりが必要かと考えますが、いかがですか。 
以上。 

○議長（中村善次君） 
当局の答弁を求めます。 
保坂産業観光部長。 

○産業観光部長（保坂利定君） 
上野議員の再々質問にお答いたします。 
具体的な費用対効果、総合的な観光振興はということで、今後の計画づくりということであ

りますが、合併して４年、観光連盟を核としての観光振興を図ってきたつもりですが、まだま

だ、イベント情報発信、これは誘客も含めて、ある程度の一体感、連帯感は出てきたような気

はいたします。 
しかし、今後の事業展開についてのしっかりした現状と課題の分析が、確かに議員ご指摘の

とおり必要ではないかと認識はしております。 
今後は、今、笛吹市が持っている観光振興の現状と課題をしっかり分析して、総合計画に沿っ

た観光基本計画の策定が、私は必要ではないかと考えております。 
近隣市町村を巻き込んだ観光の広域的な問題、あるいは、市有バスの二次交通、あるいは、

市長トップセールスを含めた国内外への誘客活動、それから、おもてなし、それから、果実と

観光の連携上、直売所を含んだ地産地消の問題等々、ある程度の目標の数値を含めた笛吹市の

観光基本計画をも策定し、これに沿った事業展開の中で費用対効果、事業展開を図っていくこ

とが必要ではないかと思っております。 
総合計画に沿った県の観光基本計画をもとに、来年度はこの観光基本計画の策定の準備作業

を関係機関と協議しながら進めていくことが必要だと考えておりますので、来年度をその準備

期間に充て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） 
以上で、笛政クラブの代表質問を終わります。 
暫時休憩いたします。 
再開を１１時２０分といたします。 

休憩  午前１１時１０分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午前１１時２０分 
○議長（中村善次君） 

再開します。 
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次に、正鵠会の代表質問を行います。 
降矢好文君。 

○２０番議員（降矢好文君） 
私は正鵠会を代表し、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、８項

目質問させていただきます。 
笛政クラブの上野議員と重なる点がございますが、ご了解をいただきたいと思います。 
荻野市長は、平成１６年１１月に就任されて以来、約４年間、清潔・公平・公正に徹し、隠

し事のない市政運営を基本姿勢に、合併後間もない本市を力の限り傾注し、全身全霊をもって

支えていただいていることに、心より敬意を表すところでございます。 
特に、選択と集中、市民第一主義を行政経営方針の柱と掲げ、自立できる地域社会の実現を

目指し、合併後、すべての自治体が抱える課題とされている地域間格差の是正に、厳しい財政

難の中、懸命に取り組んでいただき、新しい笛吹市の礎を着実に一歩一歩進めていただいたこ

とも、大いに評価できる点ではございます。 
今後も体には十分ご留意され、来る１０月には、これからの笛吹市の夢を多くの市民に投げ

かけていただきたいと思います。 
それでは、以下、質問に入らせていただきます。 
まず、はじめに、市民総参加による市政運営の成果についてお伺いをいたします。 
荻野市長は、個性輝く自立した自治づくりを目指し、この約４年間、多くの施策、事業に取

り組んでこられました。就任より行政の説明責任および市民の声を行政に反映させることを目

的に、平成１６年度より実施された市政クイックアンサー制度は、市民参加型を目指した事業

であったと認識しております。 
また、市民に直接行政運営に参加していただく事業として、子ども議会、また女性議会など

を開催し、まちづくりの施策の提案をされたところであります。 
また、市長が直接地域にお伺いし、市民の皆さまとひざを交え、市民の声を聞く市民ミーティ

ングを制度化し、平成１８年度より実施されてきたところでございます。 
協働のまちづくり推進では、男女共同参画推進委員会で策定されました男女共同参画プラン

に沿った取り組みとともに、地域振興基金を創設し、市民活動の推進を図ってきたところでご

ざいます。 
市民の間で要望の高かった日曜日窓口サービスも、より高い行政サービスを市民に提供する

ため、市職員の皆さまのご理解をいただき実施されたことも、荻野市政の評価できる点ではな

いでしょうか。 
そこで、これまで述べた幾つかの事業について、これまでの成果はどのようなものであった

のかをお伺いいたします。 
次に、健全な行政運営のためのこれまでの取り組みについてお伺いをいたします。 
国、県、市、町と全国のすべての地域において、これまでの行政運営を見直し、長期的視野

に立ち、財政の健全化、行政のスリム化を目指し取り組みが行われております。当然、本市に

おいても荻野市長就任以来、市政運営の大きな柱として取り組んでこられたことは、承知して

おります。 
市税収納率の向上のため、滞納整理システムの構築、公共施設の運営の効率化、またサービ

スの向上を図るため、平成１８年度より、指定管理者制度の導入、また選挙開票の事務のスピー
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ド化においては、職員の皆さまのご協力もいただき、県下一のスピード開票とのことでござい

ます。 
特に、市場施策、当初予算概要を各担当部局の部長とマニフェストを交わし、より市民に分

かりやすい行政を目指した点は、全国でも数少ない先進的な行政運営と、私は感じております。 
市職員の定員適正化を目指した削減の方向性、残業代の削減など、財政の再建による健全化

に向けて骨身を削る決断をされたことも承知しております。 
必要なサービスを堅持しつつ、健全財政を堅持していくことは、決して簡単なことではござ

いません。 
長期的ビジョンに立ち、市職員、また市民の皆さまのご理解をいただき、一歩一歩地道に進

めていくことが必要であります。 
そこで、この４年間の中で、財政の健全化に向けた取り組みをどのように市長は評価するの

か、またどのような点が今後重要になっていくのかをお伺いいたします。 
次に、本市の農作物ブランド化を目指した農業振興についてお伺いをいたします。 
荻野市長は自らトップセールスマンとして、この４年間、多くの地に出向き、本市の農作物

の宣伝に汗を流されました。 
日本国内はもちろん、海を越え、台湾、香港など、多くの地において本市の農作物の素晴ら

しさをアピールされてまいりました。 
農作物の海外進出はさまざまな点において、国内とは違う難しい問題が数多くあると聞いて

おります。これまで、各地でのセールスの反応はどのようなものであったのか、また、今後、

取り組まなければならない点があろうと思いますが、お聞かせをいただければ幸いと思います。 
また、農業を取り巻く現状は、近年大変厳しいものがございます。宅地化の進展、高齢化の

進行、農作物の価格低迷、原油の高騰により資材の高騰等、生産者の叫びは市長の耳にも届い

ていると思います。 
やりがいと生きがいのある農業に取り組むため、多くの支援をこれまで行ってきたと思いま

すが、今後どのような取り組みが必要となってくるのかをお伺いいたします。 
次に、有害鳥獣被害防止対策の取り組みについての成果をお伺いいたします。 
本県は、富士山をはじめ山地が８割を占める森林県であります。先人たちの努力により少な

い平地部を有効に活用し、山地の急斜面を利用した農業経営は、まさに先人の知恵と努力に

よって築き上げられたものであります。 
しかし、近年、森林の荒廃等により、山に住むサル、イノシシ、シカ、クマ等の鳥獣が多く

農耕地に現れ、農作物に多大な被害を与えております。本市においても同様の被害が多く発生

し、その対策に多くの労力を費やしているところでございます。 
荻野市長の現地の視察等を踏まえ、地域住民の協力をいただき、その対策がなされたと伺っ

ております。 
そこで、これまで地域住民と協働でどのような対策を講じてきたのか、また、これからの課

題について質問をいたします。 
次に、観光活性化のための誘客の取り組みについてお伺いをいたします。 
昨年は、本県ゆかりの戦国武将、武田信玄の家臣・山本勘助の生涯を描いたＮＨＫ大河ドラ

マ「風林火山」の放映、またＪＲが各都道府県を選定し、集中的に集客を図るデスティネーショ

ンキャンペーンが、４月から６月まで本県において開催され、多くの県外の方々が本県を訪れ
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ました。 
本市は、石和・春日居温泉郷を有し、果樹とともに県下有数の温泉地でもあります。特に近

年は、海外からの観光客が徐々に増加し、各地において観光に対する意識は年々高まりを見せ

ております。 
本市としても、荻野市長を先頭に観光連盟を組織し組織体制整備を図り、これまで旧町村で

行われていたイベントを観光連盟に集約し、スケールメリットを生かした取り組みがなされて

きました。荻野市長は、本市に眠る文化等を再度掘り起こし、果樹、温泉、文化の香る新しい

観光地の魅力づくりを目指してこられました。 
また、年間の観光客数、年間宿泊数等の数値目標を掲げ、果敢に取り組んでいくとのことで

あります。 
そこで、今後の観光行政の進むべき道はどこにあるのか、また、今後観光発展にはどのよう

な点が重要なのかをお伺いいたします。 
次に、ごみ減量化をはじめとする生活環境の整備についてお伺いいたします。 
ごみ減量化の推進については、平成１８年度より平成２２年度の５カ年において、生活系可

燃ごみ５３％減量を数値目標とした、ごみ減量化推進事業への取り組みが行われてまいりまし

た。 
本県においても地方自治体でその取り組みはなされてきましたが、なかなか進んでいないの

が現状でありますが、本市においては既に２８％の減量が達成され、まさに本県のごみ減量化

のトップランナーとして注目をされております。 
また、循環型社会の形成、地球温暖化防止の取り組みとして、廃食用油資源事業として平成

１８年度に設置した廃食用油精製プラントにより、ＢＤＦ燃料を再生し、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、地球温暖化防止への取り組みは、

県下でも先進的な取り組みを積極的に進めてこられました。 
また、太陽光発電設置補助事業を創設し、環境保全対策にも取り組まれてきたとも伺ってお

ります。 
地域的に厳しい条件により、下水道事業が難しい地域となっている公共下水道事業計画区域

外の地域においては、日常生活雑排水による河川等の水質汚染を防止するため、合併浄化槽設

置整備事業補助制度の導入を図り、生活環境の整備に力を注がれてきたところでもあります。 
そこで、今後これらの事業のさらなる促進、また事業の目標などについてお伺いをいたしま

す。 
次に、温かさを感じることのできる福祉行政についてお伺いをいたします。 
荻野市長は、国・県の指導により、本市の障害者基本計画および障害者福祉計画を策定し、

障害者のための総合的施策をつくられました。この計画に沿い長期的視野に立って、少しでも

障害を持つ方々が自立し、生きがいを持って生活を送ることができるために、行政が積極的に

取り組んでいこうとする意気込み等を感じております。 
また、生活の保護を受けざるを得ない方々、高齢者への医療・介護等の支援など福祉行政は

実に多岐にわたり、その対応に多くの自治体が懸命な取り組みがなされているところでござい

ます。しかし財政難の折、障害者のすべての方々に十分な手立てを講じることができないのが

現実でもあります。 
その中、荻野市長は、笛吹市地域包括支援センターを平成１９年４月に設置し、高齢者の相
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談や地域支援などの広範的な業務の対応をなされてきたところであります。 
また、高齢者福祉計画の第３期介護保険事業の計画の策定、健康づくり事業、シルバー体操

指導員養成事業と、即効性の高い事業ではありませんが、本市の現状を踏まえ、できる 大限

の取り組みをされていると感じております。 
そこで、財政難厳しい状況でありますが、これまでの福祉行政のよかった点、また今後、取

り組まなければならない施策・事業について、市長のお考えをお伺いいたします。 
後になりますが、子育て支援の取り組みについてお伺いをいたします。 

子どもたちは国の宝、まさにその言葉に尽きます。少子化の進行により、その言葉の意味は

ますます重いものになってきております。 
荻野市長は、この言葉を胸に刻み、この４年間、子育ての支援、また個性輝く自立した人づ

くりを目指して取り組んでこられたと考えております。 
その中で、平成１７年３月に策定した次世代育成支援行動計画により、１９年度からファミ

リーサポート事業、病後児保育事業等の事業を積極的に進めてこられました。また、春日居東

保育園の建設に向けての取り組み、平成１６年度一宮町児童館の建設をはじめ、春日居児童セ

ンター、石和はなぶさふれあい児童館、御坂児童センター等、子育て真っ 中の家族の方々の

力となる事業を進めてこられました。 
また、乳幼児医療窓口無料化、児童手当支給事業、ひとり親家庭医療費助成事業等の事業は、

財政状況が厳しい中で、思い切った事業の遂行であったと考えております。 
そこで、これらの多くの事業を進めてきましたが、今後さらなる時代の変化があろうと考え

ますが、今後、さらなる取り組みについてお伺いいたします。 
また、学校教育の取り組みについても重ねてお伺いいたします。 
教育相談員、カウンセラー等の統一の取れたサポート体制の確立を掲げ、市内各学校に校長

の采配で使える支援スタッフを配置し、また平成１７年度には教育アドバイザーの配置、平成

１９年度に指導主事を設置し、またスクールガードリーダー、青色パトカーなど、子どもたち

を守り育てる取り組みも積極的に取り組んでこられました。 
そこで、今後さらに高い視野に立った笛吹市学校教育ビジョンを策定し、より高い学校教育

の進展が望まれると考えますが、荻野市長のご所見をお伺いいたします。 
以上を持ちまして、私の正鵠会の代表としての質問を終わりたいと思います。 
ご清聴ありがとうございました。 

○議長（中村善次君） 
 当局答弁を求めます。 
 市長、荻野正直君。 

○市長（荻野正直君） 
正鵠会、降矢好文議員の代表質問にお答えいたします。 
はじめに、市民総参加による市政運営の成果についてであります。 
就任時の５つの柱の一つに、市民参加型の市政運営で愛される市を目指すことを掲げ、市民

第一主義の行政経営方針のもとに、この４年間取り組んでまいりました。 
ご質問いただきました、それぞれの事業につきましてご説明申し上げたいと存じます。 
まず、市政クイックアンサー制度は、市民の皆さまからのご質問に対し、明確な回答、見解

を１週間以内で示すもので、平成１６年度から実施いたしております。 
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ご質問をいただいた数は、平成１６年で８１件、平成１７年１３３件、平成１８年１７３件、

平成１９年１７３件、合計で５６０件と、多くの方々からご質問をいただき、スピーディーな

対応を行うことができました。 
次に、子ども議会や女性議会での取り組みは、市民の参画や協働のまちづくりの推進のため

に、各種施策への提案をいただいております。 
中でも、市の木「桃」、市の鳥「オオルリ」、市の花「バラ」は、平成１７年度子ども議会の

提案により決定いたしました。 
また、平成１８年には、市民ミーティングを制度化し、平成１８年度は８件、１９年度には

１２件の市民ミーティングを実施いたしました。 
次に、地域振興基金の運用益の活用につきましては、自主的な市民活動の推進のための事業

やＮＰＯ法人の助成を行い、平成１９年度では、合わせて、１６件の補助を行い、本年度も既

に第１次、第２次募集が終了し、地域振興促進事業団体が２２団体、ボランティア・ＮＰＯ助

成事業が２団体、合わせますと２４団体の補助を決定いたしました。 
また、第３次募集につきましても、９月１日から１０月１７日までの期間で募集を行ってお

ります。 
次に、日曜日の窓口開庁サービスにつきましては、市民の皆さまの利便性を高めるための施

策といたしまして、平成１９年度から日曜日に本庁において、納税や住民票の写し、税証明書

の交付業務などを実施いたしております。 
平成１９年度には５１日間開庁し、２,０３４件のご利用をいただきました。これは１日あた

り約４０件でございます。このように、多方面から取り組みをおこない、市民参加型の行政経

営により、協働のまちづくりを推進いたしております。 
続きまして、健全な行財政運営のためのこれまでの取り組みについてお答えいたします。 
まず、財政健全化に向けた４年間の取り組みの評価についてであります。 
市長就任以来、選択と集中、市民第一主義の行政経営方針のもと、“にぎわい・やすらぎ・

きらめき”のまちづくりに取組んでまいりました。 
国における三位一体の改革の影響を受ける中、当市におきましても、合併後、足腰の脆弱な

財政基盤の脱却を目指し、行財政改革に努めてまいりました。 
平成１７年度では、「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の実

現」を目標とする第１次行財政改革大綱を策定、また、特に財政面では効果が期待できる改革

を５年間で集中的に実施する、「笛吹市集中改革プラン２００５」を策定し、定員適正化計画

の実施、市税の徴収強化、事務事業の再編整理、公共施設運営の見直しの４項目に取り組みま

して、それぞれ目標数値を定め改革に取り組んでまいりました。 
まず、定員適正化計画の実施についてですが、平成１７年４月１日から平成２０年４月１日

の３年間で７４人の職員を削減いたしました。 
次に、市税納税率の向上につきましては、平成１７年度から１９年度の３年間で市税納税率

２％の向上を目指し、収税課の新設や収納整理システムを導入に取り組んでまいりました。

１９年度の市税納税率は７８.１％で、目標の８１％を達成することはできませんでした。 
次に、事務事業の再編整理についてでありますが、平成１８年度に全ての事務事業を対象に

評価表を作成し、１９年度には６８０本の事務事業について事後評価を実施いたしました。 
平成２１年度の施策評価制度導入を目指し進めているところであります。 
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後に、公共施設運営の見直しについてですが、平成１８年から４５の施設で指定管理の導

入が実現いたしております。 
このような、集中改革プランへの取り組みと並行しまして、従来の積上方式による予算編成

方法を改め、各部局の裁量の強化と自主的な事業展開を図るために枠配分方式を採用し、また、

予算の執行にあたっては、月次決算による検証を行うことで、堅実な事業執行とともに、使い

切り予算の廃止を徹底してまいりました。 
このような取り組みの結果が１９年度決算において、合併後、初めて実質単年度収支が黒字

という形で現れているのではないかと考えております。 
次に、今後の重点項目についてであります。本市を取り巻く財政環境は、引き続き厳しさが

続くことは否めない状況であります。 
特に、一般会計歳入のうち２５％以上を占めております普通地方交付税につきましては、特

例措置が終了する平成３３年度には一本算定方式となり、平成１９年度交付額より３０億円を

超える減額が見込まれるわけであります。 
市財政の健全性を保っていくためには、集中改革プランの更なる推進、費用対効果を含め、

優先順位の選択などを考慮した事業を実施し、行財政改革に取り組むことがさらに重要である

と考えております。 
続きまして、本市の農作物ブランド化を目指した農業振興についてのご質問にお答えいたし

ます。 
まず、国内外でのトップセールスの反応についてでありますが、本市が、桃・ぶどう日本一

の郷とした確固たる地位を維持していくためには、生産量と品質の維持・向上に、笛吹ブラン

ドを確立し、広く国内外に認知されることが重要だと認識いたしております。 
首都圏を中心とした国内でのキャンペーンなどを積極的に展開するとともに、昨年からは海

外にも目を向けた情報発信にも積極的に努めているところであります。 
昨年の、台湾観光・果実プロモーションは引き続き本年４月には、知事の中国観光トップセー

ルスにも同行し、私自身も６月には、フード台北へも参加し、市のＰＲを行ってきたところで

あります。 
特に今年は、７月２５日から香港の量販店において笛吹農協やワイン会の皆さまと共に、笛

吹市の桃、ワインなどの販売を行ってまいりました。 
訪れた大勢のお客さまに笛吹市のＰＲをするとともに、お客さまからは「とてもおいしい」

と好評をいただきました。 
この様子は８月２３日付けの山日新聞の海外リポートにも掲載され、好評をいただいており

ます。 
また、香港の流通業者の皆さまと今後、輸出販売等の展開について、いろいろなご意見もい

ただいております。 
香港は台湾と違い輸出に対する規制も無く、比較的好景気であり、日本の果物やワインの人

気も高いことから、非常に有望な市場であると考えております。 
今後とも国内はもとより、海外にも目を向け笛吹市の果実等のすばらしさを、積極的かつ戦

略的に情報発信することにより、笛吹ブランドの確立と定着を図ってまいりたいと考えており

ます。 
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次に、今後の農業支援対策についてでありますが、「優良農地の確保と保全」・「担い手の育

成」・「援農支援制度の確立」などの問題については、笛吹市農業振興行動計画に基づき積極的

に取り組んでまいりたいと考えております。 
また、昨年来の原油の高騰・資材の高騰など農業を取り巻く状況は非常に厳しいものと認識

いたしております。 
このような状況を踏まえ、特に影響の大きいハウス園芸農家に対する市の緊急対策として、

平成２０年度笛吹市農業施設生産活動維持緊急対策事業を行うこととし、これに関する施設園

芸等の省エネ事業推進のための予算を、今議会に提案させていただいたところであります。 
次に、有害鳥獣被害防止対策の取り組みについてのご質問でありますが、近年、イノシシ・

クマ・ムクドリなど鳥獣に対する被害が各地域で出ております。特に、中山間の農家の皆さま

には、被害対策に大変な苦労をしていることと認識いたしております。 
桃・ぶどう日本一を誇る果樹の郷・笛吹市にとりましても、これらの対策は非常に大きな課

題であると考えております。 
市の対策といたしまして、イノシシ等、獣害防止柵については、現在、総延長９７キロメー

トルに設置済みであり、本年度も新たに３，２００メートルを設置する予定であります。 
有害鳥獣被害防止電気柵については、昨年度８６件の設置申請があり２２０万円余りの補助

をいたしたところであります。これらの柵の設置により、イノシシやクマなどの被害は著しく

減少いたしました。 
イノシシ・クマ等の捕獲檻につきましても、現在５５基を保有しており、有害鳥獣許可によ

り各猟友会にお願いして必要な個所に設置いたしております。 
また、特に、今年はカラスの被害が大きい春日居地区に、カラスの捕獲檻２基を設置するよ

う現在準備を進めております。 
近、御坂地区にサルが出没し、農作物への被害だけでなく、人家への侵入や人への威嚇行

為などが起き苦慮しております。 
市といたしましては、地域の皆さまから情報をお聞きする中、対策として、サル捕獲檻の設

置による捕獲や、エアガン・爆竹等を地域に配布し、サルの追い払いを行うことにしておりま

す。 
今後とも、各地域の猟友会の皆さまのご協力をいただく中で、地域の住民の皆さまと連携を

とりながら、なお一層適切な被害対策に取り組んでいきたいと考えております。 
次に、観光活性化のための誘客の取り組みについてのご質問であります。 
本市にとっても、観光による交流は、地域の経済社会を活性化する効果が大きく、国におい

ても観光振興は重要なテーマとなっているところであります。 
今年１月に施行されました、観光立国推進基本法に基づき、観光立国推進基本計画が６月に

閣議決定されたところであります。 
観光立国の意義を、少子高齢化時代の経済の活性化、交流人口の拡大による地域の活性化、

国民の生活の質の向上、国家間の外交の強化、安全保障への大きな貢献等をイメージし、５年

間の計画期間が設定されております。 
県を代表する温泉郷と果実郷を有する本市において、観光は基幹産業の一つでもあります。 
歴史や文化、自然資源も豊富で、県立博物館や釈迦堂遺跡博物館をはじめとして、個性ある

施設や公園を有しています。 
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これまでも、こうした多様な資源を活用しつつ、笛吹市観光連盟を核として、集客機会の拡

充などに全国的・一体的な観光振興に取り組んでまいりました。 
今後も地域が一体となった魅力的な観光地づくりに、なお一層鋭意取り組んでまいります。 
また、資源を生かした観光メニューづくりといたしまして、魅力ある通年型の観光地をめざ

し、観光スポットのネットワークや温泉をテーマにした健康づくり、夜間の観光メニューづく

り等、滞在型観光地づくりを進めます。 
市民総ガイドの考えのもと、市民によるもてなしの心もはぐくみます。 
本市とゆかりを持つ人々との連携、映画・テレビのロケ誘致活動等積極的なプロモーション

活動、モデル観光ルートの立案・提案を展開してまいります。 
また、市内観光スポットを結ぶ、観光周遊バスの運行、観光基本計画等の整備についても、

国・県との計画との整合性を図る中で検討を進めてまいります。 
さらに、高い国内および国際競争力をもつ観光地の形成に向け、素晴らしい素材を生かした

多くのテーマ型広域観光モデルルートの開発や、広域連携による広報・ＰＲ活動の促進、近隣

市町村との広域的観光施策も、さらに充実していきたいと考えております。 
次に、ごみ減量化をはじめとする生活環境の整備についてであります。 
かつてわが国では、高度経済成長の下、産業公害による環境汚染や開発による自然破壊が深

刻な問題となりました。 
これらに対して国を挙げて対策に取り組んだ結果、一定の成果は得られたといえます。利便

性の向上による大量生産、大量消費、大量廃棄の社会経済構造を背景に、廃棄物の増大や自動

車排出ガスによる大気汚染、生活排水による水質汚濁などといった生活型公害につながってお

ります。 
これらは環境負荷の発生源が不特定多数であることや、問題が複雑な側面から、従来の産業

公害に比べその対策は一層困難なものとなっております。 
これらの問題を解決するために、あらゆる分野で環境に配慮した取り組みを進めることが課

題だと考えております。 
笛吹市におきましては、第一次総合計画において、快適な生活都市の創造をまちづくりの理

念とし、環境に優しい、安心して健やかに暮らせるまちづくりを施策の体系の１つとして位置

付け、自然環境と生活環境の調和のとれた快適に過ごせるまちづくりを目指しております。 
特に生活環境におきましては、限りある資源を大切にする循環型社会づくりをごみ処理基本

計画で定め、ごみ資源の循環利用の推進を図りました。 
また、平成１８年度より平成２２年度までの５年間に「やってみるじゃん ５３減量作戦」

を目標とし、ごみ減量施策を推進し、平成１９年度末においては２８％の減量に結びつけるこ

とができました。 
今後におきましても、市民および事業者がこれまでの生活習慣の見直し、環境への負荷低減、

ごみ処理コストの軽減への取り組みをより一層進めていただくために、広報活動ならびに説明

会の開催等を重ね、ごみ減量への意識向上に結びつけたいと考えております。 
さらに、バイオマス資源である生ごみを焼却処理せず、堆肥化して農地へ還元する循環型社

会の形成を目指します。部局間を超えて連携を図る中で、計画的な事業拡大を図りたいと考え

ております。 
今後、大規模な堆肥化処理施設建設については、笛吹市バイオマスタウン構想の中での位置
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付けとなりますが、関係機関ならびに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、廃食用油資源事業でありますが、笛吹市では、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

り、循環型社会の形成に努めております。 
本年度からは、市内全域の一般家庭も収集対象に加えました。 
また、市内のホテル、旅館等の廃食用油についても、観光客の送迎車の燃料として利用でき

ることから、回収を検討いたしております。 
施設規模については、現在のプラントが日量１００リットルの精製が可能のことから、現段

階においては供給先の需要と比較しながら問題はないと考えております。 
また、太陽光発電システム設置費補助事業については、平成１７年度をもって、新エネルギー

財団からの補助が終了しましたが、笛吹市では引き続き独自補助制度を設けたことから、平成

１９年度においては４８件の補助対象件数がありました。 
これら補助金を交付することにより、地球温暖化防止策の一環と、環境保全の意識の高揚に

結びつけたいと考えております。 
次に、合併浄化槽設置整備事業補助金制度についてであります。市の公共下水道事業計画区

域外地域の、日常生活雑排水による河川等の水質汚濁を防止するために、合併前は１町でしか

適用していなかったこの補助金制度を、合併後、全市域に拡大したものであります。 
平成１６年度においては、わずか１件でありましたものが、昨年度は２０件、８３５万円も

の該当がございました。 
この制度は、申請に基づくものでありますので、目標を定められるものではありませんが、

下水道と同様に、その目的とする河川等の水質汚濁を防止するため、合併浄化槽設置補助であ

りますので、今後も大いに活用していき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て、地域におい

ての積極的な取り組みをお願いするとともに、市民と行政が共通の認識を持ちながら、安全で

快適な住みよい環境づくりに努めてまいります。 
次に、温かさを感じることのできる福祉行政の推進についてであります。 
ご承知のとおり、福祉を取り巻く環境は、少子・高齢・核家族化が進み、家族・地域でのつ

ながりや助け合いの形も大きく変化し、高齢者や障害者等の市民生活において、さまざまな福

祉問題が表面化いたしております。 
また、こうした社会構造の変化により、介護保険制度や障害者自立支援制度が施行され、行

政が福祉サービスを決定する措置制度から、利用者がサービス提供事業者やサービス内容を自

ら選択し利用する、契約支援の時代へと移り変わってまいりました。 
このような状況の中、地域福祉計画を基本に、障害者基本計画、障害福祉計画、高齢者福祉

計画、第３期介護保険事業計画等の計画に沿った、福祉支援事業の取り組みを進めてまいりま

した。 
福祉支援事業の取り組みの成果といたしましては、障害福祉では、障害者地域活動支援セン

ターや地域自立支援協議会の設置により、障害のある人が普通に暮らせる地域づくりを目指し、

相談支援事業や障害福祉サービスの提供体制の確保、関係機関によるネットワークの構築等に

向けた事業展開を進めてまいりました。 
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高齢者福祉では、高齢者のニーズや状態の変化に応じた福祉サービスの提供を包括的、かつ

継続的に行い、誰もが元気に地域で生活を送っていけるように支援する、地域包括支援セン

ターを設置し、地域の支援体制が整備されました。 
また、要介護状態の防止事業として「やってみるじゃん介護予防事業」「運動機能向上事業」

「栄養改善事業」「口腔機能向上事業」等の事業展開をして、介護予防事業の充実を図ってま

いりました。 
生活援護事業では、就労のための求職援助活動支援員の設置により、生活保護受給者の自立

支援ができました。 
健康づくり事業では、高齢者を対象とした健康体操や、レクリエーション活動を指導するシ

ルバー体操指導員の養成と温泉活用の健康づくりを普及し、健康寿命を延ばす高齢者の健康づ

くりの支援ができました。 
これらの支援事業の成果により、温かさを感じることのできる福祉が実現できたのではない

かと思います。 
今後も、これらの福祉支援事業を推進するとともに、さらなる成果を求め、第一次総合計画

の将来像を念頭に、障害者・高齢者・生活保護者の自立支援事業と就労促進事業、および超高

齢化社会に対応した新たな、高齢者福祉計画・第４期介護保険事業計画などの策定による、健

康づくり事業や介護予防事業などを推進していきたいと考えております。 
また、災害時の要援護者に対して、情報伝達経路の確保と福祉避難所の整備を推進するとと

もに、防災訓練など防災意識の啓発を図り、災害が起きても安心な地域づくりを推進していき

たいと考えております。 
こうした地域福祉事業の推進には、人と地域が主人公となり、人と人、人と地域、地域と地

域をつなぐ仕組みが必要であります。市民・企業・福祉事業者・行政とのパートナーシップの

関係の中で協働し、全員参加型の温かさを感じ、ともに支えあう地域づくりに取り組んでいき

たいと考えています。 
次に、子育て支援の取り組みについての、子育て支援のさらなる取り組みは、についてお答

えいたします。 
子育て支援のさらなる取り組みにつきましては、次世代育成支援行動計画に基づき、各種事

業を展開しているところであります。 
特に保育所における一時保育については、平成１８年に民間保育園の３園で実施されていま

したが、１９年に公立保育所で４園、２０年度では公立１園、民間２園で新たに取り組み、合

わせて１０の園で実施しております。１９年度の利用実績人数は１，５８４人であります。 
また、市内６カ所に児童館・児童センターがございますが、御坂児童センターにつきまして

は、本年４月に学童保育・子育て支援センターを併設しオープンいたしました。 
それに併せて児童センターと子育て支援センターの運営を、子育て支援団体に委託を行い、

独自に乳児や妊婦を対象にした教室を開催いたしているところであります。 
今後、少子化や女性の社会進出、就労形態の多様化など、さらなる時代の変化に対応するた

めに、特に保育所では、保育所保育指針の改定に合わせ、市独自の保育所ビジョンを策定する

こととし、保育内容の見直しと安全対策、小学校教諭との情報交換、保健師による巡回指導、

子育て相談、保育士研修の充実などの検討を進めております。 
また、次世代育成支援行動計画につきましても、平成２２年度から５年間の後期計画を
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２１年度中に策定することになっておりますので、子育て中の保護者のニーズを的確に把握す

る中に、前期計画の事業実績や現状を検証しながら、早期に計画策定に向けて着手していきた

いと考えております。 
以上、答弁とさせていただきます。 
なお、学校教育への取り組みにつきましては、教育委員長よりお答えをさせていただきます。 

○議長（中村善次君） 
続いて、教育委員長より答弁を求めます。 
教育委員長、曽根敦子君。 

○教育委員長（曽根敦子君） 
正鵠会、降矢好文議員の代表質問、子育て支援の取り組みについてのうち、学校教育への取

り組みはについてお答えいたします。 
教育委員会では笛吹市の児童・生徒の健全育成のために、さまざまな事業を展開してまいり

ました。 
降矢好文議員のご質問のように、教育アドバイザーや指導主事を配置することで、市教育委

員会と学校現場、市教育委員会と県教育委員会とがより身近になったと同時に、これまで以上

に意思の疎通も図られるようになりました。 
また、学校現場にはさまざまな教育課題がある中、市費負担の講師や支援員を３０名配置す

ることで、諸課題への対応に努力しているところであります。 
この市費負担の講師や支援員の配置数は、県内の市町村では も多い配置人数であります。 
教育委員会内に開設されています、ひまわり相談室には、学校や教職員の相談業務にあたる

相談室長を兼ねた教育アドバイザーを配置するとともに、保護者等からの相談業務への対応と

して、教育相談員３名、自立支援指導員１名の計４名を配置するなど、一層充実した体制を整

えました。 
また、長年教育に携わった市内の教職員のＯＢが、子どもたちの健全育成を目指して活動す

る、ＮＰＯ法人学びの広場ふえふきには、現在、放課後子ども教室への支援をいただいており

ます。今後におきましても、子どもの健全育成を図っていくために、密接な連携を図っていき

たいと考えております。 
このように新しい笛吹市の教育が、いよいよ軌道に乗りだしたところです。 
そして、こうした積極的な教育委員会としての取り組みの たる事業が、笛吹市学校教育ビ

ジョンの策定であります。 
合併を機に、笛吹市の学校教育の進む道、つまり指針となるものの必要性が叫ばれ、平成

１９年度指導主事を配置すると同時に、この策定に取りかかりました。 
笛吹市の児童・生徒をどのような子に育てていきたいのかを明確にし、それに向かって各校

の校長先生が学校経営に反映していくものであります。 
これにより、笛吹市内の各校の教育が同じ理念の下、展開されると同時に、各校の特色ある

教育活動も展開されていくものと期待するものです。 
もう少し具体的に学校教育ビジョンの説明をさせていただきます。 
まず、はじめに、笛吹市ならではの教育を考えるにあたり、飯田蛇笏・龍太の俳句を掲げ、

ふるさとの原風景を語っています。 
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また、笛吹市の特徴を豊かな自然や、古代より山梨の中心として栄えてきた歴史、さらに石

和・春日居温泉を代表とする人と人とが集う町として挙げています。 
そして、学校教育の目指す子ども像は、短く語呂のよい言葉で、「きらめき ひびき合う ふ

えふきの子」と表しています。 
これは、市の総合計画にある「ふえふき協奏曲」の協奏曲や個性輝く人々の輝く、そして「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」とも連動しているキャッチフレー

ズであります。 
さらに、基本目標として２点、生きて働く力を身に付けた子どもの育成と、家族や人を愛し、

自然や郷土を大切にする子どもの育成を挙げています。 
今の学校教育では、単に知識・技能を身に付けさせるだけでなく、その力を生活に生かす力

が求められています。 
また、家族や人を愛する気持ちや、将来にわたって地域を大切にし、笛吹市に生まれてよかっ

たと思う気持ちをはぐくむことも、今の子どもたちには必要なことと思います。 
以上、詳しく述べさせていただきましたが、いずれにしましても教育は人づくりであり、人

づくりはまちづくりでもあります。 
そういった意味において、笛吹市の発展は学校教育によるところが大といえ、今回の学校教

育ビジョンの策定は、その第一歩と考えられます。 
今後の各校での学校教育ビジョンを反映した取り組みに期待するものであります。 
この教育ビジョンにつきましては、市民の皆さまに、よりご理解をいただくために、概要版

を作成し、近々、全戸に配布する予定であります。 
以上で答弁とさせていただきます。 

○議長（中村善次君） 
再質問を許します。 
降矢好文君。 

○２０番議員（降矢好文君） 
とても細かな答弁を本当にありがとうございました。 
１点だけ再質問をさせていただきたいと思います。 
私の近くに父子家庭、お父さんと子どもさんが住んでいるという家庭がございまして、私も

相談をかけられたことがございまして、母子家庭についてはいろいろな補助制度もございます

が、父子家庭については市のほうではどのようになっているのか、また、近隣町村につきまし

ても、どのような状況なのかここでお聞きしたいと、また、市のほうへもお願いしてくれない

かと、いうような言葉をいただいておりますので、この場をお借りしてお聞きしたいと思いま

す。 
よろしくお願いいたします。 

○議長（中村善次君） 
当局の答弁を求めます。 
荻野市長。 

○市長（荻野正直君） 
ただいまの降矢議員の再質問でございますが、私も父子家庭のお父さん方から、何人もの方

から、今と同じような質問をいただいて、どういうふうにしたらいいか非常に悩んでおりまし
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た。 
そういう中でありまして、これは国あるいは県においてもまだ、確固とした制度がございま

せん。 
したがって、市として大変苦慮いたしましたけれども、本当にその生活ぶり、を拝見する中

で、市として独自の制度を考えなければいけないと思いまして、今検討中でありますが、新年

度、笛吹市独自の父子家庭に対する支援制度を創設したい、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） 
再々質問ありますか。 
降矢好文君。 

○２０番議員（降矢好文君） 
ただいま、市長のほうから前向きな答弁をいただきまして、ぜひ、この問題につきましては

市で取り組んでいただきたいと。私もそういう言葉を周りの人からかけられますと、仕事を一

生懸命に働いている中で、子どもさんを育てていくというのは非常に、男所帯でも厳しいもの

がございます。 
ぜひ、この条例につきましては、条例改正をしていただきまして、父子家庭に対しても補助

制度ができるような形をとってもらいたい、それを 後にお願いいたしまして、私の質問は終

わらせていただきます。 
○議長（中村善次君） 

答弁は必要ありませんか。 
（「結構です」の声あり） 
以上で、正鵠会の代表質問を終わります。 
暫時休憩いたします。 
再開は、通常どおり１時半といたします。 

休憩  午後１２時２５分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 １時３０分 
○副議長（風間好美君） 

再開します。 
報告事項を申し上げます。 
中村議長から、所用のため午後の会議を欠席する旨の届が提出されました。 
したがいまして、地方自治法第１０６条第１項の規定により、これより私・副議長が議長の

職務を代行いたします。 
よろしくお願いします。 
それでは、続いて清新会の代表質問を行います。 
井上一已君。 

○１番議員（井上一已君） 
清新会の井上一已でございます。 
議長の許可をいただきましたので、清新会を代表いたしまして質問をさせていただきたいと

思います。 
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わが清新会は、この４年間、２つの視点から質問と提言をしてまいりました。 

１つは、合併時、６町村合意の上で作成いたしました、新市建設計画の中で掲げた３つの理

念をどのように具現化していくかという視点。もう１つは、そこに住む、笛吹市に住む市民の

生活をどのようにして守り高めていくかという視点。言い換えますと、憲法第２５条が示す市

民の生存権をいかに保障していくかという視点からであります。 

任期が間もなく終えようとする今、もろもろの施策に対する市の考え方、取り組み、今後の

方向性がいくつも見え始めてきました。わが会派のつたない質問・提言も生かしていただいて

おりまして、決して無駄ではなかったかなと実感しているところであります。 

清新会は、先月８月１９日、２０日、新潟県の山古志村を訪れ、災害から４年を過ぎた村の

姿を視察研修してまいりました。地震のすさまじさを物語るつめ跡がまだ残されておりました

が、復興は１００％近く、静かな生活が取り戻されておりまして、ホッとしたところでありま

す。 

山古志村の方々のご健康とご多幸を心からお祈り申し上げるとともに、 近、豪雨がたびた

び起こるわけでありますが、その豪雨によって災害を受けた市内の方々も多くありますし、全

国的に被害は広がっているようでありますが、その市内の皆さん方、全国の皆さん方に心より

お見舞いを申し上げたいと思います。 

それでは、質問に入らせていただきたいと思います。 

ただいま申し上げましたように、私は今日の代表質問では総論的な問題を取り上げて質問さ

せていただきたいと思っておりますが、第１番目に、市長は４年間の施政を自らどのように評

価しているかであります。 

平成１６年１０月１２日、新市が誕生しました。合併に対する住民の意向調査も行われまし

た。その結果は、配布数５万５，６２１、回答数は３万５，１４２、回収率は６３．２％、５０％

を超えたところがちょっとホッとしたところでありますが、そのうち「賛成」は１万８，４５１、

５２．５％、「反対」は４，５５９、１３．０％、「どちらともいえない」１万１，４９５、３２．

７％、「無回答」「無効」６３７、１．８％でありました。 

合併賛成者は、調査配布数５万５，６２１人の半分に満たない数でありました。合併に対す

る疑問があったのでありましょうか。 

一方、合併協定項目は６６項目、約２年間にわたりまして小委員会、専門部会、合併協議会

等で協議した結果、合併後に調整する項目が約半数でありました。新市は調査が示すように期

待と不安が交錯する中での船出でありました。舵取りが非常に極めて難しい市政でありました。 

この４年間の市政に対して、多くの市民はどういう評価しているかと言いますと、失敗のな

い市政であったと評価しています。今の市政をそのまま進めてほしいという声も聞かれます。

調整項目６６項目中、約半数が新市になってからの調整でありますので、この調整は難しいの

であります。ある時には勇気ある決断がなければできないことも、項目の中にはあったと思い

ます。 

情に棹させば流されてしまいます。角が立っても、批判やさまざまな意見があっても、それ

に耳を傾けながら知を働かせて調整を図っていく、これこそ為政者の姿勢であると思っていま

す。 

まちづくりの方向性が次第に明らかになってきました。それに向かっての歩みが見え始めて

きました。この歩みは決して止めてはならないと思うのであります。多くの市民もそう思って
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いるのであります。 

市長は、自らの市政をどのように評価しているか。また、未調整の項目への今後の取り組み

について伺いたいと思います。 

２つ目でありますが、笛吹市は新市建設計画の中で３つの理念、「活力ある交流都市の創造」

「快適な生活都市の創造」「個性輝く自治都市の創造」を掲げています。 

この３つの理念を実現するための具体的な取り組みと、その成果について伺いたいのであり

ますが、理念策定については新市建設計画の中で次のように述べています。 

笛吹市は、縄文・弥生の古代遺跡、由緒ある神社・仏閣、近代における芸術や文学に足跡を

残す多くの文人など、豊かな特色ある文化資源を有する地域である。一方、産業面では桃・ブ

ドウ・柿等の果樹、バラ、菊等の花き、温泉、工業立地ゾーン、商業立地ゾーンもある。農・

観・工・商が新市内各所にバランスよく配置されている地域である。特に温泉資源と果樹農業

を生かした観光産業が地域の産業構造を特色づけている。 

このような地域の現状を踏まえて、合併後における地域の進むべき基本的な方向、３つの理

念を定めたとしています。まさに妥当な理念であり、着々と実現のための営みは続けられてい

ますが、３つの理念、それぞれ次の点について伺います。 

まず、第１番目でありますが、活力ある交流都市、言い換えますと、にぎわいのある都市を

創造するために、「余暇活用日本一」「果樹生産日本一」の都市の実現を目指すといっておりま

すが、そのための市の具体的な取り組みとその成果について。 

２つ目、快適な生活都市、言い換えますと、安らぎのある都市を実現するために、「自然環

境日本一」「生活環境日本一」を目指していますが、その具体的な取り組みと成果について。 

３番目、個性輝く都市、これはきらめきのある都市とも言い換えておりますが、その都市を

創造するために具体的な取り組みと成果について伺いたいと思うのであります。 

次に、市長の政治姿勢について伺いたいと思いますが、日本は平成時代に入ってから２０年

になります。平成とは「世に平和を民に幸せを」と願いを込めてつくられた元号と聞いていま

す。しかし、ここ数年間の日本の社会を眺めたときに、暗黒時代と呼んでもいいくらい世が乱

れています。私だけの感じでありましょうか。 

政治は腐敗して、綱紀は弛緩して、風紀はびん乱した時代であります。昭和元禄の世とか、

昭和の化政時代と呼んだ、警鐘が鳴らされたものでありました。こんな時期もあったわけであ

りますが、元禄というのは、ご存じのように第５代将軍綱吉の時代でありますが、悪法生類哀

れみの令を出したり、金銀貨幣を改鋳して物価高を招いて人民を苦しめた、このような時代で

あったわけであります。これと似ているのではないか、という時代があったわけです。 

化政は第１１代将軍家斉の時代で文化文政時代でありました。家斉は引退後に大御所として

実験を握りまして政治を執ったわけでありますが、ぜいたくな生活を続けまして、幕府財政の

危機を招いたのであります。これも歴史に残る悪政の時代といわれているのであります。 

今はこのような表現の仕方では取り上げておりませんが、平成元号の作成のときの願い「こ

の地に平和を」という願いとは裏腹に、政界、財界、官界、社会全般にわたりまして、倫理道

徳の欠如すること甚だしいものがあると、私は思うのであります。 

諸悪の根源は政治にもあると言う人は少なくありません。政治不信は人間不信を招き人間疎

外へと進んでいきます。これでは社会は良くなりません。社会は成り立たないと思うのです。

私自身も襟を正さなければいけないと考えているわけでありますが、このような時代、有権者
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は、市民は人を求めているのであります。知・徳・体の備わった人、知・情・意の確かな人、

先見性、洞察力、そして知識に裏付けられた行動力に富む人、特に政治に携わるもの。そして

首長というのはこういう資質を持っていないといけないではないかと、私の知人は言うのであ

ります。 

こういう観点から、私の知人は、市長に続投を願いたいものだと、そういうように請い求め

る人が多くいるのであります。 

次期市長選に立候補を表明している荻野市長、市長の資質について、また心構えについて、

どのように考えているのか伺いたいと思うのであります。 

もう１つ、中国の戦国時代の思想家・孟子は、紀元前３７２年から２８９年、紀元前で今か

ら２３００年くらい前の人でありますし、その言葉であります。政治の上では「覇道を廃して

仁政の王道に帰れ」と説いているのであります。覇道とは、勝者が武力や策略で国を治めるこ

と。国でなくてもいいと思う、地方政治でもいいと思う。仁政とは、民衆に慈しみ深い政治を

行うこと、これが王の政治であるというのであります。 

私は今申し上げたように、今の時代であればこそ、この言葉は教訓として傾聴に値すると考

えるのであります。 

市長が掲げる市民第一主義は、孟子が言う人生と重なるところがあるような気がするのであ

ります。私の思いでありますが、覇道はまったくいけないと思うのです。覇道的政治は廃すべ

きでありましょう。 

この点につきまして、市長のご見解をお伺いしたいと思うのであります。 

以上で、清新会の代表質問を終わらせていただきます。 

ありがとうございました。 

○副議長（風間好美君） 

質問が終了しました。 

当局の答弁を求めます。 

荻野市長。 

○市長（荻野正直君） 

清新会の井上議員から代表質問をいただきました。 

さらっと質問されましたけれども、大変難しくて私の能力ではお答えしようもない点がたく

さんあったような気がしますけれども、誠心誠意お答えさせていただきたいと思います。 

まず、１つ目のご質問でございます。 

任期４年間の施策について、４年間の施政を自らどのように評価するかでございますが、４年

間を自ら検証し、自己評価をするという大変難しいご質問をいただきましたが、本定例会初日

のあいさつの中でも、任期４年間を私なりに振り返り、述べさせていただいたところでござい

ます。なるべく簡略にお答えさせていただきたいと存じますが、４年間の市政運営を振り返り

ますと、平成１６年１１月、多くの皆さまからご信託をいただき、初代市長に就任させていた

だきました。合併間もない笛吹市を市長として、いかに一つにまとめ上げ、さらに発展させて

いくかという大きな課題に向かい、並大抵の努力では成し得ない、それこそ粉骨砕身にして取

り組まなければならないというふうに思いました。 

そのような考えのもとに、「清潔・公平・公正に徹し、隠し事のない市政運営」を基本姿勢と

して、市民の皆さまのご支援を賜りながら、「笛吹市」という名前にふさわしい、清々しいまち
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づくりを進めていくため、これまでも何度か申し上げております、市政運営の「５つの柱」を

掲げさせていただきました。 

そして、これらの柱を現実のものとするため、「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つつ、“にぎわい・やすらぎ・きらめき”のま

ちづくり実現に向け、職員と共に一丸となって取り組んでまいりました。 

さらに、合併直後の平成１７年度と１８年度を市政集中改革期間と位置づけ、行財政の改革

も進めてきたところであります。 

日々変貌する社会経済情勢の中で、行政を取り巻く環境にも大変厳しいものがございました

が、新市建設計画に基づきまして、少子高齢化への対応、環境対策、安心安全な社会の構築、

高度情報化、国際化への対応など、市民第一主義の行政経営方針もと、自治体として果たすべ

き役割や、地方分権の推進、厳しい財政状況への対応など、山積している課題に対応してまい

りました。 

評価は、議会の皆さまや市民の皆さまにしていただくものであって、後からついてくるもの

と認識しているわけでございますが、自らどう評価しているかということでございます。 

期待と不安が交錯する中でスタートした笛吹市でございましたが、議員各位をはじめ、多く

の市民の皆さまのご協力を得ながら、そして職員と共に一丸となって取り組む中で、「笛吹市」

という名前にふさわしいまちづくりに向け、一歩一歩ではございますが、着実に前進し、歩ん

で来ることができた４年間であったと、私なりに考えているところでございます。 

次に、合併協定項目のうち、合併後に新市において調整する、いわゆる「未調整の項目」へ

の今後の取り組みについてのご質問ですが、合併協定６６項目のうち、合併後に新市において

調整する項目が約半数ほどございました。 

国民健康保険税や都市計画税の不均一課税、介護保険料、水道および下水道の公共料金の不

均一、各種団体の統合、行政区をはじめとする各種団体への補助金、給食費の徴収方法・会計

処理など、また都市計画マスタープランなど各種の計画策定なども、多くの項目が新市に委ね

られたわけであります。合併後、検討委員会や策定委員会等の組織により検討や調整を行い、

条例・規則等に基づきながら、この４年間のうちに、その多くの項目につきまして、調整ある

いは統一化を図ってきたところでございます。 

現在もなお、大きな項目で言えば５項目ほどが未調整もしくは検討中となっておりますが、

都市計画マスタープランについては、年内には策定を完了し、年度内には公表してまいりたい

と思います。 

また、給食費の徴収方法・会計処理につきましては、平成２１年度から統一することで準備

を進めているところであります。 

なお、不均一課税となっております都市計画税や、地域ごとに異なる水道および下水道の公

共料金につきましても、統一に向け、鋭意検討を進めているところでございますので、ご理解

を賜りたいと存じます。 

次に、新市建設計画の３つの基本理念に基づく具体的な取り組みとその成果について、お答

えします。 

初に、活力ある交流都市の創造「にぎわい」についてであります。 

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・ぶど

う日本一の生産量を堅持し、笛吹ブランド形成を図るための施策に積極的に取り組んでおりま
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す。 

農業者にとって、やりがいと生きがいをもって、基幹産業であります農業に取り組める環境

づくりや、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、生

産性の向上等につながる農道、水路等の基盤整備、改修、有害鳥獣防止策など、地域からの要

望を踏まえた中で、その必要性・緊急性などを勘案しながら計画的に進めております。 

次に、観光事業については、笛吹市観光連盟を核として、観光資源と果実の連携を生かした

各種イベントの開催による来訪促進、中国など外国からの観光客の誘致に取り組んでまいりま

した。 

また、笛吹ブランドを確立するため、トップセールスマンとして全国や世界に発信し、関係

機関との連携のもとに、積極的に取り組んでいるところであります。 

次に、市道整備についてですが、限られた予算の中ではありますが、修繕、維持管理も含め

計画的に進めており、また、山梨環状道路や若彦路の整備など、県が実施している事業につい

ても整備促進に努めております。 

また、一般木造住宅の耐震診断や、診断結果に基づく耐震改修促進事業についても実施して

おります。 

水道事業につきましては、上水道事業を一本化し経済性を追及しながらも、公共の福祉の増

進を目指す企業経営として独立採算を図りながら、事業運営の健全性を確保するため、水道使

用料金の見直しを行うための作業に着手しております。 

次に、快適な生活都市の創造「やすらぎ」についてであります。 

市民の安心な暮らしづくり、安全・安心のための災害対策につきましては、 優先の課題と

とらえ、計画的な河川・水路の整備はもとより、いざという時の避難・防災意識を高める方策

を講ずるため、大規模災害時行動マニュアル、洪水ハザ－ドマップ、避難地図などを策定し、

災害に強い都市づくりを進めております。 

福祉関係につきましては、地域福祉計画、障害者福祉計画などを策定し、新たな計画に沿い、

高齢者や障害者に優しいまちづくりを目指しております。 

健康づくり事業におきましては、母子保健、成人保健事業のほか、特定高齢者のための運動

機能向上事業、栄養改善事業、また、特色ある事業として温泉を活用した市民の健康づくりの

促進や、高齢者の健康づくり、介護予防の観点から、高齢者に適した健康体操やレクリエーショ

ン活動を普及するための、シルバー体操指導員養成事業にも取り組んでまいりました。 

なお、本年度からは後期高齢者医療制度への取り組みや、特定検診・特定保健指導について

も取り組みを進めております。 

また、不妊治療に要する費用の一部を助成する不妊治療費支援事業も進めており、今後も充

実させてまいります。 

子育て支援につきましては、次世代育成支援行動計画に基づき、子育て支援のまちづくりを

進めており、子育て支援の拠点整備として、つどいの広場、子育て支援センター、ファミリー

サポートセンターを開設し、また、児童センターの整備も進めてきたところであります。 

学童保育事業についても、放課後子どもプランと合わせて充実を図っております。 

このほか、乳幼児医療費助成事業、児童手当支給事業、ひとり親家庭医療費助成事業等を実

施しており、安心して産み育てられる環境づくりを進めております。 
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次に、快適な生活環境づくりを推進するため、平成１８年度から５カ年において、生活系可

燃ごみ５３％減量を数値目標とした、ごみ減量化推進事業に取り組んでおります。 

さらに、ＢＤＦ事業や太陽光発電設置補助事業など、環境保護に対しても積極的に取り組ん

でいるところであります。 

また、甲府・峡東地域ごみ処理施設建設事業につきましては、関係３市とともに事務組合を

立ち上げ、平成２６年度完成に向け進めております。 

また、合併浄化槽設置整備事業につきましては、市全域の公共下水道事業計画区域外の地域

において、合併浄化槽設置事業補助金制度を導入し、その整備推進を図っております。 

次に、個性輝く自立都市の創造「きらめき」についてであります。 

「まちづくりは人づくり」という考え方のもとに、未来を担う人づくりのために、学校教育

や生涯教育の充実を目指しております。 

まず、学校教育関係では、各学校に支援スタッフを設置し、子ども一人ひとりにきめ細かな

サポートを行っております。 

また、教育アドバイザーの配置とともに、学校の指導を行う指導主事を学校問題対策担当の

要として設置し、教育相談員、カウンセラー、指導員等と共に、統一のとれたサポート体制の

確立を進めております。 

また、通学路の安全対策や登下校時の声掛けや、パトロール等の推進に取り組んでまいりま

した。 

さらに、次代を担う子どもたちのため、未来を見据えた、力強い「笛吹市学校教育ビジョン」

の策定に向けての取り組みも進めております。 

また、学校施設の大規模地震対策につきましても、９５％の施設の耐震化が完了し、今後も

引き続き計画的に取り組んでまいります。 

次に、青少年の健全育成につきましては、新たに青少年育成コーディネーターを設置し、青

少年育成推進協議会の活動や、放課後子どもプラン、家庭教育支援総合推進事業、体験活動や

実践活動を通しての青少年の健全育成を進めております。 

また、市民講座につきましては、スコレー大学をベースに各施設を利用し、多くの講座を実

施してまいりました。 

文化協会や地域の人材などを生かした取り組みも進めております。 

文化財関係では、甲斐国分寺・国分尼寺の整備事業をはじめ、史跡をテーマとしたフォーラ

ムや史跡めぐりの開催等も取り組んでおり、また、寺本古代寺院跡地を市の指定文化財に指定

するとともに、芦川地区古民家の整備活用のための調査も行っております。 

次に、スポ－ツ振興についてでありますが、体育施設の充実や施設の有効利用、利用者の健

康増進はもとより、スポーツに親しむ機会が少なかった人たちにも、スポーツを楽しんで、仲

間づくりや健康増進に取り組めるよう、総合型スポーツクラブの設立に向けて取り組んでおり

ます。 

次に、図書館関係でありますが、市内６カ所の公立図書館の利便性向上などにより、貸し出

し件数は全国の上位貸し出し件数となり、今後も特徴ある図書館運営を目指し、取り組んでま

いります。 

後に、個性輝く自立した自治づくりについてであります。 

市民への情報提供と行政の説明責任および市民の声の行政への反映を目的に、市政クイック
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アンサ－制度を平成１６年度から実施しており、また、１８年度からは市民ミーティングを制

度化し、市民との対話の機会の充実化を進めています。 

市民参加型の市政運営を進める施策としましては、総合計画策定のワークショップへの市民

の参画や、子ども議会、女性議会など通して、まちづくり施策への提案をいただいております。 

このほか、男女共同参画プランに沿った取り組みや、地域振興基金運用益を活用しての市民

活動の推進、市民との協働のまちづくりへの取り組みを進めております。 

さらに、パブリックコメント制度を導入し、各計画への市民のご意見をいただく仕組みも整

えております。 

次に、市民の皆さまの利便性を高めるための施策としましては、窓口業務の日曜サ－ビスと

して、昨年度から本庁の日曜窓口を開設し、納税や住民票の写し、税証明書の交付業務など実

施しております。 

また、住基カードの利用促進につきましても、自動交付機を市内７カ所に設置し、その普及

に努めております。 

また、行政の情報化計画や地域情報化の推進につきましても取り組んでいるところでありま

す。 

健全な行財政の運営につきましては、行財政改革大綱と集中改革プランの中で、今後も重点

的に取り組んでまいりたいと思います。 

特に、市税収納率の向上については、滞納整理システムの構築や市税収納率向上対策本部を

設置し、収納率の向上に努めております。 

公共施設運営の見直しについては、１８年度から指定管理者制度を導入し、施設運営の効率

化とサービスの向上に取り組んでおります。 

その他、行政評価制度や人事評価制度の構築を進めるとともに、職員研修の充実、計画的な

定員管理も進めております。また、選挙開票事務の改革につきましては、大きな成果を上げる

ことができました。 

今後も、将来をしっかりと見据えた中で、地方分権に即した自立性の高い、足腰の強い自治

体構築をめざしてまいります。 

後に、今後の取り組みについてでありますが、本年度からは、重要施策や多くの課題につ

きましては、第１次笛吹市総合計画・ふえふき協奏曲第１番「みんなで奏でる“にぎわい・や

すらぎ・きらめき”のハーモニー」の中で、着実に推進していきたいと考えておりますので、

どうか引き続きご支援を賜りたいと存じます。 

続きまして、市長の政治姿勢について問うについてお答えいたします。 

戦後の高度経済成長時代が１９９１年のバブル崩壊によって終焉し、わが国の政治、経済、

環境、教育、福祉等社会全般にわたり大きな方向転換が余儀なくされ、行政も大きく変わりつ

つあります。 

２１世紀の構造改革は、明治維新、戦後に次ぐ第３の改革の時代といわれ、２００６年９月

に発足した安倍内閣は、戦後レジームからの脱却と美しい国づくりを掲げられましたが、その

後は皆さんご承知のとおりであります。 

社会の大きな変革期には、人心は大きく乱れるのが常であります。時代の大きなうねりをど

のように受け止め、それを鎮めるための的確な政策をどのように打ち出すか、そして、それを

実行していくのが為政者の責務であります。 
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私は、市長就任時、市民第一主義を掲げ、５つの行政経営の柱のもと、「清潔・公平・公正に

徹し、隠し事のない市政」を市民の皆さまと共に確立し、「笛吹市が誕生してよかった」といわ

れるまちづくりに取り組む決意でございました。また、このことは今も変わることはありませ

ん。 

「先見性・洞察力・行動力等」といった首長としての資質が、私にどのくらいあるのかは、

議員諸賢および市民の皆さんの評価に委ねさせていただくものとして、私は自らの信ずるとこ

ろにより、本市の将来ビジョンをイメージしつつ、全身全霊を傾け、身を粉にして努力してま

いることをお約束いたします。 

さて、歴史を学ぶということは、過去を推し、将来を判断することであると認識しておりま

す。過去から何を学ぶかで、その後の人生は大きく違ってまいります。 

中国の戦国時代の儒学者である孟子は、性善説を主張され、仁義による王道政治を目指した

偉大な思想家でございます。 

もとより、浅学菲才の私にとって、過去の偉大な人物の教えに触れることは、この上ない喜

びでもあります。 

福沢諭吉の７つの心訓や、武田信玄の統率者としての５原則などの教訓は、私自身を律する

教えとさせていただいております。 

孟子の「覇道を廃して仁政の王道に帰れ」の教えは、井上議員のご指摘のとおり、すべての

為政者にとって傾聴に値するものでございます。 

孟子の教えは教えとして、私自身の今後の人生の中に生かしてまいりたいと存じます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○副議長（風間好美君） 
答弁が終了しました。 
続いて、再質問を許します。 
井上一已君。 

○１番議員（井上一已君） 
今、施策の面と政治姿勢の面、ご答弁をじっと聞かせていただいたわけでありますが、なる

ほどそうだったなという感じを受けたわけであります。 
大きくわけまして、私は２つ質問したわけでありますが、施策の面と政治倫理の面について、

今回は質問したわけでありますが、両方とも本来であれば政治倫理の問題も再質問したいし、

施策の面についてもしたいと思っていたわけでありますが、会派の時間もございますので、き

らめきの都市を創造するために、学校教育について触れていただきましたので、さっき曽根先

生も触れていただきました。 
学校教育について再質問させていただきたい、この１点に絞っていきたいと思っております。 
市長と曽根先生のお話を聞いていまして、もちろん日常生活４年間の中で教育に対する考え

方、非常に重く見ているという施策をわれわれは知っているわけでありますが、笛吹市の教育

行政を見て私が感じたことは、特に今も答弁を聞きまして感じたことでありますが、あれは長

岡藩であったでありましょうか、米百俵の故事というのがあるんですね。市長さんもご存じだ

と思いますが、あの地域では今でも米百俵の精神というのが生きているわけですね。 
いわゆる戊辰戦争が１８６８年、明治元年ですが、そのときに薩摩、長洲を中心とした、今、

篤姫をやっていますので、ずっと東北方面へ攻めて行ったんです。東北方面は３０くらい藩が
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あったんです。奥羽越列藩同盟というのを組んで、新政府に反対しようと戦ったわけです。今

の新潟県長岡藩も戦って敗れてしまって荒廃してしまった。そこで、近所の非常に協力的な藩

が、それを見るにみかねて米百俵を送ったんです。江戸時代であれば藩主と言ってもいいと思

いますが、その当時は大参事・小林虎三郎さんという人であったわけですが、その百俵の米を

いただいて、これをすぐ食べるにはもったいないと。もっとわれわれが必要なのは人材育成す

ることが必要なんだと、こう言いまして学校施設をつくる資金に充てた、米百俵を売りまして。 

どういう学校を造ったかと言いますと、国漢学校の施設の資金に充てたわけです。そして、

人材育成をしたということであります。 

今もそれが残っているわけでありますが、衆議員の誰かがそんな米百俵、あるいは米百俵の

故事を使ってお話しをしていたのを、テレビで聞いたことがあるわけであります。 

そこで、お願いをしたいと思いますが、今、小学校、中学校は非常に教育を重視していると

いうふうに市長が申し上げましたが、重視していただいておりまして感謝をしているわけであ

りますが、石和高校は２２年に新しい学校として開校するわけです。再来年ということになり

ますね。普通科３クラス１２０名です。そして総合学科３クラス１００名、農業科２クラス、

８０名、合計８クラス、３００名です。県下でも有数な大規模校になるわけであります。 

こうして、新しくスタートするわけでありますが、市長が前に、取り付け道路を造っていた

だいたわけですが、非常にうれしかったわけであります。やはり石和高校は市内唯一の学校で

ありますから、やはり普通高校があり農業実業高校があるというのが、一番理想的かもしれな

いのですが、しかしながら、普通科、総合学科、農業科、これを合わせた学校を造っていただ

いて、非常にうれしいわけでありますが、これを人材育成の拠点にしないといけないのではな

いかと思うわけでありますが、ぜひ、時代に流されないような高校を造ると。子どもたちにも

父兄にも、魅力ある学校を石和高校はつくっていくということが必要ではないかと思っていま

す。 

これがやはり市の発展につながっていくのではないかと、私は思っているわけですが、たま

たま市長は後援会長をまだおやりになっているのではないかと思うわけですが、そういう観点

に立ちまして、石和高校をどうしていくかということをぜひ、これからも真剣に考えていただ

ければありがたいと思っております。 

再質問で、突然でありますので、ご答弁をしていただくのは非常に酷かもしれませんが、ご

見解がありましたらお伺いしたいと思います。その１点だけお願いしたいと思います。 

○副議長（風間好美君） 

市長、荻野正直君。 

○市長（荻野正直君） 

ただいまの井上議員さんの再質問でございますが、石和高校は平成２２年に新しい学校にし

ようと、こういう形で今鋭意進んでいるわけでありますが、実は、笛吹市の教育を語るときに、

今仕上げにも入っているわけですが、学校教育ビジョンをつくるにあたって、本来ならば、お

話しを何回かしておりますが、コンサルを中心にしてビジョンというのは大体つくっていくと

いうのが、普通のパターンでありますけれども、今回の笛吹市の教育ビジョンというのはすべ

て手づくりであります。この中でいろんな意見が出てきました。 

と言うのは、例えば、小学校１年生になるときに、どういう資質の子どもが一番ベターかと

いうようなところも、実は議論の対象になっているわけです。そこで１つ浮かび上がりました
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のが幼児教育、特に保育園・幼稚園をどうするか。実際に考えてみますと、合併前の保育所そ

のものは、どっちかと言うと全部、各保育園にお任せであったわけです。今、合併して学校教

育ビジョンをつくるときに私もはっと思ったんです、話を聞いていて。思いましたのは、やは

り保育所についてもきちんとした組織、きちんとした体制をつくらなければ、保育所としてこ

れから欠けている部分が出てくるのではないのかと思いました。 
そして、学校へ上がるまでに、果たしてどれだけのことをしなければならないかと、いうこ

とをきちんと互いに確認しながら進めましょうと、これが１つ大きく浮かび上がりました。 
来年からたぶん取り組めると思いますが、どういう名前になるか分かりませんけれども、保

育ビジョンであるとか、そういう保育所の健全計画、何々計画という形に、これを一つ作ろう

と考えております。 
それから、もう１つは、やはり長いスパンの中で生涯教育というものもかなり、今回もお話

してありますけれども、既にスコレー大学を中心にして、年間１５０以上の講座が開かれて、

２，７００人という大勢の生涯学習、なおかつそのほかに文化協会あるいは体育協会、こういっ

たものがございます。 
しかし、その間の高校について、やはり県立高校であるがゆえに、市ではなかなかいままで

余り手を出さなかった。しかし、やはり笛吹市全体のことを考えるときに、１つしかないこの

高校をどう育てていくか。私の思いますに、今、全県一区になりましたよね。したがって、特

に笛吹市の高校を特色ある高校にするために、市としてもできる限りのご援助をさせていただ

き、たまたま今の石和高校には、石和高校後援会というのがございまして、いわゆる行政でも

意見が言える場もございますものですから、そういったものを 大限に生かした形で、新しい

高校をつくるについて提案をし、また、できることは市民と共にしていきたいと、こんなふう

に考えております。 
○副議長（風間好美君） 

再質問の答弁が終了しました。 
続いて、再々質問ありますか。 
井上一已君。 

○１番議員（井上一已君） 
再々質問はないわけでありますが、代表質問が終わりましたので、ひとつお礼だけ申し上げ

たいと思っていますが、これで代表質問が終わるわけですが、市長をはじめそこにいらっしゃ

る幹部の皆さん方には、本当に私の愚問、あるいは清新会の質問に誠心誠意、真剣に答えてい

ただきまして、心から御礼申し上げたいと思っております。 
それから、市長は、今、常在戦場の感がいたします。お体に気をつけていただきたいという

ことをお願い申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。 

ありがとうございました。 
○副議長（風間好美君） 

以上で、清新会の代表質問を終わります。 
続いて、新和会の代表質問を行います。 
堀内文藏君。 

○１０番議員（堀内文藏君） 
新和会の堀内でございます。 
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新和会を代表いたしまして、９月の代表質問をさせていただきます。 
平成１６年１０月１２日、６町村が合併し、新しく笛吹市が誕生し、またたく間に４年が経

ちました。この９月議会が議員 後の議会となりました。市民の声や要望を行政に、また市政

発展のために何を成すべきかが、われわれ会派も研修や勉強会を行いながら、代表質問また一

般質問を通し、ときには直接市長とも話し合いを持ちながら、議員活動を行ってまいりました。 
私たちの会派は、主に農林業振興、防災関係、教育・福祉問題、地域振興等に力を入れ、執

行者に強く要望してまいりました。 
執行側も、市長を中心に前向きにわれわれの諸問題に取り組み、実現に力を入れて実行して

いただき、感謝を申し上げます。また、ともにこれらの市政発展のため、なお一層の努力をお

願いし、代表質問に入らせていただきます。 
１問目、災害緊急時の事前防災対策に雨量計と地滑り計の設置を。 
災害の定義にはさまざまありますが、笛吹市における災害対策の基本は、台風や集中豪雨に

よる水害であり地震であります。 
笛吹市は、６５％を急傾斜地の多い山林面積で占められ、市の中心街は笛吹川の川底よりも

低く、一本の堰堤だけで市の中心街を守っているのが現状であります。 
近の全国各所の災害を見ますと、誠に心細さを感じるところでもあります。 

笛吹市民にとって、昔も今も洪水による水害と、いつきてもおかしくない東海沖地震等への

不安は少しも解消されておりません。 
明治４０年の大水害から１００年になり、関東大震災から８５年、今も当時の記憶は語りつ

ながれております。 
この夏は各所に集中豪雨があり、大きな被害をもたらしており、 近では近畿地方に降った

ゲリラ的集中豪雨の影響で急激な増水のために、川で遊んでいた学童保育の小学生３人と女性

２人が死亡し、また、九州・四国地方では、長雨と大雨のために裏山が崩れ家屋の下敷きにな

り、尊い人命が失われております。 
市民の安全・安心のための災害対策については、 優先の課題と市長は言っておられます。 
災害から人命を守るには事前の対策が絶対条件と思いますが、現在、市内に設置されている

雨量計は何基で、設置場所と非常時の計測、本部への報告はどのように行われているのか伺い

ます。 
また、大雨による避難情報や避難警報のときに避難指示を発令するのは市長であります。そ

の目安として、市内各所に雨量計を増設し、電話回線等を使い、本部で一極集中管理ができる

ような考えがあるのか、伺います。 
次に、市のハザードマップを見ますと、土石流や急傾斜地の危険個所は、中山間地を中心に

多く、集落や人家の近い危険個所には地滑り計の設置も必要と思いますが、市の考えをお伺い

いたします。 
２問目に入ります。 
市内循環バスの試験運行と本運行へ向けての見通しは。 
市は、平成２０年度市営バス運行事業費４，５００万円の予算を計上し、合併前より運行を

行っていた巡回バス３路線に併せ、石和温泉駅を起点として３路線を新設し、高齢者や障害者

の足の確保として、今年１月より試験運行を行ってまいりました。 
その結果、新３路線とも８月１１日より運行内容が変わり、運行路線の延長・変更・中止路
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線と、一部が変わってきております。地域の要望と実証運行を行った結果での内容変更と思い

ますが、一番の理由と、新路線の１月からの実証運行実績を伺います。 
また、金川原路線は、元山交バスの終点地であった上黒駒坂野地区までの路線延長の要望が

地区の住民や、特に高齢者から要望が多いですが、延長はできないのか伺います。 
また、他の地域についても、交通網の変更を検討しているようですが、合併前より運行を行っ

ていた一宮町循環バスと境川町巡回バス延長は、巡回バスも新路線と同様に石和温泉駅までの

路線延長はできないのか。また、市民の高齢化が進む中で農村地域の集落は高齢者で守られて

いるところが大きく、市営バス路線の充実は今後 も期待されることと思います。 
本運行へ向けては、何を基準にいつころになるのか市の考えをお伺いし、代表質問とさせて

いただきます。 
○副議長（風間好美君） 

質問が終了しました。 
当局の答弁を求めます。 
市長、荻野正直君。 

○市長（荻野正直君） 
新和会、堀内文藏議員の代表質問にお答えいたします。 
はじめに、災害緊急時の事前防災対策に雨量計と地滑り計の設置をのご質問です。 

気象庁が大雨注意報や大雨洪水警報などを発令しますと、総務課消防防災担当をはじめ、支

所地域課、建設部土木課、産業観光部農林土木課職員が中心に、情報を収集し、必要な体制を

とっております。 

大雨が原因で発生する、土石流や河川の氾濫などに対する対策を進める上では、雨量を迅速

かつ正確に測定し、分析することが極めて重要になります。 

本市では、現在、国土交通省や山梨県がホームページに掲載している、雨量や河川の水位情

報および雨雲の移動予想などを利用しておりますが、それは国・県・気象庁が設置しています、

市内７カ所の雨量計からの情報がもとになっております。 

市が独自で設置する雨量計は、支所に設置されている７基で、ロール紙による打ち込み式の

ものが主であり、コンピュータ上の画面で見ることはできませんので、結果のデータとして利

用しているのが現状であります。 

また、笛吹きらめきテレビでは、一宮地区の３カ所に観測ポイントを設け、ＣＡＴＶで放映

していますが、極めて局地的な観測データであります。 

ご質問のとおり、これらの雨量情報は一元管理されたデータを、関係者が同じように確認で

きることが大切であり、的確な住民避難を指示する上で不可欠であると考えております。 

今後につきましては、国・県などの関係機関に観測ポイントの増設をお願いするとともに、

観測システムの充実に向けて、費用対効果を考えながら調査研究を進めてまいります。 

次に、地滑り計の設置についてでありますが、山梨県では平成１８年度から本年度まで３年

間をかけて、県内の土砂災害防止法に基づく基礎調査を実施しており、現時点では、土砂災害

警戒区域が県内では２,３６７カ所、市内では９３カ所、土砂災害特別警戒区域は、県内１,

９８８カ所、市内６９カ所が指定されています。 

この土砂災害警戒区域は、土石流、急傾斜地の崩壊、または地滑りが発生する恐れのある区

域をいい、土砂災害特別警戒区域は、土砂災害警戒区域のうち建物に損壊が生じ、住民等の生
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命または身体に著しい危害が生じる恐れのある区域をいいます。 

ご質問の地滑り監視については、平常時からすべての危険個所に観測機器を設置するもので

はなく、土砂災害警戒区域など危険個所でクラック等の前兆現象が現れたときに、山梨県の地

滑り対策事業により、伸縮計を設置し観測をすることとされております。 

その観点から、現在、峡南地区、大月地区の１０カ所ほどに伸縮計が設置されていますが、

本市としましても、県などの関係機関と情報交換しながら、対応を検討してまいります。 

続きまして、市内巡回バスの試験運行と本運行へ向けての見通しはについてのご質問にお答

えいたします。 

まず、実証運行、内容変更の理由と、運行実績についてであります。 

市営バス運行事業は、合併以前より運行しております、一宮循環バス、および境川巡回バス

をそれぞれ継承しながら、新たに、交通利便性が低い公共交通空白地域の解消と、主に単独歩

行が可能な高齢者や軽度の身体障害者の移動手段の確保を目的に、本年１月より市内３路線に

おいて実証運行を行っております。 

１月７日から８月８日まで、１４８日間の実証運行路線における利用実績は、東側路線２,

２９０人、西側路線４,１７６人、金川原路線４,７３１人、合計１１,１９７人で、１日平均７５.

７人のご利用でありました。 

この運行実績と利用者および沿線住民アンケートの結果に合わせ、地域のニーズを加味しな

がら、さらなる利便性の向上と利用者数の増加に向けて、実証運行の内容検討を行い、８月

１１日より３路線の一部路線、および運行時刻の変更を行ったところであります。 

次に、上黒駒地域のバス路線の延長についてでありますが、今回の実証運行バスの対象地域

は、集落等が形成され、まとまった居住があるにもかかわらず、利便性の高い公共交通が利用

できない地域であります。 

ご質問の上黒駒地区につきましては、今後、実証運行の中で運行ルートなど、前向きに取り

組みをさせていただきます。 
次に、一宮循環バスと境川巡回バスのＪＲ石和温泉駅への接続についてでありますが、一宮

循環バスと境川巡回バスは、病院、公共温泉、市役所支所等、地域内の施設を巡回する、市民

の貴重な移動手段としてご利用いただいております。 

今後は、市営バスの充実を図っていくために、地域の利用ニーズを把握するための意向調査

を実施し、ＪＲ石和温泉駅への接続など、広域的な公共バスの運行に向け取り組んでまいりま

す。 

次に、本格運行の基準と実施の時期についてであります。 

現在、実施している変更実証運行バスの結果と、さらには、広域的バスの実証運行など、さ

まざまな路線の検証を重ねていく中で検討していきたいと考えております。 

自治体運営のコミュニティーバスの存続か廃止かの判断基準の一例といたしまして、運行経

費採算ベースに対する運行収入率２５％という目安がございますので、これも本格運行に移行

するための、一つの参考としていきたいと考えております。 

本格運行実施に踏み切るためには、今後も市民の皆さまの市営バスに対する利用者ニーズを

可能な限り把握し、費用対効果も勘案しながら考えていかなければなりません。 

昨今の社会情勢から考えますと、市民の利便性向上はもとより、交通渋滞の緩和、車の排出

ガスによる環境悪化を防止するためにも、公共交通の重要性が見直されております。 
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市民にとって利用しやすい、より効率的、効果的なバス交通システムが構築できますよう、

既存のバス路線も含め、また状況に応じながらデマンド方式も視野に入れながら、さらなる検

討を進めてまいりたいと思いますので、よろしくご理解をいただきたいと思います。 

以上、答弁とさせていただきます。 
○副議長（風間好美君） 

答弁が終了しました。 
続いて、再質問を許します。 
堀内文藏君。 

○１０番議員（堀内文藏君） 
今年の７月１０日に新聞紙上において、「甲府地方気象台大雨情報伝達できず、システム設

定ミス、確認作業も怠る」と、大見出しで記事が載っておりました。 
こうした単純なミスが大災害のもとにならないとも限りません。 も信頼している気象庁の

情報配信システムの原因とならば、何を基準に市長は避難勧告や避難指示の発令をしたらよい

のか分かりません。一瞬の判断、これの遅れで大惨事を招かないとも限りません。 
昨日は、一宮町を中心に、１時間に７０ミリという集中豪雨がありました。こうした中で、

市は費用対効果を考えながら雨量計をと言っておりますけれども、雨量計はやはりぜひとも市

独自で管理観測できるよう、できるだけの努力をお願いしたいと思いますし、また、地滑り計

については、県とも協議し、危険個所が多々ありますので、ぜひそのへんも力を入れていただ

きたいと、そんなふうに思います。 
次に、市営バス巡回については、これは先ほども市長が言っておりますように、合併時にお

ける約束事と位置付け、むしろ市長の公約以上に重大な問題であります。金川原路線は旧鎌倉

街道で、山梨交通の路線であっただけに人家も多く、地域の人たちにとっては坂野地区までと

願っております。富士急行バスのバス停までには相当の距離があり、老人や障害者の足ではと

うてい無理の距離であります。現在、下黒駒の上町屋まできておりますが、もう少しの距離で

すので、将来は坂野地区までと願うところですが、せめて若宮地区の東小学校の裏まで、距離

にして５００メートルか６００メートルですので、ぜひ延長してもらいたいと思います。先ほ

ども市長は前向きに検討すると。検討ということはなるべく早く、できたらお願いしたいので

強く申しておきます。 
再質問に入らせていただきます。 
市内には、床下浸水や床上浸水地域が石和町をはじめかなりの面積があります。水害を少し

でも軽減するためには、一般家庭の水防対策として、土のう等をはじめ水防資材の準備はどの

ように行われているのか。また、有事に対して水防対策の指導と、避難所の確認や避難所への

避難順路の住民への指導は、どのように行われているのか伺います。 
また、市内循環バスについては、通学など学生や一般の人たちも気軽に利用できる時間表や

路線を組んでもらえるようにお願いしたいことと、石和温泉駅を利用している観光客にも、年

間を通して市内観光に利用できるようにしてもらえたら、ありがたいなと、そんなふうに思い

ます。 
また、巡回バスの利用者増を図るために、市民へのＰＲを強く行うべきと思いますが、これ

はどのように行われているのか、そのへんも伺います。 
以上、再質問をよろしくお願いします。 
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○副議長（風間好美君） 
再質問の答弁を求めます。 
岩澤建設部長。 

○建設部長（岩澤重信君） 
堀内文藏議員の再質問のうち水防資機材に関するご質問につきまして、お答えさせていただ

きます。 
本市には、一級河川沿いの重要水防警戒区域および本庁、支所、それから一部の行政区にお

きまして、現在２２カ所の水防倉庫を抱えております。スコップ、ツルハシ、鋤簾、かけや、

土のう類、それから麻袋、ロープ類、杭等の水防用の資機材、場所によりましてはチェーンソー

等の大型機械も保管しておりまして、災害時には被害発生地に も近い水防小屋から、必要な

資機材をいつでも調達できる体制が敷いてございます。 
それから、河川の決壊等の場合におきましても、初期の水防体制に必要な資機材につきまし

ては、先ほどの２２カ所の水防小屋の中に必要量の在庫は抱えておると判断しております。 
それから、資機材等のチェックでございますが、毎年４月、出水期前に支所と、それから建

設部の土木課の職員におきまして、２２カ所の水防小屋の水防資機材の在庫量をすべてチェッ

クしてございます。その時点において過不足があれば補充してございます。 
それから、中途におきまして、この間の集中豪雨のような中で、必要な水防資機材を消化し

た場合につきましては、その都度、責任を持って補充する体制が整えてございます。 
以上のような点から、今後につきましても、水防資機材等の調達につきましては、実態を踏

まえまして、使用時点におきましてきちんと補充をする体制につきまして、今後につきまして

も継続して整備をしておりますので、ご理解をよろしくお願いいたします。 
○副議長（風間好美君） 

梶原総務部長。 
○総務部長（梶原清君） 

堀内議員の質問の中で、避難誘導の関係について総務部のほうでお答えいたします。 
今年の防災訓練、８月３１日に実施しました笛吹市防災訓練につきましては、東海地震の発

生を想定して実施しましたが、避難につきましては、集合地、一時避難場所から指定避難場所

までの安全な経路の確認訓練も、全行政区のほうへ今年お願いしたところでございます。 
ご指摘の風水害に対しまして、避難経路の確認・指導につきましては、昨今の局地的大雨に

よる土砂災害を考えますと、非常に重要であると考えるところであります。そのため、個々の

危険な区域・地域、いわゆる土砂災害特別警戒区域を対象としまして、細かなエリアの中で避

難マニュアルの作成や避難訓練が重要であると考えております。 
今年、６月１日に土砂災害による避難訓練を御坂町の戸倉地区で実施しましたが、この訓練

は避難マニュアルを用いて、地域の現状を説明し、避難手順も含めた具体的な行動を示したと

ころでございます。 
突発的な土砂災害は、避難マニュアル作成過程で住民説明会などを行うなど、市と住民が同

じ考え、共通の認識を持ちつつ、避難勧告や避難指示をすることがとても重要だと考えます。 
市内には、多くの土石流危険区域や急傾斜地が点在していますので、今後、風水害訓練とし

て、個々の地域ごとの訓練を実施していきたいと考えております。 
以上、答弁といたします。 
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○副議長（風間好美君） 
池田経営政策部長。 

○経営政策部長（池田聖仁君） 
堀内議員の再質問、ハス交通につきましてでございますが、先ほど市長は、「上黒駒地域に

ついては前向きに検討する」というふうにお聞きになったということでございますが、市長は、

「上黒駒地域につきましては、前向きに取り組む」というご発言をなさっておりますので、聞

き違えではないかと考えます。 
そのことにつきましては、一宮巡回バスの見直しに伴いまして、必然的に金川原路線も見直

しをしなければならないと、いうことが前提にありますので、よろしくお願いいたします。 

次に、通勤・通学者や一般市民の皆さまの利用しやすいバス交通でございますが、このとこ

ろ、私どもは利用者のニーズにお応えしながら、実証運行を実施しておるということでござい

まして、この１月１日から実証運行を開始いたしましたけれども、その後のいろいろな調査と

か市民の皆さまのお声を聞く中で、この８月１１日から新しいルート、いわゆる基本的な部分

は変わりませんけれども、ルートとかダイヤの見直しを行いまして実証運行をしております。 

このように実証運行をその都度変えるというのは、基本的に２カ月、手続きがかかってしま

いますから、なかなか思うようにいかないというところが現状でございまして、いずれにして

も、ご質問の趣旨に沿ったような取り組みにつきましては、現にしておるということでご理解

をぜひお願いしたいと思います。 

それから、石和温泉駅を利用いたします観光客の皆さまにも、使っていただいたらどうかと

いうような、ＰＲをしたらどうかというようなご質問ではなかったかと思いますが、基本的に、

市民の皆さまの公共交通の確保と、それから観光客の皆さんの公共交通の利用ということで、

実は、この実証運行を開始する以前から両方、いわゆる一石二鳥が可能かどうかということを

かなり研究をしてまいりました。 

ただ、そうは言いましても、なかなか難しい面がたくさん出てきまして、一番の原因となる

のは、観光客の皆さんが目的とする目的地、いわゆるどこに連れて行ってほしいのかというこ

と、市民の皆さんが利用したい目的地はどこなのかと。それが重なる部分というのは大変少な

いわけです。 

ですから、私どもが行っております市の巡回バスにつきましては、あくまでも交通弱者の交

通手段の確保ということをターゲットに、今回は一部の身障者の皆さまでございますとか、高

齢者の皆さま、いわゆる交通弱者を対象に行っていると。 

ちなみに、観光客の皆さまにつきましては、実は、４月から９月下旬までの間、周遊観光バ

スを石和温泉駅を起点といたしまして、市内の観光拠点を巡回する周遊コース、県立博物館

コース、すずらんコースの３路線を対象に運行しておるという状況がございます。 

以上、答弁といたします。 

○副議長（風間好美君） 

再質問の答弁が終わりました。 

再々質問ありますか。 

堀内文藏君。 

○１０番議員（堀内文藏君） 

再質問にお答えをいただきましてありがとうございました。 
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後になりますが、一宮循環バスと境川巡回バスを石和温泉駅までの路線延長を行えば、い

ままでの交通不便の地域、例えば八代町もこれによってカバーできると思います。また、春日

居地域もこの一宮町からのバスで補える面もあろうかと思います。 

そうした中で、利用者の少ない東側路線また西川路線の関連ともうまくいき、利用者増も図

れると思います。これは二重の質問のようになりますが、ぜひそのへんを強く研究してもらい

たい、そんなふうに思います。 

また、市営バスの運営については、老人や障害者への、また市民へのサービスを目的に行っ

ている事業だけに予算も厳しいと思いますし、また、その目安として２５％ということも、市

長は先ほどおっしゃっておりましたけれども、いずれにしましても、市民サービスということ

を重点に置いておりますので、この件については時間をかけた取り組みが肝要、肝心ではない

かなと思いますので、ぜひ慎重にできるだけ早い本運行を期待しておりますので、ひとつよろ

しくお願いいたします。 

以上をもって、私の代表質問を終わらせていただきます。 

○副議長（風間好美君） 

池田経営政策部長。 

○経営政策部長（池田聖仁君） 

はじめに、一宮循環バスと境川巡回バス、これのＪＲ石和温泉駅までの路線延長ということ

でございますが、先ほどお話をさせていただいたように、２つの既存の路線につきましては、

そういう広域的な運行を現在検討中でございまして、具体的には、この９月から地域に対しま

してアンケート調査を行いたいと考えております。 

その中で、どのくらいの方々が石和温泉駅までのアクセスを求めているのか、そのへんから

既存路線の見直しを進めてまいりたいと思います。具体的には本年度末までに新しい運行案と

いうものを策定していきたいと考えております。 

それから、時間をかけた取り組みということでございますが、必然的に今現在実証運行して

いる部分も含めまして、市内の公共交通の確保という部分につきましては、路線ごとの話だけ

ではないのです。すべてリンクしておりますので、いわゆる芦川路線バスも含めた中で、どう

いふうに構築していくのかということ。ですからこれには少し時間をいただかないとできない

ことだと思います。 

ですから、実証運行の方向性、それからルート変更という部分につきましては、３カ月スパ

ン、半年スパンでかなりの部分というのは、検証結果で求めることができますが、全体の流れ

といますと、やはりそこへいって１年では難しいのかなということは感じておりますし、それ

から、一宮路線、それから境川路線というものも一緒になって、トータル的に考えていくとな

りますと、あと少しお時間をいただきたい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。 

以上、答弁といたします。 

○副議長（風間好美君） 

以上で、新和会の代表質問を終わります。 

暫時休憩といたします。 

再開は、３時５分とします。 

休憩  午後 ２時５０分 
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再開  午後 ３時０５分 

○副議長（風間好美君） 

再開します。 

続いて、公明党の代表質問を行います。 

川村惠子君。 

○２８番議員（川村惠子君） 
公明党を代表して質問をさせていただきます。 
まず、はじめに、少子化対策の中で、妊婦健診の公費負担の拡充についてお伺いをいたしま

す。 
国の予算における妊婦無料健診費用の助成が、平成１９年度に大幅に拡充され、おおむね

５回分の妊婦健診費用助成が地方財政措置されました。 
笛吹市においては、県下でもいち早く２回から５回に拡充され大変に喜ばれています。 
妊婦健診は、１４回程度の受診が望ましいとされており、保険適用がなく全額自己負担です。

近年、妊婦健診を受けることなく、出産間近に初めて病院に飛び込み出産が、都市部を中心に

増えています。病院側にとって、母体や胎児の状態が分からない妊婦の受け入れは、リスクが

高く、救急搬送の受け入れを断る１つの要因となっています。 
そこで、本市の少子高齢化の一環として、安心で安全に出産ができるように、さらに公費負

担の拡充についてのお考えを伺います。 
２点目として、不妊治療の助成拡充についてお伺いします。 
不妊治療費助成事業が、次世代育成支援の一環として平成１６年度からスタートしました。

この不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、臨時の特例措置として、医療保険が適用されず

高額な医療費がかかる、配偶者間の不妊治療に要する費用の一部を対象者に助成するものです。 
医療保険が適用されない体外授精や顕微授精について、公的支援を行うもので、当初、通算

２年だった支給期間が、公明党の積極的な粘り強い働きかけにより、平成１８年度からは通算

５年に延長され、さらに平成１９年度からは支給額が年１回１０万円から、１回１０万円を年

２回までに拡充され、所得制限も緩和されました。 
笛吹市においては、年１回１０万円を限度に通算５年助成していますが、不妊治療には長期

にわたる場合も多く、身体的、精神的な負担も大きく、経済的な負担の重さが指摘されていま

す。 
子どもがほしくてもできない家庭へのさらなる支援を望みますが、市のお考えを伺います。 
３点目として、乳幼児医療費無料化の拡充についてお伺いいたします。 
子育て世帯の小児医療費による負担を少しでも軽減しようと、乳幼児医療費助成制度が設け

られ、対象年齢も徐々に拡充され、笛吹市においては、現在、通院は０歳から５歳の誕生月ま

で、入院は０歳から小学校就学までとなっています。 
さらに、この４月からは社会保険の方も、国民健康保険加入者の方と同じく、窓口において

無料化になり、本当に若いお母さん方から喜ばれております。 
しかし、対象年齢の一層の引き上げを求める声は、依然として強く聞かれます。子育て世帯

の経済的な負担を少しでも軽減し、さらに安心して子どもを生み、育てやすい環境をつくるた

めにも、優先される課題です。 
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対象年齢拡充について、市のお考えをお伺いいたします。 
後に、災害時要援護者支援対策の取り組みについてお伺いいたします。 

平成１６年に各地で発生した豪雨や地震などで、多くの高齢者が被災したことから、平成

１８年３月、国は災害時要援護者の避難支援ガイドラインを示し、具体的な避難支援計画の策

定等の取り組みを市町村に求めております。 
要援護者の名簿作成など、対象者が個人情報保護法の理由に拒むケースなど、さまざまな障

害や問題などで、全国においても支援体制の取り組みが遅れ、進んでいないのが現状です。 
笛吹市にあっても、いつ・どこで・どのような災害が発生するか分かりません。災害時に、

自らの身を守ることが困難である高齢者や障害者等、要援護者を適切に避難させる体制を整備

することが必要と思われます。 
笛吹市においても、災害時要援護者支援登録事業を推進しておりますが、現状と今後の取り

組みについて、市のお考えをお伺いいたします。 
以上で、質問を終わります。 

○副議長（風間好美君） 
 当局の答弁を求めます。 
 市長、荻野正直君。 

○市長（荻野正直君） 
 公明党、川村惠子議員の代表質問にお答えいたします。 
まず、少子化対策についてのご質問でございます。 
妊婦健診の公費負担の拡充についてでございますが、平成１９年１月、厚生労働省の妊婦健

康診査の公費負担の望ましいあり方についての通知によりますと、健診回数は１３回から

１４回程度が望ましいとされておりますが、健康な妊娠、出産を迎える上での 低必要な健診

の回数は、少なくとも５回と示されております。 
これを受けて、笛吹市では公費負担を２回から５回に拡充してまいりましたが、母体や胎児

の健康を確保する上で、妊婦健診の重要性、必要性が一段と高まっております。 
妊娠・出産にかかる経済的負担を軽減し、安心して生み育てる環境づくりが重要であります。 
妊婦健診のさらなる拡充につきましては、医療機関等の調整を図りながら、２１年度には公

費負担回数を８回に拡充してまいりたいと考えております。 
次に、不妊治療の助成についてであります。 
子どもを望んでいる夫婦の１０％から１５％が不妊であるといわれ、子どもに恵まれず不妊

治療を受けている夫婦が増加いたしております。 
不妊治療は身体的にも、また、経済的にも負担が大きく、子どもを持つことをあきらめざる

を得ない夫婦も少なくありません。 
笛吹市では、これらの夫婦を支援するために平成１９年４月より、不妊治療費支援事業を実

施してまいりました。 
助成内容は、治療に要した自己負担額の５０％で、１０万円を限度に年１回とし、５回まで

が助成の対象となっております。 
平成１９年度においては３１件の申請があり、２件の双子を含む１４件の新たな生命の誕生

を迎えたところであります。 
こうした昨年度の成果を踏まえ、不妊治療費の経済的負担を軽減するため、年１回の助成を
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次年度からは２回に拡大し、さらなる支援を行ってまいりたいと考えております。 
次に、乳幼児医療費無料化の拡充についてであります。 
乳幼児医療費助成制度は、昭和４８年に創設された制度で、以後、年齢の拡充など制度の見

直しが行われ、平成１２年度に現在の５歳未満の通院と、小学校就学前までの入院を助成の対

象としたところであり、本市でも、県と同様の助成対象年齢で現在に至っております。 
子どもの成長過程における就学前の時期は、免疫力も弱いため、医療機関にかかる回数も多

くなりますが、小学校就学後は生活リズムも変わり、心や体の発達が進み、病気になりにくく

健康な体に成長していくことは、周知のとおりであります。 
そこで、本市におきましても、財政上厳しい面もありますが、新年度からは通院の助成対象

年齢を、入院と同じ就学前までに拡大してまいりたいと考えております。 
また、入院時に負担する食事療養費についても、助成の対象としたいと考えております。 
次世代への も大切な架け橋となる子どもの誕生を祝福し、慈しみ、守り育てることは社会

の責務であると考え、これらの事業を実施することで、安心して生み育てられる環境づくりを

一層推進してまいりたいと思います。 
続きまして、災害時要援護者支援対策の取り組みについてのご質問にお答えいたします。 
本年４月から全行政区および民生委員・児童委員ならびに関係機関のご協力の下、市を挙げ

て取り組みを進めてまいりましたが、９月１日時点で１０９の行政区から４７０人の登録があ

りました。 
事業としては初めての試みであり、個人情報を扱うことから集約することが大変であったと

伺っております。ご苦労をいただきました関係者の皆さまに対しまして、改めまして御礼を申

し上げます。 
今後の取り組みにつきましては、まず、登録者への声掛け・相談など日常的な取り組みを進

め、地域を挙げて事業を定着させることであります。 
登録者の中には、地域支援者の氏名が１名しか記入されていなかったり、組長さんが複数の

地域支援者になっている方もおります。 
これでは災害時に対応が困難ですので、日常的な取り組みの中で変更するなど、内容の充実

を図ってまいります。 
さらに、お年寄りなどの生活は日々変化しておりますので、新たに登録をしていただく必要

がある方、内容の変更が必要になる方などもおられますので、台帳につきましては、区長さん、

民生委員さんのお力を借りながら、支所を中心に常に更新し、災害時に備えていきたいと考え

ております。 
また、過日の防災訓練では、災害時要援護者を含めた訓練も取り組んでいただきましたが、

これにつきましても検証を進めております。 
このような取り組みを進める中、地域のことは地域で守るという災害に強い地域づくりを進

めてまいります。 
以上、答弁とさせていただきます。 

○副議長（風間好美君） 

答弁が終了しました。 

続いて、再質問を許します。 

川村惠子君。 

 ８６ 



○２８番議員（川村惠子君） 

先ほどの市長の答弁を聞きまして、子育て支援、少子化対策が大きく前進したことを確信し

ました。 

それから、何点か再質問をさせていただきますが、妊婦健診の助成について、県内では平均

５．８回ということで、今回８回に拡充していただいたことに感謝します。 

その中で、現在は市長会と県医師会との契約により事務手続きが行われている笛吹市では、

県内の医療機関のみの受診で助成対象としていますが、中には県外に里帰り出産をするケース

がありますので、このような制度をより効果的に活用できるよう、里帰りの妊婦健診の助成を

求めますけれども、当局のお考えをお聞きします。 

それから、災害時要援護者支援についてですが、先ほど区長さんとか民生委員さんの取り組

みで、大勢の方の推進ができたということをお聞きしましたけれども、中には行政区に加入し

ていない人もたくさんいると思いますので、そういう方はどうやってこれから把握していくの

かをお伺いします。 

それから、情報伝達の手段として、防災行政無線が聞こえにくいという市民の方からの声を

聞きますので、どういうふうに防災行政無線が整備されているのかをお聞きします。 

それから、防災情報により携帯電話のメールを利用して、災害時の被害を 小限に抑えられ

たり、市内で発生した防災情報等を瞬時に早く市民に知らせることが必要になってくると思い

ますので、ぜひ携帯電話のメールを利用して、防災情報を流すということの考えはあるかどう

かお伺いします。 

○副議長（風間好美君） 

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。 

質問にもありましたとおり、里帰り出産をされる方もあると思います。県内の医療機関で健

診をし、その後、里帰りをした場合につきましては、里帰り先の医療機関での健診分につきま

しては、対象外とされております。しかし、このことにつきましては、里帰り妊婦健診を対象

とした場合は、この制度が利用者にとってもより有効に利用されるということでございます。 

予算面につきましても、妊婦健診をされる人数×回数ということでございますので、予算面

では変わるわけではございません。 

そうしたことから考えますと、公費の助成回数の拡大と併せまして、里帰りの妊婦健診も対

象に入れていきたいというようにも考えております。 

なお、県外での受診ということでございますので、医療機関を特定するのは非常に困難な状

況でもございます。したがいまして、市の公費負担方法につきましては、後日の償還払いとい

うようなことが考えられると思っております。 

以上、答弁といたします。 

○副議長（風間好美君） 

梶原総務部長。 

○総務部長（梶原清君） 

川村議員の再質問にお答えいたします。 

まずは、１点目の行政区に入っていない方の登録はどう進めるべきかという質問でございま

 ８７ 



すが、今回は民生委員さん、皆さま方にご協力いただきまして、登録事業に取り組んできまし

た。今後につきましても、行政区の皆さまと情報を交換しながら、未加入世帯の把握、声かけ、

あるいは用紙の配布等を進めていきたいと考えております。 

また、デイサービス、ホームヘルパーなどの事業所にも協力をお願いしながら、事業の推進

を図りたいと考えております。 

続いて、２点目でございますが、情報伝達の行政無線の聞きにくいのはどうするかというこ

とでございますが、防災無線につきましては、災害時に非常に重要な役割を果たすものと考え

ております。合併後、６町村のシステムを暫定的に統合しまして、今は本庁から一斉放送が可

能となっております。 

しかし、施設の老朽化が進んでおることと、それから、全国的にデジタル化の動きも急速に

進んでいるということでございまして、笛吹市におきましても、施設の更新につきましては莫

大な費用を要する事業でありますので、費用対効果を考えながら慎重に今、更新について検討

をしているところであります。 

なお、現状、聞きにくい場所等がありましたら、行政区長さんを通してご連絡いただければ、

調整あるいは修理、または次回の更新の折りに検討をしていきたいと思います。 

それから、３点目の携帯メールの情報伝達でございますが、本市につきましては、今現在、

市のホームページ上に防災情報の中に「災害時の伝言板」というのがございまして、災害時に

メール配信をするということで、登録をしていただければ災害時に登録者にメールを送りまし

て、その状況を返信すれば市のホームページに掲載される仕組みになっておりますが、市は現

在ホームページ上にそのシステムが構築してあります。そのほかＮＴＴでも災害伝言ダイヤル

ということで、１７１番で伝言ダイヤルもあるわけですが、先ほど川村議員から言われました、

災害時に個々の携帯に災害情報を一斉に配信するというシステムにつきましては、まだ市のほ

うとしては構築してございません。 

これからまた先進市も検討しながら、個人の携帯のほうへ一斉に災害情報ができるかどうか、

検討してまいりたいと思います。 

以上でございます。 

○副議長（風間好美君） 

再質問の答弁が終了しました。 

再々質問ありますか。 

川村惠子君。 

○２８番議員（川村惠子君） 

今日の山日新聞にもありましたように、個人情報保護法が壁となり把握・共有作業が難航し

ているというふうにありましたけれども、これから一人ひとりを援護していく、支援していく

中で、この壁を笛吹市としてはどのように越えていくかを再々質問として、終わらせていただ

きます。 

○副議長（風間好美君） 

山下総務課長。 

○総務課長（山下真弥君） 

川村惠子議員の再々質問にお答えいたします。 

現在、先ほど部長から答弁をしたように、個人情報の関係では、ご協力をいただいた地域の
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皆さん、行政区長さんをはじめ非常にご努力をされ、ご苦労されているように聞いております。 

なかなか非常に難しい問題でございまして、どこの地方自治体もその点で四苦八苦している

ことが現状でございます。 

笛吹市におきましては、今後、地域の力をどう育てていくのかというのが一番の根本の課題

だと考えております。 

地域支援者２名登録をしていただきました。その２名を中心に行政区長さん、ならびに民生

委員さん等々にご協力をいただきながら、地域で見守り活動、あるいは声かけ活動、相談活動

等を日常的にやっていただきまして、いざ災害時に備えるということを今後行政区長さん等に

お願いしながら、また、防災訓練にも反映しながら強めていきたいと考えております。 

以上で答弁とさせていただきます。 

○副議長（風間好美君） 

以上で、公明党の代表質問を終わります。 

続いて、日本共産党笛吹市議団の代表質問を行います。 

渡辺正秀君。 

○１４番議員（渡辺正秀君） 

日本共産党笛吹市議団を代表いたしまして、今回、渡辺が質問をさせていただきます。 
いろいろございますけれども、現在、市民の、そして市政の 大の問題は、この物価高、そ

して収入が減る中、暮らしていけない、こういう問題ではないでしょうか。 
青年からは、派遣で収入が月１０万円そこそこ結婚もできない。そして、子を持つ親からは、

子どもの教育費がままならない、仕送りは全部借金です。将来の見通しはありません。こうい

う声。そして、農家では、資材、燃料、肥料の高騰、桃、ブドウ等の値段は下がるばかり、こ

うした中で年が越せないとか、あるいは来年の７月の、次の収入までの間やっていけるかどう

か分からない、こういう声でございます。高齢者は、迷惑をかけたくない、病院も我慢する。

こんな声がちまたに聞かれます。 
こうした事態、アメリカのブッシュ政権、日本の小泉政権による弱肉強食の市場原理主義政

策が、今日のこの事態をもたらしました。 
日本においては、自民党と公明党による派遣労働の全面解禁、大企業、資産家に対する租税

特別措置法による実質減税、庶民に対しては反対に定率減税の廃止による増税、さらに後期高

齢者医療制度など福祉の後退、市民負担の増大などで、富が一部大企業、資産家に集中しまし

た。 
そして、それだけでは終わらない、一部の大企業、富裕層は多額の余剰資金を投資、投機に

回すことになり、これが石油、穀物、原材料の国際価格暴騰の主要因となっております。 
市民生活の破綻が急速に進んでいる。この市民の生活危機、営業危機に対する市の対策を問

いたいと思います。 
第１、私は３月議会の２０年度予算に対する反対討論で、不要不急な事業などやっていられ

る情勢ではない。市民の生活危機が進む中、生活危機対策の大幅な財政出動が必要になること

が予測されると指摘いたしました。 
わずか半年後の今日、低所得者、年金生活者、農業者等々、年を越せない、来年の暮らしの

見通しが立たない、こういう声があふれております。 
生活危機対策として、今補正予算で福祉灯油購入助成事業、農業施設生産活動維持緊急対策
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事業で、合わせて１，３９０万円の追加がございますが、一層緊急対策を強化・拡大する準備

があるかどうか、まず伺いたいと思います。 
第２に、無駄をなくし、さらに緊急を要しない事業を延期するなどして、水道料など公共料

金や負担金の引き上げをしないことが今、必要ではないでしょうか。 
水道問題では、必要のない琴川ダムを造り、逆に余っている笛吹畑灌の水の利用を遅らせた、

このことが今日の事態を引き起こしております。 
今日の予算執行の問題としては、鶯宿、中芦川林道、こうした建設の必要性が見当たらない

ものについては、終結を図っていくべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。 
第３に、生活危機の時代にあって、生活保護制度の役割はますます大きくなっております。

その運用について伺いたいと思います。 
生活保護法の目的は、憲法２５条の理念に基づき、生活に困窮するすべての国民に対し、必

要な保護を行い、健康で文化的な生活水準を保障するとともに、その自立を助長することであ

ります。 
しかし、その運用は、すべての国民が健康で文化的な生活水準を保障する、そうしたものに

はなっておりません。 
そこで、伺います。 
笛吹市では、１つ、生活保護申請時に手持ちのお金がほとんどない、１００円玉１個とか、

２個とか、そうした人に対して、応急の生活費の貸付を行わないという事態はなかったのかど

うなのか伺います。 
２つ目に、入院時連帯保証人がいるから、入院患者の生活保護の申請は受け付けないという

ような対応はなかったかどうか伺います。 
３つ目に、兄弟が農家で農地を持っているから、生活保護の申請を受け付けないというよう

な対応はなかったかどうか伺います。 
４つ目に、申請から決定まで原則１４日でありますが、それ以上かかる場合はあるか、ある

いはあったら何パーセントが１４日を超えているかということでございます。 
第４の質問として、生活保護の運用についてでありますが、もう１つの問題は、自立を助長

するという目的が達成されていないことであります。農家で怪我や病気、農業災害、資材高、

農産物の下落等で、一時的に困窮した方々などは、農地があるということで、今日の生活保護

の運用では、ほとんど適用されないという事態でございます。生活保護法の目的、自立を助長

するどころか、自立の道を閉ざす。要するに農地を手放さなければ生活保護は受けられないと

いうのが、運用の実態でございます。 
農家をはじめとする、資産を持つ方々の困窮に対してでは、どのような対処を考えているか

伺いたいと思います。 
第５に、生活向上の波及効果が高く、また笛吹市の将来にとって必要性の高い緊急経済対策

が今は必要だと思いますが、どのような対策を考えているか、伺いたいと思います。 
以上で、私の代表質問を終わります。 

○副議長（風間好美君） 
当局の答弁を求めます。 
市長、荻野正直君。 
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○市長（荻野正直君） 
日本共産党笛吹市議団、渡辺正秀議員の代表質問にお答えいたします。 
渡辺議員さんからは、市民生活の危機対策を問うとして、５項目のご質問をいただいており

ますが、このうち、１番目の市民生活防衛の財政出動の考えと、５番目の緊急経済対策の考え

は、関連性がございますので一括してお答えさせていただきます。 
ご質問の内容にもございますように、石油類などの高騰に伴い、原材料などの価格も上昇し

ております。 
財団法人日本エネルギー経済研究所石油情報センターの発表によりますと、山梨県の灯油店

頭現金渡し価格は、笛吹市誕生時の価格が、１８リットル当たり１，０１８円であったものが、

２０年４月には１，７４０円、７月には２，２８７円と、今年度になってから、５００円を超

える急激な高騰をみせております。 
このため、市といたしましては、この原油価格の高騰に対する緊急対策といたしまして、次

の２つの事業に取り組みたいと存じます。 
まず、在宅で生活する高齢者世帯への対策といたしまして、冬季における生活の影響を 小

限にとどめるため、灯油の購入代金を助成いたします。 
対象となりますのは、平成２０年１０月１日を基準日に、市の住民基本台帳または外国人登

録原票に登録され、かつ実際にお住まいの方で構成されている世帯で、具体的には、満７５歳

以上の高齢者のみで構成されている世帯、または、満６５歳以上の高齢者のみで構成されてい

る世帯のうち、お一人でも、満７５歳以上の高齢者がいる世帯に助成を行います。 
助成の内容につきましては、１世帯当たり、３千円の灯油券を配布するもので、対象世帯数

は約２，４００世帯を想定いたしております。 
次に、市の基幹産業であります農業のうち、ハウス園芸農家に対する支援であります。 
これは、原油価格高騰に耐えうる体制を確立し、温室などのエネルギー利用効率を高め、重

油などの使用量を低減するために、省エネルギー対策を目的に行う事業に対して補助を行うも

のであります。 
対象となりますのは、市内に住所を有します、３戸以上の農業者で組織する団体で、総事業

費が５０万円以上の事業であります。 
具体的な事業の内容といたしましては、温室内の保温性を高めるための外張りの多重化、お

よび内張りの多層化温度管理をきめ細かく行うための多段式センサーサーモ装置の整備。温室

内の温度ムラを抑えるための循環扇の整備、光合成促進と補助暖房効果があるプロパン暖房装

置の整備、省エネ型施設や高効率暖房機、暖房機に設置するヒートポンプの整備などで、これ

らの対象経費の１０分の２を補助するものであります。 
以上が緊急対策としての事業でございます。 
また、これら２つの事業を実施するにあたり、本定例会に、緊急対策福祉灯油購入費助成事

業として、７９４万８千円、ならびに農業施設生産活動維持緊急対策事業として、６００万円、

合計で１，３９４万８千円の補正予算を上程していることも併せてご報告申し上げます。 
次に、公共料金値上げをやめることが必要だと思うがについてお答えいたします。 
まず、市営バスのうち、１月７日より実証運行を行っております、東側路線、西側路線、金

川原路線の実証３路線につきましては、８月１１日より新たな内容で運行を開始し、料金は、

３路線とも１乗車当たり２００円をいただいております。 
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バス運行は、原油高騰の影響を直接受けるところではございますが、多くの市民の足として

ご利用いただくために、現在、料金を値上げすることは考えておりません。 
原油高騰分につきましては、各委託業者に、より一層の効率化をお願いし、 小限の委託料

の変更で対応したいと存じます。 
また、既存の市営バス３路線につきましては、料金体系の統一などを念頭に検討を進めてま

いりたいと考えております。 
次に、市内３カ所の公営温泉は、現在、指定管理者制度により、株式会社富士急サポート・

有限会社ジェネス共同企業体が運営しております。 
料金につきましては、それぞれの施設の条例により定められており、今後もこの条例に基づ

き管理運営を行っていきたいと考えております。 
次に、水道料金についてですが、まず、現在の各地域での料金の状況をご説明申し上げます。 
各地域における、水道水を各戸に給水するために必要な経費、給水原価に対する、使用料金

であります供給単価につきましては、１立方メートル当たりの単価であります。 
まず、石和町では、１１７円に対して１０５．２円。御坂町では、１７７．５円に対して１１３．

７円。一宮町は、１６１．１円に対しまして１０６円。八代町におかれましては、１２９．３円

に対し９１．４円。境川町では、１５６円に対して７７．２円。春日居町では、１１０．８円

に対して１０２．４円。芦川町では、１３４円に対して１８．８円。市全体では、給水原価１３３．

１円に対しまして、供給単価は１０２．２円となり、１立方メートル給水するごとに、市の負

担が３０．９円となっております。 
このように、各地域の水道料金の平準化と見直しが必要となっておりますので、現在、上下

水道事業審議会において、各地域の料金統一と、公営企業の健全経営のために使用料金の検討

を進めております。 
今後、より一層の経費節減と効率化に努めてまいりたいと存じます。ご理解とご協力をお願

い申し上げます。 
また、下水道使用料と下水道受益者負担金につきましても、今後、上下水道事業審査会にお

いて、検討を行っていただきたいと存じます。 
次に、保育料についてであります。 
保育料は、厚生労働省所管の児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について、保育所徴

収金基準額表により、国庫負担金の交付が行われております。 
市では、その額を参考にして、軽減措置を行い、保育料を定めております。 
今後も、厚生労働省の動向を注視し、保護者の立場に立った検討を行ってまいります。 
次に、市営住宅の使用料は、入居促進のため、特定公共賃貸住宅について、平成２０年５月

より使用料金の減額を行っております。 
市内全３カ所では、現況、上平井団地で７万８千円を６万３千円に、小松団地で７万１，

８００円を５万９千円に、高家団地で６万９千円を５万３千円にそれぞれ減額いたしました。 
今後も、良好な市営住宅環境の整備に取り組んでまいりたいと思います。 
公共料金につきましては、今後も事業の効率化を進め、公平で公正な考えの下に検討を重ね

てまいりたいと考えております。 
次に、生活保護の拡充、生活困窮者支援対策はどうするのかについてお答えいたします。 
生活保護制度は、生活に困窮されている方に対して、その方が利用し得る資産、稼動能力、
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扶養義務者による扶養や、他の法律による扶助によってもなお、国の定める生活保護基準によ

る 低限度の生活が維持できないときに限り行われるものとなっております。 
これは、生活を保障すると同時に、その方の自立を助長するという国の生活保護法の基本理

念に基づき実施しております。 
現在、生活保護は本人または家族からの申請が必要であり、申請に基づき世帯構成、年齢な

ど国の基準により収入、資産等を活用した後も基準に満たない場合はその不足分を補う形で

行っております。 
このような、生活保護制度は、国の法定受託事務として保護の決定や事務管理の適正執行が

義務付けられており、市独自の生活保護の拡充は困難でありますのでご理解をいただきたいと

思います。 
しかしながら、昨今の地域を取り巻く環境として、少子高齢化や家族形態の変化とともに、

就業形態の変動により、生計を支えるために十分な収入を得ることが困難な方々からの支援相

談が増加しております。 
こうした中、生活困窮者への支援対策として、就労意欲が高くても、思うように就労活動が

できない方へ、就労支援員による求職援助や面接指導、また多重債務者に対する相談援助活動

も進めております。 
次に、生活保護等の適用の難しい資産を持つ農家・自営業者の生活支援策を問うについてお

答えいたします。 
生活保護の申請時には、保有資産、扶養家族、親族の有無、就労による収入状況の確認など、

さまざまな調査を行っておりますが、特に、資産調査については、世帯全員の資産が保護基準

を下回っているかどうかを確認するものであります。 
ご質問の、生活保護等の適用の難しい資産を持った農家・自営業者の資産とは、土地・建物

のことと推察いたしますが、生活保護の要件では、利用可能な資産は、売却あるいは賃貸によっ

て収入を確保することが原則であります。 
このため、資産の売却あるいは賃貸を行わない場合は、保護の要件に欠けることになり、適

用できないことになっております。 
しかしながら、資産の有効活用を自ら行うことを前提に、生活保護を受けることが可能な場

合もあるため、個別に相談および支援を行っておりますので、ご理解をお願いいたします。 
以上、答弁とさせていただきます。 

○副議長（風間好美君） 
答弁が終了いたしました。 
再質問を許します。 
渡辺正秀君。 

○１４番議員（渡辺正秀君） 
生活保護の運用について、先ほどもちょっと触れましたけれども、再質問させていただきま

す。 
まず、生活保護申請時に手持ちのお金がほとんどないという人に対して、応急の生活費の貸

付、これはちゃんとやっているかどうか、あるいは、行わなかったケースがあるかどうか、こ

の件について伺います。 
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２つ目に、入院時、連帯保証人がいるからということで、入院患者の生活保護の申請は受け

付けないという対応は、なかったかどうか。 
３つ目に、農地を持っているから生活保護の申請を受け付けなかったことは、なかったかど

うか。 
もし、このようなことになれば、本人だけでなくて家族の自立、現在自立しているものさえ

も損なうという問題が起こってくるわけですが、こういう対応をしたことはなかったかどうか。 

それから、申請から決定まで１４日以上かかっている場合というのは、どの程度あるのかと

いうことをお伺いします。また同時に、それぞれについて、もしそういうことがあれば、今後

なくしていくのかどうなのかということについて、伺いたいと思います。 

○副議長（風間好美君） 

内藤保健福祉部長。 

○保健福祉部長（内藤運富君） 

代表質問の再質問にお答えいたします。 

まず、 初に、手持ちの金がないような状況で、非常に困っているというようなケースの場

合につきましてであります。これにつきましては、一時的に軽微な支援が必要と思われる場合

につきましては、備蓄品による食料の提供、または、社会福祉協議会の一時貸付事業がござい

ます。このことを議員はおっしゃられているのではないかと思いますが、これにつきましては、

その人の状況を把握した中で、手持ちの所持金を確認する中、保護の要否が決定されるまでの

間、生活維持の確保を図るという意味におきまして、このような一時貸付事業の制度がござい

ます。 

これにつきましては、合併前からの制度でございまして、現在８月末までの社会福祉協議会

で取り扱いました、この利用の件数でございますが、８１件ございます。 

これは合併後だけでなくて、前からということでございまして、合併後のデータは取ってい

ないということでございますが、トータル的には８１件で、対応しているというような状況で

あります。 

ですので、そうした状況もありますので、その貸付制度を利用することができます。 

あとは、法外援助費等がございます。これは食費の部分等です。緊急の場合につきまして支

援するものでございます。 

あと、２番目の入院患者等の保証人の関係でございますが、なかなか、この保護につきまし

ては難しい状況もございまして、地元でない方もおられたりということでございますが、この

点につきましては、ケース的にはちょっと把握もしていない部分があるわけですが、この点に

つきましては、もう一回また状況を踏まえて考えていきたいと思っております。ただ、昨年の

状況を見ますと、３５人の方が保護の開始をされたというような状況がございますが、笛吹市

内でお生まれになった方というのは、そのうちの６人で１７％というのが現状でございます。

そのほかの方は市外で県内の方が１２名で３４％、また県外の方が１７名ということで、

４８％で約半分ということでございます。ですから、市内で生まれた方は１７％というような

状況でございます。 

ですから、そういった点からいきますと、今、議員のご指摘のように、身元の保証をすると

いう人が、なかなか厳しい状況下にあるのは事実であります。 

そういった点で今後、もう一度、その点につきましても再度確認をし、そのへんのことは、
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配慮できる部分をまた模索をしていきたいと考えております。今の状況の中ではなかなか、制

度的には保証人というものは話の中に出てくるわけでございますけれども、今後またその点に

つきましては、より一層検討をしていきたいと思っております。 

あと、資産の関係でございますが、この点につきましては非常に難しい部分がありますが、

生活保護法の中の第１条から第４条までの大きな基本的な原理がございますが、第４条につき

ましては、保護の補足性の原理ということがうたわれております。その点につきましては、特

にこの補足性は、保護に要する経費は国民の税金で賄われていることから、保護を受けるため

には各位の持てる能力に応じて 善の努力をすることが先決であり、そのような努力をしても、

なおかつ 低生活が営めない場合に初めて、保護が行われるということが大原則でありまして、

生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力、ほかあらゆるものを 低限度の生活維持の

ために活用することをまず要件とし、また、民法に定める扶養義務者の扶養、および他の法律

に定める扶養はすべてこの法律による保護を優先して行われなければならない、ということが

あります。 

ですから、この場合、先ほど兄弟という話がございましたが、同一家族なのか、そのへんは

ちょっと私も今の質問の中では把握がはっきりできませんが、この中の扶養義務者、このへん

がどうであるかということが第一番の問題ではないかと思っております。 

その兄弟の場合に持てる、例えば別世帯であった場合は、その土地を売るということよりも、

できる支援は何でしょうかということから始まっていくものではないかと理解しております

ので、身内の方がどこまで支援できるかということをまずお願いし、なおかつ、その中で応援

していただいても、なお生活の維持が困難であるという部分については、これは対象になると

いうように考えられます。 

次の決定の場合でございますが、１４日までということが議員の質問の中にありました。こ

れにつきましては、保護申請処理期間は、申請のあった日から１４日以内に保護の要否を決定

し、そのことを書面によって申請者に通知されなければならないとされております。 

このことは、生活保護法の第２４条の３項の規定に基づいているものでございますが、これ

につきましては、生活保護の性格上、申請のあった場合、速やかに行政処分が行われる必要が

あるので設けられたものでありますが、しかし、この保護の決定にあたりましては、調査の事

務とともに扶養義務者の調査等、また、人によっては複雑な場合もございます。その点につき

ましても綿密な調査、また資産状況、預貯金の状況などを調査し把握するわけでございます。

そうしますと、必然的に人によっては日時を要することも考えられます。そうしたことから、

短期間に申請することが困難である場合につきましては、法の定めにおきまして、３０日まで

延ばすことができる、このようにも規定されております。 

したがいまして、１４日を過ぎた場合につきましては、保護の決定通知書にその遅れた理由

を明記しなければならないとされておりますので、本市におきましても１４日以上過ぎた場合

につきましては、その１４日以上遅れた理由につきまして明記しております。 

基本的に言いますと、いずれにいたしましても、私たちも事務処理を迅速に行う、このこと

を今後も心がけていきたいと思っています。 

議員の言われるように、何名かということはちょっと把握しておりませんが、困難事例もご

ざいますので、１４日を過ぎてしまう場合もときによってあります。そういう点につきまして

は、先ほどいましたように、その理由を明記し相手に分かるようにいたしております。 
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以上でございます。 

○副議長（風間好美君） 

再質問の答弁が終了しました。 

再々質問ありますか。 

渡辺正秀君。 

○１４番議員（渡辺正秀君） 

今の件ですが、私が把握している件では、１４日経ったと、そしてまだ調査中だから時間が

ちょっとかかるということが１つと、同時に、その方が生活の窮状を訴えて、もうお金が全然

なくて明日から食べていくにはどうしたらいいかという状況で、お金が全然ないということを

言ったわけですが、では、その場合はどうしたらいいかという話もなくて、もうしばらく待っ

てくれという話だけで帰ってしまったということで、私のほうから応急的な生活費の貸付とい

うことについてお話をしたわけですけれども、こういう実態があったわけです。 

それから、２つ目の入院時、連帯保証人がいるからと、連帯保証人、病院は当然、今の時代

求めます。そうした方にそのことを理由に申請は受け付けないというようなことは、これはあ

り得ないことではないかと思いますが、こういうことをやっていくならば、保証人になっても

らえない患者さんというのも増えますし、病院としても入院費の受領について見通しが持てな

いというようなことになってしまうわけですが、こういうことがないことを求めたいと思いま

す。 

兄弟が農家で農地を持っているからという例については、これは別世帯でございまして、こ

ういうことについても、適切でないお話だと思いますから、今後、ないようにしていただきた

いと思います。 

そして、今のはお願いですが、 後にもう１点、生活保護法の適用について、先ほど申しま

したように自立を助長すると、農家にとっては農地を保全することが、怪我が治ったあと一番、

これは自立を助長する方法であることは間違いありません。 

こうしたときにも、実質的には生活保護法の適用ができないという実態に対して、それでは

どのような対処を考えているかという、先ほど質問でございましたので、その点について答弁

をお願いいたします。 

以上です。 

○副議長（風間好美君） 

当局の答弁を求めます。 

佐藤福祉事務所長。 

○福祉事務所長（佐藤貞雄君） 

渡辺議員の再々質問、農地を持っている場合、それが生活保護に影響するじゃないかと、そ

ういうご質問だと思いますが、再三お答えしておりますが、生活保護制度というのは 終の救

済制度であります。したがいまして、あらゆる資産とか能力、そういったあらゆるものをすべ

て活用して、不足する分を生活保護費で充当すると、そういったことであります。 

まず、資産の保有をそのまま認められながら生活保護を受ける方法ということで、例外とし

て確かあります。資産を保有しながら認められる場合の例外的なケースとしましては、その資

産を処分することが極めて困難な場合であると。そのほか売却する代金よりもいろんな手続き

を取るそういった経費のほうが高い場合、こういった場合には、資産を持ちながらでも生活保

 ９６ 



護を受けることができます。 

あと、先ほどの農地を保有している場合ということですが、この保護世帯の中に耕作する人

が、その家庭の中にいるかどうかというのがポイントになります。その方がいる場合には、当

然３年以内に、その農地を耕作する可能性があるかどうか。可能性があるかということは、そ

の保護世帯にとっては重要な収入源になりますので、そのへんを重視して生活保護の該当かど

うかということを決めさせていただきます。 

いずれにしましても、この資産の取り扱いというのは、非常にいろんなケースがありまして、

複雑困難な事例がたくさんあります。 

したがいまして、そのケースごとに適切な判断を法律に基づいてしてまいります。なおかつ

困難ケースについては、県の指導等を仰ぎながら、いままで同様に適切なそういった事務処理

をしていきたいと考えています。 

以上です。 

○副議長（風間好美君） 

以上で、日本共産党笛吹市議団の代表質問を終わります。 

本日の議事は、すべて終了いたしました。 

本日は、これにて散会といたします。 

なお、明日９日は午前１０時から再開いたします。 

本日は、大変ご苦労さまでした。 

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

散会  午後 ４時０５分 
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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２８名であります。 
定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 
本日も上着は脱いで結構です。 
本日、傍聴の申請があり、これを許可しましたので報告します。 
傍聴人に申し上げます。 
傍聴人は、議事について可否を表明し、または、騒ぎ立てることは禁止されておりますので、

静粛に願います。 
また、携帯電話の電源は切るか、マナーモードに設定をお願いします。 
なお、議長の命令に従わないときは、地方自治法第１３０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、大変ご苦労さまです。 
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。 
報告事項を申し上げます。 
中川稔夫議員から午前中の会議を欠席する旨が、また、荻野農業委員会会長より欠席届が提

出され、これを受理しましたので報告いたします。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
○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、１０名から１４問の通告がありました。 
質問は、通告順に行います。 
なお、関連質問については、申し合わせのとおり同一会派のみ１０分間としますので、ご了

承願います。 
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、個人情報保護に関する基本方針改正に伴う取り組みについてお伺いいたします。 
昨今、プライバシー意識の高まりや個人情報を扱う上での戸惑い等のさまざまな要因から、

社会的な必要性があるにもかかわらず、法の定め以上に個人情報の提供を控えたり、運用上、

作成可能な名簿の作成を取り止めたりするなどの過剰反応が生じています。 
新たな基本方針には、災害時の緊急連絡簿の作成が困難になるなどの過剰反応を防ぐ対策が

盛り込まれ、個人情報の有用性に配慮するという法の趣旨が浸透するよう、積極的に広報・啓

発活動に取り組み、法律や関連条例の適切な解釈と運用が求められます。 
見直しに当たっては、行政機関個人情報保護法を参考としつつ、事務の特性に配慮した対象

機関のあり方、自己情報の開示・訂正・利用停止等の本人関与の仕組みの充実、適切な苦情処

理や不服申立制度の救済措置の整備、外部委託にかかわる個人情報の保護措置の整備、個人情
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報の漏えい等に対する罰則の検討などに留意することが求められます。 
そこで、条例の解釈と運用の見直しと併せて、住民や事業者向けに過剰反応への適切な対応

をしていくことが、現場に接する自治体に強く求められる課題であると思います。 
新たな基本方針の改正点を熟知していただき、個人情報保護法に対する本市の今後の取り組

みについてお伺いいたします。 
２点目としまして、学校のアレルギー疾患対応についてお伺いいたします。 
文部科学省が監修し、学校の保健会が作成した学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイ

ドラインが今年の４月以降、全国の教育委員会、学校などに配布され、アレルギー疾患のある

子どもたちを学校などで、どう支えるかという視点での取り組みが進んでいることと思います。 
具体的には、学校での健康診断や、学校を中心に疾患を理解し自己管理を可能にする健康教

育の実施、さらに医療機関で喘息の治療を受けているにもかかわらず好転しない。また、食物

アレルギーで食べられるものがほとんどない。そして、食物アレルギーで重い症状アナフィラ

キシーを繰り返すなど、適切とは言えない医療を受けている子どもたちを、専門医療機関につ

なげるシステムを構築する必要があります。 
まず、喘息ですが、かつての呼吸困難発作を治める治療から発作を起こさない治療へと大き

く変わりました。正しい喘息の理解と、それに対応する学校生活上の配慮が欠かせません。 
例えば、発作を誘引するほこりが舞う掃除や動物の飼育係は免除する。また、運動の前の薬

の吸入など、運動誘発喘息に対する適切な対応が必要となります。その際、周囲に気兼ねなく

吸入などができるよう保健室などを開放する必要もあります。 
次に、専門医の指摘では、今 も困っている人が多いのはアトピー性皮膚炎とされ、多くの

児童生徒も絶えず襲うかゆみによって、学校生活が害されているだけでなく、全国的にも、外

見からいじめの標的にされ、クラスメイトの心ない言葉に傷つき、不登校・引きこもりの原因

になっています。アトピー性皮膚炎の治療は、皮膚を清潔に保つスキンケアと症状の強さに応

じた軟膏を必要な量・必要な期間塗ることが基本になります。学校では、夏場や体育の授業、

休み時間の遊びの中でかいた汗の対策、またプールの塩素対策などが必要となります。 
そこで、保健室への温水シャワー設置を進め、必要なときシャワーを使い、保湿剤や軟膏を

塗れる環境を整えるべきであると思います。 
保健室に温水シャワーが設置されれば、汗対策だけでなく、さまざまな事情で体を汚してし

まった場合などでも対応できるのではないでしょうか。 
また、プールの水質管理についても、アトピー性皮膚炎や目のアレルギーを悪化させている

例も多く、あまりのかゆみに目をかき続けたため網膜剥離を起こし、失明したケースもあるほ

どです。 
多くの自治体が、予算が削減されて水の入れ替え回数が減ったことに対応して、基準以上の

塩素を使う傾向が強くなっているようです。改めて水質管理を徹底すべき必要があると思いま

す。 
次に、食物アレルギーですが、文部科学省の報告書によると、食物アレルギーの児童生徒は、

全国に約３３万人、重いアナフィラキシーの症状を起こす子は１万８，３００人いるそうです。 
平成１７年に食物や薬物アレルギーによるアナフィラキシーに備え、病院に着く前に使うべ

き治療薬としてアドレナリン自己注射、製品名「エピペン」と呼ばれていますが、これが追加

承認されました。エピペンは、キャップを外して太ももに押し当てるだけで針が飛び出し、薬
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が注射される簡単な構造のものです。エピペンが普及するに伴い医師や保護者から、いざ必要

なとき学校に親が駆けつけるのでは時間がかかるため、本人の意識が薄れている状況では、担

任や養護教諭など学校職員が行ってほしいなどの声が強まっています。 
こうした事態の対応では、校長以下全職員で対応することが大事であり、養護教諭に過度の

負担をかけてはならず、また、投与する学校職員の責任は問わないことを周知して、対応を促

す必要があると思います。 
そこで、お伺いいたしますが、本市における学校のアレルギー疾患に対するガイドラインに

基づく取り組みと、アレルギー疾患の有病率の実態はどうなのか。中でも重い症状、アナフィ

ラキシーを起こす子はどのくらいいるのか。学校などで、どう必要な対応を行っていくのか、

基本的な方針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。 
梶原総務部長。 

○総務部長（梶原清君） 
渡邉清美議員の一般質問、個人情報保護に関する基本方針改正に伴う取り組みについて、に

お答えいたします。 
情報化社会の進展、プライバシー保護に対する関心の高まり、これと並行した個人情報流出

の社会問題化を背景として、個人情報保護法が平成１５年５月に成立し、平成１７年４月に完

全施行され、市の保有する個人情報の提供が以前のように柔軟にできなくなりました。 
いかに公益のためとはいえ、情報提供を望まない立場の方が相当数存在する以上、同意のな

い情報提供はできないというのが法の趣旨でありますので、ご理解をいただきたいと考えます。 
しかし、平成２０年４月の閣議決定により、それまでの運用の基本方針となっていました、

個人情報の保護に関する基本方針の一部が変更されました。 
その主な変更点は、ご指摘のとおり、個人情報保護法の施行に伴い必要以上に個人情報の提

供を控えるという、いわゆる過剰反応について、国の行政機関や地方公共団体に対し、法律、

条例の適切な解釈や運用を求めたものであります。 
今後の個人情報保護の運用につきましては、この基本方針の変更の趣旨に則り、地域と良好

な関係の中で協働を行っていくため、必要に応じて個人情報保護審査会の判断を仰ぎながら、

法の適正な解釈と運用の中で、必要な情報は提供していかなければならないと理解しておりま

す。 
また、個人の権利・利益の保護には 大限の配慮を行う必要があることから、個人情報保護

に対する意識向上に向けた啓発活動はもちろんのこと、情報提供する場合の提供対象をなるべ

く明確にすることによって、責任の所在を明らかにしていく仕組みづくりなどについても検討

をしていきたいと考えています。 
以上で答弁といたします。 

○議長（中村善次君） 
２問目の答弁を山田教育長。 
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○教育長（山田武人君） 
渡邉清美議員の一般質問、学校アレルギー疾患対応についてにお答えいたします。 
平成１９年４月に文部科学省が発表した、アレルギー疾患に関する調査研究報告書によりま

すと、近年の児童生徒を取り巻く生活環境の変化や疾病構造の変化に伴い、児童生徒における

アレルギーの疾患が全国的に増加していると指摘されています。 
市内の小中学校の児童生徒におきましても、春先からのアレルギー性鼻炎、花粉症等と思わ

れるマスク常用の姿が非常に多く見受けられ、アレルギーに対して敏感になっていることも確

かであると思います。 
ご承知のこととは思いますが、アレルギー疾患には、気管支喘息、アトピー性皮膚炎、アレ

ルギー性鼻炎、食物アレルギーなど多様な疾患が含まれ、これらの疾患は長期にわたり管理を

要するとともに、場合によっては生命に関わるという側面もあるといわれていることから、学

校における教育指導にあたっては、細心の注意を払いながら取り組む必要があると考えており

ます。 
これまでも、文部科学省より、教職員がアレルギー疾患について正しい知識を持って児童生

徒に対応することができるよう、平成１１年にアトピー性皮膚炎、平成１５年には喘息に関す

るパンフレットが作成され，市内の小中学校にも配布され、全教職員が共通の理解を持って対

応にあたることとして取り組んできたところであります。 
ご質問にありましたように、この４月には今後さらにアレルギー疾患の児童生徒への取り組

みを推進するために、学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドラインが示され、市内の

学校にも配布をいたしました。 
このガイドラインに基づく取り組みでありますが、市内の各学校におきましては、毎年４月

に保健調査票により児童生徒の健康状態を確認するとともに、アレルギー疾患についても調査

項目を設け症状の把握に努めております。 
また、家庭訪問時には保護者からの情報を把握する中で、教職員全員が共通の理解を持ちな

がら、特別な注意が必要となる児童生徒にはマニュアルによる対応はもちろんのこと、職員会

議等により全教職員が共通の情報を持ち対応にあたる体制でおります。 
ほこりや動物との接触などが発作の誘引とされています喘息ですが、学校生活においての清

掃や動物の飼育に関する触れ合いにつきましては、教育上有意義でありますので、必要に応じ

本人の意見や保護者、医師等との相談の上での対応を行っています。 
皮膚の清潔感を保つことが必要とされますアトピー性皮膚炎は、体育や屋外学習後の汗のケ

アが大切とされますので、タオルやハンカチなどで汗をかいたら拭く習慣を身につけさせるよ

う指導を行っています。 
また、患部に軟膏を塗るなどでの保健室の開放につきましては、養護教諭や担任による指導

を受ける中での対応として当然のことであります。 
市内の学校においての保健室への温水シャワーの設置は３校でありますが、温水器などによ

り湿したタオルや、保冷剤での皮膚のケアなどが効果的とされていますので、養護教諭の指導

により効果的に保健室として利用を図っておるところでございます。 
また、市内の学校プールにつきましては、循環式のプールでありますので、必要に応じ水の

入れ替えを行っています。水質管理につきましては、学校環境衛生の基準値の範囲において、

使用ごとに教職員等による水質管理が行われております。 
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食物アレルギーにつきましては、学校給食が該当しますが、学校と栄養士が情報を共有する

中で献立表の作成、配布、原因食品の除去、牛乳停止、原因食品を他の食品に交換、特別メニュー、

弁当持参などにより可能な限り個別対応を行っています。 
次に、アレルギー疾患の有病率でありますが、先に述べさせていただきましたように、多様

な疾患が含まれますので、ここでは、主なものにつきましてお答えいたします。 
数値につきましては、原因となるアレルゲンが飛散する時期にのみ症状が見られる場合もあ

りますが、調査票での数値としてお答えいたしますと、気管支喘息は、全児童生徒の４．６％

であります。次に、アトピー性皮膚炎につきましては３．４％、アレルギー性結膜炎は５．５６％、

また、アレルギー性鼻炎や花粉症を含むその他のアレルギー疾患として９．３７％であります。

また、食アレルギーにつきましては、３．６５％となっております。このうちアナフィラキシー

の恐れのある児童生徒は０．１４％となっております。 
このアナフィラキシーの恐れのある児童生徒の中には、ご質問のような医師からの処方を受

けて携帯する「エピペン」が必要とされる児童生徒はおりませんが、食物アレルギーによる特

別な注意が必要と、主治医から指導があった児童生徒には、保護者や本人と充分な協議を行い、

養護教諭の管理のもと全教職員が共通した情報を持ち、対応できる体制にしております。 
また、原因となる食物を摂取して２時間以内に一定量の運動をすることにより症状を起こし

ます、食物依存性運動誘発アナフィラキシーを伴う場合には、食後の体育の授業を設定しない

よう運動制限を行うなどの措置も取っております。 
アレルギー疾患の多くは、乳幼児期に発症し、小学校への入学時には診断がついて家庭等に

おいて既に管理が行われているといわれておりますが、健康診断での校医による把握や、現在

実施しています保健調査票による現状の把握により、教職員への対応の徹底を図るほか、家庭

訪問時での家庭での生活状況や、普段からのクラス担任との情報交換など、家庭と学校が密着

した取り組みが必要であります。 
家庭や本人の自己管理をお願いするとともに、学校におきましても、教諭、養護教諭、栄養

教諭などの学校スタッフの理解と、共通の認識においての取り組みが不可欠であるため、教育

委員会としましても、養護教諭・栄養士部会等との連携を図っていくことが必要であると考え

ております。 
なお、保護者からの申告については、ガイドラインでは診断書を添付することとなっており

ますので、今後におきましては、県教育委員会等との協議と指導を受ける中で、周知、徹底さ

せ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。 
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。 
はじめの個人情報の関係ですが、広報・啓発活動ですが、地元のほうでは、例えば、前にも

質問をさせていただきましたけれども、消防団の人たちの人員をどういう方がいるか分からな

いということで、そういう問題や、また、区のほうに聞かれてもなかなかそういう情報がでな

いということで、現場でそういうことに困っている人たちがいます。 
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それで、広報・啓発活動の中に、やはり地域に行っていただいて説明会なんかも、どんな部

分で困っているのか、相談してみれば出せる可能のものもあるかもしれませんので、どうか現

場に行くということもその中に入れていただきたいし、今それが考えに入っているのかお伺い

いたします。 
そして、アトピー性皮膚炎とかアレルギーの件ですが、「エピペン」を使用する人たちは、

幸いにも笛吹市にはないということですが、いろんなそういったものをもし今後、そういう方

たちが出てきた場合に、市として統一して、全国的に見ると、預かることができない学校や、

持って来てはいけませんという学校、いろいろあるそうですが、そのへんの統一はできている

のかどうか。いないにしてもそういう体制はつくることはできるのかお聞きします。 
そして、健康教育の実施ですが、やはりアトピー性皮膚炎、外見で同級生の方たちに、例え

ば、汚いとかいろいろ言われてしまって、引きこもりになってしまった子たちも全国的にはい

ます。そういったことで小中学校また高校に関してもですが、健康教育という格好で、アレル

ギーの専門医を呼んで説明を聞いて、こういう人たちはどんなに苦しんでいるのか。喘息を

持っている人たちはこういう苦しみがあるんだ。また、ストレスや食事をちゃんとしていない

とこういうことになる傾向も強くなるなど、そういった勉強をしていただいて、人の苦しみが

分かるような心構えというか、そういうものも生徒の中に植え付けるのは必要ではないかと思

いますが、その健康教育に対してどんなことをなさっているのかお伺いいたします。 
そして、プールの塩素関係のことですが、若いお母さん方から、これは学校のプールではな

いんですが、市の中にあるプールに夏休みに子どもさんたちと行って、顔がぴりぴりして痛

かったというような声を聞きました。この塩素の度合いはどのように管理して、どういう立場

の方がどのように管理しているのか。市全体で一律しているのかどうか、そのへんをお伺いい

たします。 
あと、例えば、牛乳パックを環境ということで、飲んだあと牛乳パックを折りたたんで出す

というようなこともあると思いますが、そういった場合、アナフィラキシーをもっているお子

さんが、もしこれから出た場合は、一滴でもその牛乳が付いてしまうと大変なことになるとい

うこともありまして、いろいろそういうことも、そういうお子さんが入って来た場合には考慮

して、そういう環境問題に対して自分たちがやることも、内容を変えたほうがいいのではない

かということを感じます。 
本当に３０分以内に対処しないと大変なことにもなるような事態も出てきますので、本当に

１００種類くらい、今、国立のほうで専門にアレルギーを調べている病院では、１００種類の

ものに対してどれが反応するかということが分かるそうです。私が質問の中で言いましたけれ

ども、専門医につなげる。いろんなお医者さんが県内にもいらっしゃいますけれども、国とし

てはちゃんとできているんですけれども、それを適用してやってくれるだけの施設というか、

いろいろなものはないということでもって、専門医につなげていけば、自分が何に反応するか

ということが分かります。 
かつてゴムに反応するアナフィラキシーがありまして、食べ物ではなかったんですが、例え

ば、昔、ゴムの車のおもちゃとかがありました。そういうものに自分の子が反応することが初

めて、その病院へ行って分かって、ゴムに接しないようにしたら、それが治ったということも

ありますから、何が原因なのか、診てもらってもなかなか分からない場合は、やはりそういう

ところへつなげるということも必要ではないかと思いますけれども、いろいろ言って申し訳あ
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りませんけれど、よろしくお願いいたします。 
以上です。 

○議長（中村善次君） 
答弁を求めます。 
梶原総務部長。 

○総務部長（梶原清君） 
渡邉清美議員の再質問、消防団員の入団名簿の件につきましてお答えいたします。 
近年、入団適齢者の減少や就労状況の多様化などにより、団員の確保、実働人員の確保に苦

慮していることも事実であります。 
各分団、各部におきまして、消防団員はもとより、行政区の地域の皆さんのご協力を得なが

ら団員の確保にご尽力いただいているところであります。 
ご質問の消防団員の候補者等の名簿の件でありますが、個人情報でありますので、非常に難

しい問題であります。 
市としましては、団員確保につきまして、１つ目として、地域は自分たちの手で守るという

意識を団員・地域住民の共通の認識としていただくこと。２点目として、消防車両や設備の充

実を計画的に進め、意欲ある団員が安心して活動できる体制を整えること。３つ目として、使

命感の醸成、技術の修得等研修を実施し、魅力ある消防団活動を展開していくことの３点に留

意して取り組んでおりますので、ご理解とご支援をお願いします。 
いずれにしましても、消防団と十分協議する中で、現在進めております部の統廃合と併せて

体制づくりを総合的に検討して、非常備消防力の維持向上に努めてまいりたいと思います。 
よろしくお願いいたします。 

○議長（中村善次君） 
２問目の答弁を早川教育次長。 

○教育次長（早川哲夫君） 
再質問にお答えいたします。 
非常に医療用語でもありますし、内容的に非常に難しい部分もございますので、完全なお答

えができるかどうか分かりませんけれども、 初に、学校教育におきます子どもたちの健康を

守るということは、学校教育の基本中の基本でございまして、それにつきましては、栄養士さ

んとか養護教諭共に、もちろん教職員を含めまして教育の情報を持ちながら、子どもたちに対

応しているということは、ご存じのとおりと思います。 
その中で、まず１点の体制でございますが、これはまだ完全に確立しているわけではござい

ませんが、一つのシミュレーションとして二通りに分かれると。 
１つは、救急車を待って対応できる余裕があると。もう１つは、それでなければ学校にいる

養護教諭が、もちろんこれは医療行為と思いますけれども、その注射が、命が保つか保たれな

いかというときの判断として、注射ができるかできないかということは、判断をそこでしなけ

ればならないことだと思いますけれども、これにつきましても、まだスタート段階でございま

すので、県の指導を受けながらやっていくと｡ただし、シミュレーションとしては、その二通

りを市教としても考えているということでございます。 
それから、プールの塩素につきましては、これは学校では、基本的には学校の先生がプール

を使う前に、毎日塩素の確認をしていると。それから、社会体育で持っている、八代に２つで
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すとか、いわゆる市民プールがあるんですが、それにつきましては業者に委託をしまして確認

をしていると。 
それから、もちろん夏中の安全管理につきましては委託業者が、資格を持っている人が来て

対応していると、こういうふうな状況でございますので、塩素が過分に出ているというふうな

ことは、基本的にはないというふうに思っております。 
ただ、人によりけり塩素に弱いという人がいますから、ほかの人はなんともないけれども、

その人はぴりぴりするというふうな状況もあるかもしれません。ただし、基本的には、その水

を守るためには塩素は必要だというふうな状況は、ご理解いただきたいと思います。 
それから、牛乳パックでございますが、ちょっと私も、はっきり言ってよく分かりませんけ

れども、給食、それから、先ほど言いましたとおり養護教諭と 新のこういった情報を共にし

ながら、対応をしているというふうに、これからもまた学校にはそういう指導をしていきたい

と考えております。 
以上で答弁といたします。 

○議長（中村善次君） 
再々質問ありますか。 
（ な し ） 
以上で、渡邉清美君の一般質問を終了します。 
関連質問を許します。 
ありませんか。 
（ な し ） 
関連質問を終わります。 
一般質問を続けます。 
１８番、中川秀哉君。 

○１８番議員（中川秀哉君） 
通告に従いまして、これより一般質問をさせていただきます。 
公明党会派の中川秀哉でございます。 
はじめに、昨日の代表質問では、会派の川村惠子議員の質問に対しまして、来年度に向けて

乳幼児医療費の無料化の拡大をはじめ、不妊治療の年１回から２回に、また妊婦健診におきま

しては５回から８回にと、さらに里帰り出産に対しましての償還払いなど、育児支援事業に対

しまして、本市の取り組みをお伺いいたしまして、当会派の政策の柱でございます、子育て支

援の充実に対する大きな前進となりました。 
これも常にいち早く議員の主張に耳を傾けていただき、精査をいただき、市長をはじめ関係

各位の皆さまのご尽力によるものと感謝申し上げております。 
これより、質問に入らせていただきます。 
今回、上程させていただきました、高齢者や子育て世帯が安心して入居できる市営住宅を求

めるということでございますが、今、日本は原油高などの影響を受けまして、食料品などの物

価が高騰し、また、一方で少子高齢化が一段と進むなど、今、先行きの不安が強まっておりま

す。 
公明党は、生活与党といたしまして、国民生活の基本となる医療や雇用、また住居などを守

るために、国と地方のネットワーク政党として、３千余の公明党議員が全力で取り組んでおる
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ところでございます。 
その中で、住まいを守る政策といたしまして、住宅ローン減税の延長、また拡大のほか、高

齢者や子育て世帯が安い家賃で安心して暮らせるよう、民間の賃貸住宅の活用も含めた住宅

セーフティーネットの確立を目指しておるところでございます。 
今回、私は平成１７年１２月の定例議会におきまして一般質問をさせていただき、笛吹市の

市営住宅について、いくつか確認をさせていただいたところでございます。 
そこで、このあと私も先進の市営住宅の管理運営規定を学んだ上で再度、笛吹市の今後の取

り組みについて、以下、当局にお伺いいたします。 
はじめに、市営住宅の現在の入居状況についてお伺いいたします。 
２番目に、市営住宅等の耐震・バリアフリー化など、現在の安全確保についてお伺いいたし

ます。 
３つ目に、市営住宅の管理と規定の見直しについてお伺いいたし、以上につきまして、本市

の取り組みを当局にお伺いいたします。 
以上で質問を終わらせていただきます。 
ご清聴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。 
岩澤建設部長。 

○建設部長（岩澤重信君） 
高齢者や子育て世帯が安心して入居できる市営住宅を求める、中川秀哉議員の質問にお答え

いたします。 
高齢者や子育て世帯が安心して入居できる市営住宅を求めるについては、まず、 初のご質

問であります市営住宅の入居状況についてでありますが、一般住宅につきましては、現在管理

しております３２０戸、すべて満室の状況が継続しており、現在３８世帯の方が入居待ちをさ

れているところであります。 
また、特定公共賃貸住宅につきましては、１９戸中、９戸の空室がある現状でございます。 
次のご質問の、耐震･バリアフリー化などの安全確保についてでありますが、平成１８年度に

実施いたしました、昭和５６年の建築基準法改正以前に建設された戸建て木造住宅を除く連棟

式建物について、震度６を想定した耐震診断の結果、耐え得ると判断されたものが１５団地

２８棟、補強など耐震工事が必要と判断されたものが２団地５棟、耐震工事不可能と判断され

た団地が５団地９棟でありました。 
これらの結果を踏まえ協議検討する中で、本年度中に公表される予定の都市計画マスタープ

ランに基づき住宅マスタープランを策定し、さらには、より細かな具体的な政策といたしまし

て市営住宅ストック計画の中で、耐震化および高齢者や子育て世帯に配慮した、バリアフリー

化なども取り込みながらの対応を実施してまいりたいと考えております。 
後のご質問、市営住宅の管理と規定の見直しについてでありますが、現在、市には市営住

宅条例、特定公共賃貸住宅条例、および若者定住促進市単住宅条例があり、それぞれに施行規

則を持ち、家賃を含めた維持管理などの住宅行政を推進しておるところであります。 
また、今年度からの入居受付につきましては、随時募集方式に変更するなど、市民の利便性、

効率性を考慮した規定づくりに心がけておるところでありますので、ご理解をいただきまして、
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答弁といたします。 
○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） 
ご答弁ありがとうございました。 
それでは、再質問に入らせていただきます。 
まず、市営住宅の入居にあたりまして、保証人制度についてお伺いいたします。 
この保証人につきましては、現行の規定では、市内在住の方が対象となっておりますが、近

年、市外から転入された高齢者、また、子育て世帯の入居希望者に対するご家族縁者が、市外

在住という場合が多くなってもございます。この保証人に対する規定の見直しを強く求めると

ころでございますが、当局のご所見を伺います。 
２つ目に、今、各地方自治体では市営住宅につきまして、現行の直営から指定管理者制度へ

の移行について、調査・研究がされておるところでもございます。既に、横浜市などをはじめ

指定管理者制度の導入を始めた自治体もございます。 
本市といたしましても、この市営住宅等の耐震化、またバリアフリー化も含めた上で、民間

の活力を導入した形が必要かと考えますが、これについても当局のご所見を伺います。 
３つ目には、去る９月３日、新聞紙上で、お隣の甲州市が雇用促進住宅につきまして、厚生

労働省が売却廃止方針を打ち出している市内の３つの雇用促進住宅を買収する方向で検討し

ているということが明らかになりました。 
本市にも雇用促進住宅がございます。この雇用促進住宅等につきましても、市の取り組みに

ついて、存続されるか、また廃止にするのかということの計画があるかどうか、当局にお伺い

したいと思います。 
以上でございます。 

○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） 
中川議員の再質問にお答えいたします。 
入居のための保証人について、現行の市内在住について、その範囲を県内までに拡大するこ

とについてお答えいたします。 
入居者の保証人につきましては、合併前の旧町村の時代につきましては、旧町村の範囲を規

定した実態からいたしますと、合併いたしまして、７町の枠の中に保証人の位置付けが拡大さ

れたということで、その点につきましては、従来の合併する以前からすると、相当拡大された

というふうに理解しております。 
それから、当然、保証人につきましてはいろいろな角度から、管理者といたしまして、保証

人の確実性、それから、仮に家賃の滞納等があった場合に、督促等の業務というような点の中

から、保証人の居住範囲が広範囲になりますと、事務的な体制、それから、よりいろんな意味

での確実性を期す上で、非常に不合理性が発生するということの中で、過去にもこの点につき

ましては、もうちょっと拡大できないだろうかというご要望を受けた経過がございますが、現
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時点におきましては、事務のより円滑化を期すために、当面は市内居住の保証人を求めていき

たいと考えております。 
それから、市営住宅の指定管理により、民間活力を導入した運営についてというご諮問でご

ざいますが、市営住宅の管理業務のうち、現行制度におきますと特殊法人、例えば、住宅供給

公社等々を備えているような大きな自治体は別といたしまして、完全なる民活を希望する場合

に、指定管理業務といたしましては、申し込み、修繕、それから収入申告書の受付業務、ある

いは家賃決定等の通知行為等の範囲が民間委託、あるいは指定管理としてお願いでき得る業務

の範囲となりまして、入居決定や明渡し請求等の管理権限を含めた管理業務は除かれることに

なります。 
したがいまして、当市がそういう方向で考えたといたしましても、基本的事項につきまして

は、すべて直営でやらなければならない実態があるのも事実でございます。 
そうは言いましても、今、日本全国の中で市営住宅等につきまして部分的な業務委託、ある

いは指定管理に向けて、そういう方針で各自治体が検討されておるのも事実でございます。 
私どもも、これから市営住宅の一部業務委託、あるいは指定管理の点につきましては、検討

課題ということで、ご答弁とさせていただきます。 
それから、国の能力開発機構の八代町内の雇用促進住宅に関係する件でございますが、これ

につきましては、国が平成１３年１２月１９日の閣議決定によりまして、特殊法人等合理化計

画の中で雇用促進住宅、従来はそういう言い方をしていたわけですが、その閣議決定によりま

して、現に入居者がいることを踏まえた上で早期廃止とする決定がなされました。それにつき

まして、平成１９年６月２２日の閣議決定で、規制改革推進のための３カ年計画の中で、平成

２３年度までに現雇用促進機構が日本全国に所有している住宅のうち、２分の１を廃止してい

くという決定がなされました。 
したがいまして、本市にございます八代町の雇用促進住宅につきましても、その２分の１の

廃止住宅の中に位置付けられたということで、今年度に入りまして、雇用促進開発機構のほう

から申し出がございました。 
現在、市といたしましては、建物が５階建てということで、５階建て３０戸が２棟という実

態がございまして、今、雇用住宅に入られている方々は、比較的若い世代の方が入られている

わけでございますが、仮に市営住宅として使用していく場合に、５階まで毎日上り下りという

ことにつきましては、非常に市民サービスの点から困難性もあるということで、現在、専門業

者を介してエレベーター等の設置について、いかなる方法で有利なエレベーターが取り付けら

れるかというふうな点も含めて、検討に入っております。 
雇用促進機構の申し出によりますと、本来であれば９月末をめどに自治体として、希望があ

るのかどうなのかという判断だけ示してもらいたいという意向がございました。私どものほう

は、そうは言いましても９月につきましては定例議会等の中で、自治体としては非常に忙しい

時期でございますので、若干の猶予をお願いして、方向性が確認されたところで、雇用能力開

発機構に笛吹市の考え方を提示して、協議をお願いしていくこととしております。 
一応、 終的には平成２０年度末をもって、買うのか、買わないのかという 終的な判断を

していくことになります。 
４月以降には、仮に自治体が払い下げの希望がなければ、雇用促進機構は廃止へ向けて動く

という形になると思います。 
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過日、市の中で研究する中では、一応基本的には有利な態勢を整えて、払い下げをいただい

て、市営住宅として管理していく方向がいいのではないかという形での考え方に、まとまりつ

つあることも事実でございます。 
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。 
中川秀哉君。 

○１８番議員（中川秀哉君） 
ありがとうございました。 
再々質問といたしましては、現在、市営住宅の入居にあたりまして、約２カ月分の家賃相当

額を一時預り金としているとお伺いしております。 
これにつきまして、現在、総額がいくらあるのかということと、通常、預り金と称しますと、

一般の民間では敷金としまして、それも保全関係に使うということが常にされております。今

現行では、退去前に退去する方が全部きれいにした上でお返しするという工程になっているか

と伺っておりますが、この経年劣化等に伴う修繕費といたしまして、この一時預かり金をそう

いったものに利用できないかお伺いいたします。 
続きまして、２つ目といたしましては、市営住宅におきましても、現在、火災探知機という

ものを一般の家庭にも、これから常時付けていくということにもなっておると聞いております

けれども、現状、この火災探知機について整備の状況、また計画についてお伺いしたいと思い

ます。 
後に３つ目といたしましては、これは特定の場所にもよると思いますけれども、入居等の

しおりの記載事項以外で、例えば、ＣＡＴＶなどに加入が必要だと言われる場合におきまして、

この対応につきましてどのように行われているかお伺いして、終わりたいと思います。 
よろしくお願いいたします。 

○議長（中村善次君） 
岩澤建設部長。 

○建設部長（岩澤重信君） 
再々質問にお答えいたします。 
今、議員が一時預り金と言いましたが、言い換えますと敷金でございますが、今、２カ月と

いうご質問があったのですが、これは３カ月というふうにご理解いただきたいと思います。 
敷金につきましては、現在、修繕費としてこれを充当することができないかというご質問に

お答えいたします。 
現在、敷金として、歳入歳出外会計で管理しております敷金の合計額につきましては、おお

むね１，８００万円とご理解をいただきたいと思います。言い換えますと、３分の１にします

と、１カ月の家賃が６００万円くらいということで、その３倍額ということで、１，８００万

円だとご理解いただきたいと思います。 
敷金については、退去時、退去される方の 後の家賃が、入ったことが確認された時点で、

全額をお返しするというスタンスを取ってございます。仮に、これは失礼な言い方ですが、も

し家賃の滞納があった場合には、その敷金をもって相殺するというシステムでございます。 
それから、当然、退去される方につきましては、従前お使いになっていた住宅につきまして
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は、入居されたときの状態に戻していただくという原則でございますから、当然、ふすま紙の

張り替えとか、畳の表替えとか、入居者の方の責任において、修繕をいただくものは修繕をい

ただいていると。そこにつきまして、修繕費について敷金と相殺するという方法も、一つの方

法としてはあるんですが、入居者の方がお知り合いの業者の方にお願いするとか、あるいは、

それを敷金の中から相殺するということは、修繕の費用に対して支払いなんかの関係で、今、

歳入歳出外現金の中で取り扱いをしているという形の中で、非常にそこらへんが複雑な手続き

にもなりますし、住民の方が自分のお知り合いに直していただけることが、たぶん一番安く仕

上がるのではないだろうというふうな根拠もございまして、基本的には現行の敷金制度につき

ましては、家賃の滞納があった場合の相殺処理として取り扱いをしていくという、基本的な考

え方でございます。 
それから、火災警報器の設置整備状況の関係でございますが、火災警報器につきましては、

平成２０年度と２１年度の２カ年計画で設置整備の計画を進めてございます。 
本年度につきましては、総戸数で３９６戸を本年度事業として設置いたします。なお、残さ

れた約半分でございますが、来年度４５０戸の取り付けを予定しておりまして、来年度をもっ

て市営住宅すべてに火災警報器を設置済みの計画で動いてございます。 
それから、 後の入居のしおり等の記載事項の中で、ＣＡＴＶなどの加入が必要な場合の対

応ということでございますが、これは議員がおっしゃるとおり、実は、市営住宅の中でテレビ

の受信をする場合に、どうしてもＣＡＴＶにはいらないと思うような受信ができないという住

宅がございまして、そこの入退去があったときに、ちょっと事務方のほうの説明に手違いがご

ざいまして、住民の方にＣＡＴＶの加入の問題がきちんと伝わっておらなかったということで、

トラブルになった経過がございます。今後につきましても、本当に一部の住宅でございますか

ら、そこにつきましては係の者のほうから、もし仮に今後入退去があった場合につきましても、

そういう細かな点につきまして、説明不足のないように、今後責任をもって指導していきたい

というように考えております。 
それから、 後になりますが、今回、県の指導の中で、実は平成２１年４月に公営住宅法そ

のものの一部改正が、国のほうから出てくるという情報が出てございます。そうなりますと、

上位法令の改正を受けまして、当市におきましても来年の４月以降の公営住宅法の改正をもっ

て現実に、実情に沿うように、かつまた市民の利便性を考慮した条例および規則等の改定が

伴ってくると思っております。 
今、議員のほうから何項目か出されましたお願いといいますか、規約等の改正等につきまし

ては、当面、来年度の公営住宅法の改正以後の市営住宅の条例・規則等の見直しの中で、可能

なものについては実情に即するように、かつ市民の利便性を考慮した条例・規則等の改正に向

けて取り組んでいくつもりでございますので、以上もちまして答弁とさせていただきます。 
○議長（中村善次君） 

以上で、中川秀哉君の一般質問を終了します。 
関連質問を許します。 
（ な し ） 
関連質問を終わります。 
暫時休憩します。 
再開を１１時といたします。 
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休憩  午前１０時５０分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午前１１時０３分 
○議長（中村善次君） 

再開します。 
一般質問を続けます。 
６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俊雄でございます。 
議長の許可を得ましたので質問させていただきます。 
今年は、いつにない猛暑の夏、豪雨の夏でありましたが、私どもを取り巻く経済環境、景気

はどうだったでしょうか。 
２００２年から始まった戦後 長の景気拡大も、何の実感も恩恵もないまま終焉を迎え、

あっとういう間の逆風、人・物・金の流れは停滞色を強め、動かぬ夏、冷夏でありました。そ

れを如実に示しているのが、１年前と比べたこの夏の人の動きであります。 
海外旅行は７％減、国内旅行も１％減、逆に、日帰りで遊べるプール・遊園地は２０％増、

駅前レジャーは６％増、富士登山も２０％増と、夏休みの風景は一変しました。 
本市においても、いままでにない現象、花火大会の宿泊も一部空室が発生、観光農園も果物

を買わずにトイレだけという方の増加という状況であります。 
燃料暴騰による旅行形態の変化、「安・近・短」により、笛吹市はその恩恵をもっと多く受

けても良さそうでありますが、今のところ残念ながら影響が及んでおらず、秋に期待するとこ

ろ大であります。 
さらに、内閣府が先月１６日に発表した、国民生活に関する世論調査によりますと、日常生

活で悩みや不安を感じている人の比率は７０．８％にも達し、調査を始めた１９８１年以降、

大となり、年齢別では５０代が７６．２％、４０代が７４．４％と、年金や景気の先行き不

透明感による将来不安の広がりをうかがわせる結果となり、とりわけ中壮年世代の危機感の強

さが目立っております。 
としますと、デフレ政策下の景気回復は、国民・住民の不安感の増幅に歯止めをかけ、さら

に緩和させることが重要になるのではないでしょうか。 
政府は、景気悪化を受けて総合経済対策を策定中ですが、決してばらまきではなく社会保障

関連費用の一律削減の見直し、景気刺激による住民生活のセーフティーネットの充実こそが、

景気対策であると認識すべきでありましょう。 
しかし、国においても国民の視点からまったく離れた数合わせに躍起となっており、政治離

れ、政治不信が速度を増しております。 
本市に目を向けますと、平成１６年１０月の合併以来、３年１０カ月余りが経過し、旧町村

の地域の垣根を取り払った相乗効果の上がる地域振興、より質の高い住民サービスの実現、構

造改革により急激に変化する社会の中での厳しい状況を反映した地方分権など、新たな時代を

迎えた地方自治のあり方に荻野市長は取り組まれております。さらに、第一次総合計画を策定

され、今年度よりその実現に向けて市民との協働を訴えております。 
今後は、その確実な諸施策の実現と数値目標の達成、さらにそれを補完する具体的な基本計
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画や条例の早期策定により、少しでも市民の将来的な不安や不満を払しょくし、消費意欲の高

まる行政の推進、地方経済の景気改革を熱望し、以下、質問させていただきます。 
先日、地方分権改革推進委員会の第一次勧告が出されましたが、国と地方の役割分担を見直

し、重点行政分野について、地方への権限移譲を求める内容でありました。 
地方自治体としは、勧告どおりに権限が移譲されるのか。省庁は権限を手離しても、さまざ

まな手段や補助金などで自治体をしばり付けることがないのか。そして、何よりも税財源の移

譲が不可欠であります。 
また、地方分権構造改革は、国・省庁、県との交渉を通じて、一歩一歩着実に分権を実現し

ていくことが重要でありますが、問題は、そのプロセスがあまりにもスピードが遅いこと、受

け皿となる地方自治体の能力が追い付かないことが懸念され、分権改革が実現する前に多くの

地方で経済財政が行き詰まり、全国に夕張化現象が広がる心配もあります。 
それには、地方自治体での分権改革、構造改革に必要な基礎体力となる財政力の強化、住民

力の強化、職員力の強化がキーワードになりましょう。 
まず、財政力について伺いますが、財政健全化法に基づき、今年秋にはすべての自治体が自

らの健全化判断比率を公表することとなりまして、昨年度決算数値に基づき決定された４つの

指標、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率の指標値を伺うとと

もに、本市の財政状況はどう分析されているかをお聞かせください。 
また、算定様式に入力する数値も決算統計ではなく、決算書および主要な施策の成果報告書

や地方交付税算定台帳や普通交付税算定資料に基づくものでなければならないわけでありま

して、その数値の適切さは十分なものであるのか。情報プロセスの整備やチェック機能の充実

のためにどのような具体策が取られているか、まずお伺いします。 
さらに、今後の自治体運営には、第一次総合計画および実施計画と財政計画との間で整合性

があり、その進捗状況を事業量に基づいて定期的に把握し、進捗管理できる条件を備えている

ことが必須ですが、現状としていかが取り組まれているのか、確認の意味も踏まえて伺います。 
次に、住民力の評価について伺いますが、住みやすい地域づくり、安心・安全なまちづくり

には市民との協働が不可欠であることは、いまさら申すまでもありませんが、第一次総合計画

においても、大きなキャッチフレーズになっております。行政区や町内会、消防団、体育協会、

ＰＴＡ等、数多くの市民・団体の支えによって円滑な行政運営がなされております。 
しかし、 近、自分たちの地域は自分たちで守ろう、安全・安心な町は地域でのコミュニケー

ションからという、至極当たり前の事柄に大きな違和感、罪悪感すら生ずるようになりました。

喜怒哀楽を共有する地域コミュニティーから、隣は何をする人ぞ的コミュニティーへの変質で

あり、大変危惧されているところであります。 
それは個人情報保護法でありまして、確かに現行条例では、個人情報の目的外の利用や外部

提供を原則として禁止しておりますが、例えば、保健福祉部が所有する障害者等の情報を防災

部局や自主防災組織に提供することは、条例上の疑義が生ずると考えられますが、今、進めら

れている災害時要援護者支援登録作業も、あくまでも自己申告制ですと、おのずと限界が生ず

るのではないでしょうか。 
法令、条例は原則とともに例外も定めておりますし、法の解釈には、時には拡大解釈も可能

であります。例外として本人の同意がある場合や、明らかに本人の利益になる場合、相当の理

由ですとか公益上の必要性、公共の福祉の観点から見る場合、目的外の利用や提供ができるは
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ずではないでしょうか。 
条例を改正しなくても、現行で正しく解釈・運用することで、さまざまな情報の共有化が可

能と考えますが、当局のお考え、また、本法の解釈をお願いいたします。 
次に、職員力の強化について伺いますが、公務員制度改革が進められる中で、職員の定数削

減と並行して、本市でも能力や実績に基づく人事評価かんり、および職員任用制度の確立も

着々となされております。人材は宝、すべての職員の皆さんにはその資質を十二分に発揮して

いただき、市政の発展、住民サービスの向上に頑張っていただきたいわけでありまして、私ど

も議員もそれ以上にスキルアップすべく、日夜努力しておるところであります。 
さて、よくいわれる団塊世代の退職に伴い、その技能・能力が確実に引き継がれているのか、

また、世代間のばらつきが発生しないか大変懸念されるところでありますが、とりわけ団塊世

代の退職に伴いまして新入職員も数多く採用されております。今年も主事１２名、消防士６名、

計１８名が入庁しました。来年度も同程度採用されるのではないかという中で、三つ子の魂百

までであると、まさに初期の教育こそが大変重要ではないでしょうか。新入職員の教育・育成

はどのようになされているのか、その具体策についてお伺いいたします。 
続きまして、２問目としまして、にわかに導入に向けた議論が活発化してまいりました、道

州制について伺います。 
都道府県をブロックに再編し、国から地方への大胆な権限移譲を目指す道州制は、究極の地

方分権、イコール分権の 終ゴールといわれております。しかし、その枠組みの問題ですとか、

財政調整の問題、単なる府県合併に終わらせてしまう危険性をはらんでいるなど、クリアしな

ければならない項目はいくつもありますが、２００６年２月には、区割りに関しまして３案が

例示され、今年３月には、政府の道州制ビジョン懇談会が中間報告で、遅くとも２０１８年ま

での完全移行を明記、日本経団連も同月の第二次提言の中で、道州制への早期移行についてふ

れております。 
道州制の導入に際して重要な点はいくつかありますが、第１には住民の視点に立った行政

サービスの向上や豊かさの向上につながる道州制であること。第２に、地域自らがグローバル

競争に参画し、競争を通じて自立発展していかなければならない点。第３に、道州制の導入以

前に地方分権改革を進めて地方自治体の体力と体質を強化する必要があります。 
さらに、先の中間取りまとめでは、道州制導入に先立って、実施すべき重要な項目として、

国の出先機関の整理統合と事務事業の地方自治体への大幅移管、さらには職員定数の大幅削減

を提言しております。つまり、今から地方にできることは地方に任せ、地方自治体の行政能力

向上が一番重要であると指摘しております。 
本市においても、第一次総合計画の実現に向けて諸施策が具体化する中で、大変厳しくなる

自治体間競争を勝ち抜くためにも、地方分権にふさわしい観光立市として、また住みやすさナ

ンバーワンと思える市の実現に向けて、これからはないものねだりを止めて、あるものを見つ

けてお宝づくりをすべきではないでしょうか。見過ごされていたものが町を活性化する。まさ

に道州制で広域自治体をつくるときにも、それが武器になるのではないでしょうか。 
そこで、伺いますが、総合計画を進めていく上で道州制をどのように位置付けているのか。

道州制導入に向け環境を整えていく中で、本市の行政能力を向上させる具体策、および広域的

な政策立案能力を向上させるための具体策についてお聞かせいただいて、演台での質問とさせ

ていただきます。 
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ご清聴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。 
池田経営政策部長。 

○経営政策部長（池田聖仁君） 
大久保俊雄議員の一般質問、１問目のうち、財政健全化法による判断比率等と、それらの作

成プロセスの整備やチェック機能の充実のための具体策、ならびに２問目の総合計画を実現し

ていく上で道州制をどう位置付けるのかに、お答えいたします。 
まず、財政健全化法による健全化判断比率と４つの指標値、また、それらの比率が正確に、

適切に算定されるための情報作成プロセスの整備や、チェック機能の充実のための具体策につ

いてですが、地方公共団体の財政の健全化に関する法律、いわゆる地方公共団体財政健全化法

は、昨年６月に公布されました。 
この法律の施行に伴いまして、これまで半世紀以上にわたり地方公共団体の再建制度として

機能してまいりました、地方財政再建促進特別措置法は廃止され、地方公営企業法に規定され

ております、地方公営企業の再建制度も削除され、本法律に一本化されることになります。 
地方公共団体財政健全化法では、地方公共団体に財政状況を示す４つの健全化判断比率の公

表を義務づけ、この健全化判断比率を早期健全化基準、および再生判断基準に照らし合わせ、

地方公共団体に財政健全化計画、または再生計画の策定を義務づけるなどの措置を定めており

ます。 
ご質問にあります、本市の４つの健全化判断比率についてですが、１９年度決算数値等に基

づき４つの健全化判断比率を算出し、８月７日、関係書類を添えて監査委員の審査に付したと

ころです。健全化判断比率の状況につきましては、監査委員の審査意見書を付して、議員各位

のお手元に配布してございますが、実質赤字比率、および連結実質赤字比率につきましては、

一般会計以下すべての会計で黒字の決算でありましたので、比率は出てまいりません。 
次に、実質公債費比率は１３.１％、将来負担比率につきましては１１２.３％となりました

が、健全法第２２条の規定に基づく公営企業の資金不足比率につきましては、黒字決算のため

比率はございませんでした。 
次に、今回の健全化判断比率を踏まえての本市の財政状況ですが、健全化判断比率から見ま

すと、いずれの比率も早期健全化基準を下回っておりますので、健全の範囲内でございます。 
しかしながら、平成１９年度一般会計決算を分析して見ますと、国から地方への税源移譲に

伴う税収入は増加しておりますが、高齢化の進展などに伴う扶助費、および地方債発行に伴う

公債費や特別会計への繰出金などにつきましては、増加傾向にあります。 
このような状況の中、新たなまちづくりの経費や高齢化の進展による福祉関係経費の増加に

対応していくためには、引き続き経常的な経費の抑制に努めるとともに、市税等自主財源のさ

らなる確保が必要であると考えております。 
次に、健全化判断比率の算出プロセスについてですが、算出にあたりましては、総務省で作

成した、地方公共団体の財政の健全化に関する法律における健全化判断比率を算定するための

様式に基づき、該当項目に数字を入れ込むといった作業を行い、算出いたしたところでありま

す。 
なお、この比率は、数回にわたる県との数値確認を経たものであります。 
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次に、自治体運営における現状の取り組み状況についてでありますが、本市では、第一次総

合計画、実施計画および財政計画を策定し、明確な財政の裏づけに基づく将来像を描き実現に

向けて取り組んでいるところです。 
具体的に申し上げますと、予算に基づく事業執行の管理は、部局別に、年間予算を事業ごと、

月ごとに執行計画を立て、毎月の市役所内部の経営会議におきまして、月次決算報告を行うこ

とにより、各部局における事業の進捗状況を管理し、必要に応じて軌道修正を行っているとこ

ろであります。 
今後も、このシステムを十分機能させることにより、健全な財政運営に努めていきたいと考

えております。 
続きまして、２問目の総合計画を実現していく上で、道州制をどう位置付けるのかにお答え

いたします。 
今、新たな地方分権改革の推進と、道州制導入に向けた取り組みが、政府主導のもと活発に

進められておりますが、道州制導入が議論されている背景には、平成の大合併により、基礎的

自治体である市町村の規模・能力が拡大し、そのことにより都道府県のあり方の見直しが求め

られていることや、都道府県の県域を越える広域的な行政課題への対応、国や地方の行政コス

トの削減、行財政改革の必要性、地方分権の流れが加速する中で国と地方の役割分担の見直し、

地域間格差への対応などが大きな課題となっており、その対応策として道州制の導入が検討さ

れているところであります。 
これは現在の都道府県を再編して、広域の「道」「州」を置き、中央省庁の機能を道州に移し、

合併で体力を付けた市町村に都道府県の事務の多くを移管することによって、国と地方が適切

に役割を分担し、地方のことは地方が自主的に決めて実行するという地方分権の推進と、国と

地方を通じた行政の効率化などがねらいとされているもので、道州制に関する 近の調査にお

いては、全国の知事の約６割、市長においては約７割が道州制の導入が必要であると回答して

います。なお、中には慎重派、反対派の方もいらっしゃいます。 
本市といたしましては、中長期的に見て、道州制の導入は必要であると考えておりますが、

道州制、いわゆる広域的自治体改革の検討にあたっては、地方の声を十分に反映し、道州制導

入の意義やメリット・デメリットについての十分な議論が必要であると考えております。しか

しながら、道州制に対する国民的な議論の機運は、まだまだ高まっているとは言えない状況で

あり、内容についても不透明な部分が多くあります。 
既に全国市長会等を通じ、国に対して、提案・提言を行っているところですが、申すまでも

なく、道州制は明治以降長年続いてきた都道府県制から、国と地方の双方を再構築し、真の分

権型社会を実現する、国の形の根本に関わる重要な課題であります。 
ともすると、道州制の区割り論の方に関心が集まりがちになりますが、単なる都・府・県の

合併ではなく、「なぜ道州制が必要なのか」について、国から道州、道州から市町村へ権限や財

源をどう移譲するのか、また、その際に道州間の財政力の格差をどう調整するのか、国の出先

機関・地方局をどう廃止あるいは縮小していくのか、その事務権限の大半、および所要財源の

自治体への移譲、このようなことについて十分な議論を尽くした上で、変革へ向けた着実な歩

みを進めることが大前提であります。 
いずれにいたしましても、地方分権改革・行財政改革・財政再建は着実に推進しなければな

らない大きな課題であります。 
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本市におきましては、急速に進む少子高齢化、地球環境問題の深刻化、安心・安全な社会の

構築、高度情報化の進展、地方分権改革などさまざまな課題に対応していくため、第一次総合

計画「ふえふき協奏曲第１番」みんなで奏でる“にぎわい・やすらぎ・きらめき”のハーモニー

の将来像のもとに、市民・地域・行政が、お互いの信頼関係に基づいたパートナーシップによ

る協働のまちづくりを柱として、市民と一体となったまちづくりに取り組んでいるところであ

ります。 
特に、行財政改革の着実な推進と、将来をしっかりと見据えた中で、地方分権に即した自立

性の高い行政組織の整備を進めることにより、足腰の強い自治体構築をめざし、道州制導入の

もとでも、決して揺らぐことのない基礎自治体としての体力をつけていくことが重要でありま

す。 
今後、第一次総合計画の期間中には、道州制に関する議論がますます高まってくることと思

われますが、 も重要なことは、地方の自治体が、議会の皆さまをはじめ住民レベルでの議論

を活発化させ、道州制に対する理解を深めていくことであります。 
議論が進むにつれまして、さまざまな課題が見えてくることと思われます。 
住民に も身近な基礎自治体として、行財政基盤を強化し、高度化する行政課題に的確に対

応できる、これまで以上に自立性と専門性の高い行政主体の構築を図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） 
続いて、答弁を梶原総務部長。 

○総務部長（梶原清君） 
大久保俊雄議員の一般質問、１問目のうち、個人情報保護法の解釈と新人職員の育成に対す

る具体策にお答えいたします。 
まず、個人情報保護法の解釈についてのご質問にお答えします。 
情報化社会の進展に伴う個人情報の流出や、不法に取得した個人情報を悪用し高齢者などの

社会的弱者をねらった詐欺事件などが大きな社会問題となる中で、個人情報保護法が平成

１５年５月に成立し、平成１７年４月に完全施行されました。 
このことにより、個人の権利・利益は保護されていますが、一方ではご指摘のように、市の

保有する個人情報の柔軟な提供ができにくくなりました。 
そのため、地域との協働によるまちづくりを推進していく上で支障となり、市としても大変

心苦しく感じているところであります。 
しかしながら、市民からの信頼を保つとともに市民生活の安全性を確保するため、個人情報

の取り扱いに細心の注意を払うことが当然であります。 
このため、いかに提供する情報が公益目的であったとしても、非常時や人の生命や身体にか

かわるような特別な場合を除いて、本人の同意なく情報提供はできないのが法の原則でありま

すので、本市においてはこの趣旨に則り適正に運用しております。 
しかし、 近、個人情報保護の名のもとに、必要以上に情報提供を行わない、いわゆる過剰

反応が問題視され、政府も平成２０年４月に、それまでの個人情報の保護に関する基本方針の

一部見直しを行いました。 
本市としても、地域における個人情報の有用性については十分に認識しておりますので、地

域との協働を推進するため、提供すべき情報は、必要な手続きを踏んだ上で速やかに提供でき
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るよう、法の適正な運用を図ってまいりたいと考えておりますので、ご理解をお願いいたしま

す。 
次に、新人職員の育成に対する具体策についてのご質問にお答えします。 
公務員制度改革では、その柱の一つとして新たな人事制度の構築を掲げていますが、そこに

は、能力や成果を反映する制度の確立、人材育成を図る仕組みの整備などが示されております。 
このような情勢も踏まえながら、市では、定員適正化計画の推進と職員研修の充実に努めて

いるところであります。 
ご質問の新入職員の育成につきましては、平成１９年度に新入職員の教育要領を作成しまし

た。その基本方針は、本人の意欲と努力を基本にしつつ、市はそのための環境を提供し、市職

員としての資質を高めるよう全面的にバックアップするものであります。 
具体的には、採用前の事前研修として、市の管理職が講師となり、組織や職員としての心得、

市の施策、予算、地理などの研修を行っています。また、採用後は、配属先の管理職による教

育や、イベントなど市内で開催される各種事業への出労、人事院の国家公務員新人研修との合

同研修など実践的な教育にも積極的に取り組んでおります。 
さらに、市町村職員研修所での新入職員研修では、公務員としての基礎知識の習得や接遇、

社会活動などを学習しています。 
今後は、団塊の世代の退職者が多くなることを考慮し、新入職員も含めた全職員の資質の向

上のための職員教育をさらに進めていく考えであります。 
以上で答弁とさせていただきます。 

○議長（中村善次君） 
再質問を許します。 
大久保俊雄君。 

○９番議員（大久保俊雄君） 
今、いくつか答弁をいただいたわけですが、３点ほどお伺いしますけれども、まず、財政力

という部分で財政健全化法に基づく判断比率は、いずれも早期健全化基準を下回っているとい

うことで、安心していいのかどうかという部分はまた別の問題で、これらの指標が万全である

かということを考えた場合に、企業における財務状況と同様に、何年分かのデータを見て推移

したものを分析しないと本当に不透明で、いいのか悪いのかということは考えられないわけで

すが、これはまた来年度以降、前年対比ということをしないと、適正なことも言えない部分が

あるわけですけれども。 
そういった中で、その数値と、そのほかにも重要な指標というのは、実質公債費比率と実質

収支比率、これに加えて財政調整基金の金額ではないかなと思われるわけですけれども、いわ

ゆる自治体の貯金である財政調整基金、これが例えば日本全国でもいろいろな災害、地震とか

水が出たりという場合には、急にまとまったお金が必要になったときには基金を、あとで国か

ら補助・補填されるにしろ、基金を取り崩して使うことになると思われるわけですけれども、

そのことにより一気に財政危機に直面する。むしろ取り崩す基金がなかったというようなこと

も考えるわけでして、１９年度決算に基づきますと、財政調整基金は昨年度より５，２００万

円ほど増えているということですが、過日出しました中期財政計画、平成２０年から２４年の

５カ年の財政計画では、財政調整基金は年々減額する。５年で４億円減ということと、もろも

ろの基金残高を１００億円から８億円減った９２億円になるという予測を立っておるわけで
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すが、この基金の減額、特に財政調整基金の減額に対する対応策について、あればちょっとお

伺いしたいというのがまず１点。 
２点は、組織のトップの思いが、窓口に座られている方まで本当に通じているのかという思

いがしておるわけで、確実に伝わっているのかどうかお伺いしたいんですが、昨日、市長も市

民第一主義と、いろいろサービスの多様化とか、本当にプロの意識を持った行政マン、行政人

としてやっているというような言葉もあったわけですが、若手職員も休日には担当の当該職員

でない方も座られている中で、 低限の業務知識とか応対マナー、これが周知達成されている

のかどうか。私は、はなはだ疑問に残るところがありまして、紙１枚でもいろいろな届け出と

いうのは、人の生き様の凝縮されている紙１枚に対する対応に対して、本当にプロの意識が持

たれているかというと、私は１００％そうではないかなと、ごく一部の人が誤った適正な対応

をされないために、市全体が評価される。また、市長、上司の考えがこういうものなのかなと、

いう判断を受けかねない中で、やはり企業でもそうですが、組織のトップの思いというのは、

末端のといいますか若手職員にまで通じなければ、これは組織としての機動力が発揮できない

わけで、そこらへん上のほう、下のほうといいますか、こういう組織というのは適性かどうか

分からないのですが、全てが共有する部分、そこらへんはどういうふうに考えているのか、１点

ということと、やはり今民間でも景気低迷で過重労働とか賃金にしてもそうですが、労働条件

が非常に劣悪な環境になっているのかなと思うわけで、当然、行政の方も、１９年度の職員の

健康診断、９４％、６６１人の正職員、臨時職員２２１名が受診されたそうですが、医師から

の指示があったもの、これは俗に有所見者という数字が２３５名も出ておるわけでして、平成

２０年に入っても、例えば、内臓疾患メンタルの部分で１５名の方が傷病休暇を取得されてい

るということで、安全衛生上の研修とか、やはり法令を遵守した職場環境の改善というものは

非常に民間、行政を問わず、今重要視されてきている中でどのように、やはり資質を上げても

体を壊したり、いろいろなストレスのことで能力が減ることがないように取り組むことが大事

だと思いますが、具体的にその部分はどう努力されているのかお伺いします。 
以上、３点。 

○議長（中村善次君） 
当局の答弁を求めます。 
堀井財政課長。 

○財政課長（堀井一美君） 
大久保議員から、財政調整基金の減少に対する対応策についてということで、再質問をいた

だいておりますので、お答えいたしたいと思います。 
財政調整基金につきましては、地方公共団体の年度間の財源の均衡を調整するための基金で

ございます。積立金でございます。 
地方公共団体の財政につきましては、経済不況などに伴い大幅な減収、それから、先ほどお

話にもございましたとおり、災害の発生などによりまして、思わぬ支出の増加を余儀なくされ

る場合があるわけでございます。このような予期しない収入減、それから不時の支出増加に備

えるために、計画的な財政運営を行うことは必要不可欠なことと考えておるわけでございます。 
こうしたことから、財源に余裕が生じた場合には基金への積み立てを行うなどする中で、今

後も可能な限り基金の確保は図っていきたいと考えておるところでございます。 
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幸い、本市におきます財政調整基金の額でございますが、６町村の合併直後、平成１７年３月

末でございますが、財政調整基金の額につきましては８億７千万円ございました。平成２０年

５月末現在は約２３億９千万円と増えておるわけでございます。また、２０年度当初予算編成

時におきましては、財調基金からの繰入金を８億９千万円ほど見込んだわけでございますが、

今回の補正予算におきまして財調基金からの繰入額５億円ほど減額することといたしたわけ

でございます。年度内には、残りの繰入金も減額することができるのではないかと、期待して

おるところでもございます。 
予算編成につきましては、１７年度以降、毎年度、財政調整基金からの繰入を常態とした予

算編成を行っております。こうした予算編成も今後徐々に見直しをしていく必要があるのでは

ないかと考えておるところでございます。 
なお、中期財政計画につきましても、毎年度、見直しをしていくこととしておりますので、

こうした見直しと併せまして、財調基金の額につきましても、見直しをしていきたいと考えて

おりますので、よろしくお願いいたします。 
以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（中村善次君） 
梶原総務部長。 

○総務部長（梶原清君） 
大久保議員の再質問にお答えいたします。 
窓口サービスにつきましては、それぞれ担当課で当然指導はしているわけですが、全体的な

職員研修は総務課ですが、直接の窓口サービスの職員対応については、担当課のほうで十分気

をつけて業務を行っているわけですが、大久保議員から言われた、過日、日曜窓口で申請書の

内容を取り違えたという報告をいただいたわけですが、日曜窓口につきましては、戸籍住民課、

税務課、収税課、それから情報政策課の職員が出まして、各課長が管理責任者ということで、

日曜のたびに勤務しているわけでございますが、特に戸籍住民課につきましては、戸籍住民課

それから支所の職員も当然当番制で出ていただいているわけですが、報告によりますと、多忙

だったのが理由ではないわけですが、申請書の内容を取り違えて、来たお客さんに大変ご迷惑

をかけたという報告を受けているわけですが、市長の言われる「市民第一主義」でございます

ので、それぞれ十分、迅速あるいは丁寧に窓口をやるということで、また一層、職員に今後そ

ういう誤りのないように徹底指導をしていきたいと思います。 
それから、２問目の健康診断の関係でございますが、傷病休暇を取る職員を減らしていく取

り組みについての質問ですが、職員の定期健康診断の受診率を上げるとともに、その成果を踏

まえた生活習慣病を予防する資料の提供や講演会の実施、メンタルヘルスの研修会の開催を実

施しております。 
また、安全衛生管理委員会を必要に応じて開催し、健康診断の結果を受けて、生活習慣病の

対策を産業医の意見を聞きながら実施しているところであります。 
さらに、今年度につきましては、健康づくり課、それから国民健康保険課、総務課が連携し

ましてメタボ対策の取り組みをはじめ、現在、職員１３名が保健師の指導を受けながら、汗を

かいてメタボ対策に取り組んでおります。 
今後も健康で明るく働くことができる職場づくりに、専門家の意見も取り入れながら、努力

していく考えでございますので、よろしくお願いします。 
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以上、答弁とさせていただきます。 
○議長（中村善次君） 

再々質問ありますか。 
大久保俊雄君。 

○９番議員（大久保俊雄君） 
１点ですが、若手職員の方々も数多くの方が地元の消防団、先ほどから団員不足で探すのに

大変ということで、若手の職員の方も長い間消防団活動に取り組まれておるわけですが、そう

いった部分に人事評価とかに上乗せといいますか、例えば、入札の場合には業者がこういった

部分も加味して上乗せされているという部分もあるわけで、当然、地元への貢献度といいます

か、される方、されない方もいる中で、一生懸命されている方もいるわけで、事に消防団活動、

地域活動に対する貢献度、これも人事にそれなりに上乗せ評価ができないものかというのが

１点お伺いしたいんですけれども。 
○議長（中村善次君） 

梶原総務部長。 
○総務部長（梶原清君） 

消防団員として活躍している職員に対して、人事評価の上乗せ評価を導入する考えはないか

というご質問でございますが、人事評価制度はそもそも勤務時間内に職員の勤務状況を評価し、

職員の能力ややる気を育てていく制度でありますので、消防団員としての活動を評価の対象に

することは困難であります。 
しかし、職員は地域の中では市民の模範として生活したり活動したりすることは、当然のこ

とであるばかりか、市民との協働により市民参加型の市政を実現していく上でも、ますます重

要になると思います。 
市としましても、勤務時間の振り替え、部署内での協力体制づくりをしておりますが、今後

につきましても、職員が積極的に消防活動に参加できますよう、環境づくりに努めてまいりた

いと思います。 
以上、答弁といたします。 

○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） 
大久保議員の関連質問をさせていただきたいと思います。 
２点目の道州制に関連した質問でございますが、今、先ほどいろんな質問がありましたけれ

ども、広域的な取り組みにおける観光施策の充実ということで質問させていただきます。 
今年の秋、ワイナリーとかを巡るようなお座敷列車が１０月２５、２６日、１日１往復、ワ

インエクスプレス新宿・甲府間ということであるわけでございますが、春には桃の花見とかワ

イン、また夜景等々もあろうかと思いますが、こういった中で山梨・甲州市との連携をした情

報発信も必要であることから、その延長が道州制における自治体の枠組みにもつながると考え

ます。連携した情報の発信の具体的なお考え等がありましたら、お聞かせ願いたいと存じます。 
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○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） 
前島議員の関連質問にお答えいたします。 
昨日、笛政クラブの上野議員の代表質問の中で、しっかりした将来目標を定めた中での観光

振興基本計画の策定をしていくということでありますけれども、大変、観光業につきましても、

取り巻く環境が大変厳しいものでありまして、旅行形態の変化や観光行動の多様化、あるいは

シニア市場の拡大、余暇需要の変化、国際交流の進展等、笛吹市も大変な課題を持っている中

での地域間競争が大変激化しているということで、この中でしっかりした現状と課題を分析し、

目標設定をしながら施策展開をしていかなければならないと思っておりますので、前島議員の

ご指摘の中の問題も、しっかり将来計画の中で国際振興計画の中に取り入れてまいりたいと考

えております。 
○議長（中村善次君） 

再質問ありますか。 
２１番、前島敏彦君。 

○２１番議員（前島敏彦君） 
答弁をいただきましてありがとうございました。 
今年度、もう９月ということでございますし、そのへんを踏まえた中で早めに、いろんなこ

ういった自治体間の問題で、大変難しいかと思いますが、ぜひ連携した中で進めていっていた

だきたいと、要望でございます。 
よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（中村善次君） 
答弁はいらないですね。 
関連質問を終わります。 
一般質問を続けます。 
２４番、龍澤敦君。 

○２４番議員（龍澤敦君） 
ただいま、議長より許可をいただきましたので、２問についてお伺いをいたします。 
早いもので、合併以来、はや４年が経とうとしております。 
現在、国および県からの補助金等々減少の中、７万２千人の市民のため、行政を預かる市長

以下職員の皆さん方には、日夜をとわずご活躍をいただき、心より敬意と感謝を申し上げます。 
さて、今、境川町においては、いろいろな面でクローズアップされていることは、既に皆さ

ん方もご承知のとおりだと思います。ごみ処理問題、リニア問題等山積しております。本日は、

その中の１つ、工業団地の問題とリニア関係の２問についてお伺いをしたいと思います。 
１問目は、笛吹市内工業団地誘致問題についてお伺いをいたします。 
今、現在県内において大企業が次々と撤退をいたしております。笛吹市内各所に工業団地を

提供しているところがたくさんあります。それぞれの工業団地に素晴らしい企業が入り、業績

を上げておりますが、まだ未使用地も多く、国・県からの補助金も少ない現在、市の財源獲得

のため景気低迷の中ですが、企業誘致促進を再度図り税収に結び付けたいと願っております。 
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現在の進捗状況、また今後の方針を伺います。 
２問目につきましては、リニア実験線問題について、平成２年から始まったリニアも、走行

試験開始から実験線の高速性、輸送能力、経済性と、各目標の技術的な確立まででき、なお所

要の試験を実施しつつ、今後１０年間で実用化に向けて山梨実験線を建設する運びとなり、工

事も始まります。 
境川町原地区、２１ヘクタール残土捨て場にも１日３００台の大型車両が通行するといわれ

ております。その地域の安全対策と環境対策の大筋を伺います。 
また、駅舎の誘致問題の現況と今後の進展予測についてお伺いをいたしたいと思います。 
以上について、市長よりご答弁をお伺いいたします。 

○議長（中村善次君） 
当局の答弁を求めます。 
荻野市長。 

○市長（荻野正直君） 
龍澤敦議員の一般質問、笛吹市内の工業団地誘致問題とリニア実験線問題についてお答えい

たします。 
まず、笛吹市内の工業団地誘致問題についてでございます。 
企業誘致につきましては、第一次笛吹市総合計画「ふえふき協奏曲第１番」の実り多い産業

と人々の集うまちづくりの中で、活力ある地域経済づくりの施策のもと、農用地と調整を図り

ながら、農村地域工業等導入促進法による農村工業団地を活用した企業用地を確保し、市の企

業立地促進助成に該当する優良な企業の誘致を推進すると位置付けております。 
また、雇用機会の拡大を図り、本市経済の活性化に資することを目的に、笛吹市企業立地促

進事業助成金交付要綱を定め、優良企業の立地を推進しております。 
市内、９つの農村地域工業団地には２５企業が操業し、現在２,３２３人が雇用されており、

笛吹市の製造品出荷額は、農村地域工業団地を含め、工業統計調べで平成１８年においては、

１,０９６億円を売り上げております。 
また、本年５月より農村工業団地の２５企業、および資本金１千万円以上、従業員２０人以

上の企業の訪問を実施し、意見交換を行う中で、製品が世界的シェアを誇る企業が多数操業し

ていることを、改めて認識したところでございます。 
境川石橋農村工業団地につきましては、平成２０年に約１２ヘクタールから約２６.１ヘク

タールに、エリアを約１４.１ヘクタール拡大し、農村工業団地計画の変更を行ったところであ

り、既に、拡大したエリアに３企業１１.３ヘクタールの入居が決定しておりまして、入居可能

残面積は、２区画約１.３ヘクタールであります。 
入居可能残面積部分について、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活

性化に関する法律に基づき策定された、山梨県地域産業活性化基本計画と連動して、市の財政

の根幹を担う企業の誘致に積極的に取り組んでまいります。 
また、県の産業集積促進助成金交付要綱の改正が行われ、対象企業が製造業のみから、試験

研究所およびバイオテクノロジー利用産業に拡大され、自社所有地新増設事業についても助成

対象となり、有効期限も平成２３年３月３１日に延長されました。 
県に情報提供を行い協力していただく中、紹介していただいた企業につきましても、交渉を

進めている状況です。 
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また、企業誘致する上で重要となる交通の利便性の向上につきましては、中央自動車道との

接続のためのスマートインターチェンジ計画、新山梨環状道路東側区間の計画等を、積極的に

促進してまいります。 
今後につきましては、変更した農村工業団地計画が平成２４年末までの計画期間となってお

りますことから、入居可能残面積の状況等を見ながら、企業誘致を推進してまいりたいと存じ

ます。 
また、平成２５年以降につきましても、農村地域工業団地周辺の地元市民の意向、および入

居希望企業の状況、国・県の関係機関の動向を総合的に判断する中で、見直し等検討してまい

りたいと考えております。 
続きまして、リニア実験線問題についてお答えいたします。 
ご質問のとおり、山梨リニア実験線は、１９９７年から総延長４２.８キロメートルのうち、

優先的に建設された先行区間１８.４キロメートルで、走行実験が行なわれており、２００６年

１２月に超電導磁気浮上式鉄道実用技術評価委員会では、実験線全線を２０１３年までに建設

し、２０１６年度までに実用化の技術を確立することを目指すことなどの提言がなされました。 
これを受けまして、事業主体は、４２.８キロメートルの実験線全線で設備を実用化仕様に変

更し、長大編成車両によるトップスピードでの長距離走行や長大トンネルでの走り抜けなどの、

技術的テーマに対応するとともに、保守体系の確立など、超電導リニアの実用化確認試験を行

うこととなりました。 
市内の状況につきましては、去る８月２９日に黒駒トンネルの安全祈願祭が執り行われ、ほ

かの工区につきましても、順次工事が始まっております。 
トンネルの残土が持ち出されますのは、もう少し先になりますが、現在、 終的な土砂運搬

ルートの案を事業主体がまとめているところであります。 
まず、残土運搬車両の通行に伴います、安全対策と環境対策につきましてお答え申し上げま

す。 
市では昨年から、沿線にある小中学校を対象に、児童生徒が運搬ルート上を「いつ、どこを、

何人通過するか」の調査を行い、学校の意見を反映して信号設置、警備員の立哨等の要望を行っ

たところであります。 
また、広域農道沿いの特に危険を感じる境川地内については、合併前よりリニア資金を活用

した歩道新設整備を進め昨年完成いたしました。 
さらに、いまだ、不十分な場所への歩道設置、市道として残していく工事用道路の建設、一

部仮設道設置による幹線道路への残土運搬車両の迂回、残土運搬車両専用仮橋の設置など、沿

線自治会の声も反映した運搬路整備を実施中でありますが、未実施の個所につきましては引き

続き対策を講じてまいります。 
また、残土運搬車両通過による環境悪化対策につきましては、工事現場から、公道に出ると

きの徹底したタイヤの洗浄や路面散水、ならびに積載残土をシートで覆うなどの粉塵防止対策

を行うとともに、制限速度の遵守と積載量の適正化などの騒音防止対策、地元車両等の優先の

徹底など、工事に携わるスタッフの万全な安全教育を行って行く旨、事業主体からの報告をい

ただいております。 
また、車両の前面にはリニア工事関係車両であることや、個々の識別が可能なプレートを掲

げ、悪質な工事関係者がいる場合の対応も行っていくこととなっております。 
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いずれにいたしましても、国家的プロジェクトととらえ、残土運搬に関係する安全対策につ

いては、関係機関と連携し、徹底を期してまいりたいと考えております。 
次に、停車駅誘致の現在とその後の進展状況についてお答えいたします。 
２００７年１２月には、ＪＲ東海が自己負担を前提に手続きを進めるとの発表から、ＪＲ東

海の主導のもと、２０２５年の営業運転開始に向けて大きく動き出しております。 
境川町原地区への停車駅設置に向けての活動につきましては、平成１９年１２月定例会にお

いて、駅誘致活動に取り組む決議をいただき、平成１９年１２月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市内の関係団体代表者など、約２００名のご出席をい

ただき開催いたしました。 
その後、平成２０年２月に峡東圏域への停車駅誘致のための準備会を開催し、山梨市および

甲州市の賛同を得まして、広域的な推進活動を展開するため、平成２０年５月１７日に約

１７０名のご出席をいただき、峡東圏域リニア中央新幹線駅誘致推進協議会を設立いたしまし

た。 
その活動といたしまして、２０２５年の首都圏から中京圏までの営業運転開始に向けての支

援と、山梨県峡東圏域への停車駅設置として境川町原地区への駅誘致の陳情活動を、中村議長

ならびに山梨市、甲州市の市長、議長と共に次のとおり取り組んでまいりました。 
まず、８月１日には県庁におきまして、山梨県知事に対し要望活動を行い、続きまして、８月

２０日には、県関係の国会議員への陳情として、磁気浮上式鉄道に関する特命委員会委員長で

もある、堀内光雄代議士をはじめ、１０名の国会議員に要望書の提出を行いました。 
駅誘致への取り組みは、ＪＲ東海や国の動向を見ながら、息を長く、粘り強い活動が必要不

可欠でございますので、議員各位をはじめ、市民の皆さまのご協力をいただき、山梨市、甲州

市との連携も図りながら、関係機関への要望を続けていきたいと存じます。 
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。 
龍澤敦君。 

○２４番議員（龍澤敦君） 
ただいま、ご答弁を誠にありがとうございました。 
ただいまの市長の答弁で、工業団地につきましては、平成２０年末までに計画期間となって

いるような状態でございますが、その後も続けて誘致活動はしていくと、そういうお話と承っ

ております。 
その中で、なかなか誘致活動が進まない場合には、あの中、農道の整備がしてないわけでご

ざいますので、その点も踏まえた中でご努力をしていただきたいと、こんなふうにも思ってい

るところでもございます。 
また、リニア問題の残土捨て場への通行の状況でございますが、１日３００台というたくさ

んのダンプが通行する。沿線の住民の方は神経の休まるときがないと、そんなふうにも思って

おるわけでございますが、その中で「みやさか道」が利用できたらなというような考えを持っ

ておるわけでございますが、その点についてもちょっと伺いたいと思います。 
また、先般９月５日の新聞等にもありましたが、郡内地域および甲府市と周辺自治体、また

鰍沢町でも駅舎誘致活動が活発となってきております。 
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そういう中で、先ほど市長の答弁がありましたけれども、ご努力をしていただいていること

に本当に敬意を表するわけでございますけれども、いずれにしましても、先手必勝という言葉

がございます。早いうちに努力をしていただいて、一番 初に境川町の残土捨て場、また前間

田地区への土地等々を提供しておりますので、その点も踏まえた中で誘致合戦に勝ち抜いてい

くことをぜひ、お願いしたいと思います。 
初の２問について、ご答弁をいただいて、私の質問は終わらせていただきます。 

○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） 
龍澤議員の再質問、工業団地内の農道整備はというご質問でございますが、これにつきまし

ては、入居企業等々の開発計画の中で、私ども産業観光部あるいは建設部、担当業者の中で、

綿密な話し合いの中でしっかりした位置付けをしてまいりたいと、このように考えております。 
○議長（中村善次君） 

岩澤建設部長。 
○建設部長（岩澤重信君） 

龍澤議員のリニアの運搬路に関しまして、東八中央農免農道、俗に言います「みやさか道」

の利用が可能かどうかというご質問でございますが、みやさか道につきましては、今、旧境川

町区間は完全に仕上がっておりますが、八代町内におきまして、浅川の左右岸の前後がまだ、

道路自体が接続されておらないという実態もございます。 
そんな中から、鉄道運輸機構等々の調整の中から、御坂町地内におきましては、大野寺から

東方向に関しましては、地区の対策協議会、それから関連自治会等々の要請を受けまして、今

の一般道路、俗に言います従来の農免道路、金川曽根の広域農道と、それから国道１３７号線

の旧道を使った運搬路計画の中から、可能な限り東八中央農免を利用するような形態の中で、

今、地元と鉄道運輸機構と調整を図っております。 
いずれにしましても、子どもさん等の通学路等を極力避ける状態の中で、二車線の幹線道路

を利用して交通安全対策が も徹底できるルートを運搬路として調整をしておりますので、

終的にはまだ判断が出ておりませんが、今もお話しのとおり、大野寺から東方向については、

極力、中央農免を利用するという方向で動いているということで、ご理解いただきたいと思い

ます。 
○議長（中村善次君） 

以上で、龍澤敦君の一般質問を終了します。 
暫時休憩します。 
再開は、午後１時３０分といたします。 

休憩  午後１２時１０分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 １時３０分 
○議長（中村善次君） 

再開します。 
一般質問を続けます。 
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６番、亀山和子君。 
○６番議員（亀山和子君） 

通告に基づきまして、子どもの医療費無料の年齢を引き上げる件について、特に私は中学校

卒業まで引き上げる件について、一般質問いたします。 
この子どもの医療費無料の制度が生まれるについては、子育て中の若いお母さんたちを中心

とした住民運動の粘り強い運動が行政を動かし、制度化されたものでありまして、その後の年

齢引き上げであるとか、窓口での無料実現についても、常にそこには住民運動があり、市民の

力によってつくり上げてきたと言っても過言ではありません。 
この４月からは、国保世帯だけでなくすべての世帯の窓口無料が実現しましたけれども、こ

れも県内に組織されました「子どもの医療費窓口無料を求める会」の長い間の運動が、ようや

く実を結んで県を動かして実現したものであります。 
さて、現在、子どもの医療費無料の笛吹市での現状は、通院が５歳未満、入院が就学前まで

となっておりまして、これは県の助成と何ら変わりない状況です。 
これに対して、県の助成に何らかの上乗せ助成をしている市町村は、２８市町村中１６市町

村でありまして、比率にしますと５７．１％、これは今年の４月の段階です。小学校６年生ま

で助成しているのが９市町村で３２．１％となっております。今日の山日の報道では南アルプ

ス、身延が来年４月からやるということを表明しております。 
以上のような県内の自治体と比較して見る限り、この笛吹市の子どもの医療費行政は、大変

に立ち遅れていると言わざるを得ません。 
私は、今年の３月議会でもこの件について質問しました。そのときの答弁では、「総合的な

子育て支援策を実施する」とのことでした。しかし、当然年齢引き上げについても、総合的な

支援策の中の視野に入れるべきではないでしょうか。 
真に保護者の視点、保護者の立場で考えてみるならば、年齢引き上げは大変切実な課題であ

ります。そうだからこそ、市民の中から「子どもの医療費無料の年齢引き上げを求める会」と

いう組織が立ち上がって、市内の多くの開業医の賛同も得て運動が高まりました。 
そして、会の立ち上がりから１年もしないうちに、たくさんの賛同署名が集まりまして、先

日、８月２２日には２回目の署名提出、交渉を行い、累計で１万９，０７０筆の賛同署名の提

出を行ったばかりであります。 
この住民運動の高まり、要求の切実さを市はどのように受け止めているでしょうか。 
８月２２日の交渉には、子ども連れの若いママさんを中心とした大人１６人、子ども１３人

が参加しまして、大変にぎやかな交渉となりました。 
けれども、この大勢の若いママたちを前にして市は、財政的に厳しい、ほかの子育て支援策

もやっていると繰り返すばかりで、とうとう前向きな発言は一言も聞かれませんでした。大変

残念なことでした。 
若いママたちのパワー、まったく無視の市の態度ではなかったかと思っております。 
しっかりと市は答えていただきたいと考えております。 
昨日の答弁で、通院についても入院と同じく、就学前まで引き上げるとの答弁がありました

けれども、これもママたちを中心とした市民の運動の大きな成果だと、私は受け止めておりま

す。 
さて、市長に伺いますが、市長は子育て支援策の充実と言われます。第一次笛吹市総合計画
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の中でも、安心して生み育てられる環境づくりとして、市民ワークショップの議論の中では、

笛吹版少子化対策として、子どもの医療費への支援が期待されておりまして、総合計画の中に

も乳幼児医療費助成がはっきりと施策として掲げております。 
このことに対して、医療費年齢引き上げについて、市長はどのように考えているのか伺いま

して、私の一般質問を終わります。 
○議長（中村善次君） 

当局の答弁を求めます。 
内藤保健福祉部長。 

○保健福祉部長（内藤運富君） 
亀山和子議員の一般質問、子どもの医療費無料の年齢引き上げを求めるについて、お答えい

たします。 
はじめに、医療費の年齢引き上げは切実な課題である、どう受け止めているかについてであ

りますが、次代を担う子どもの健康増進を図るためには、医療・福祉の連携が極めて重要であ

ると認識しております。 
乳幼児医療費の助成につきましては、子育て家庭における経済的負担の軽減を図ることによ

り、安心して子育てができ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

対象として実施されております。 
住民運動の高まりをどう受け止め、これに応えていくかについてでありますが、本年２月と

８月の２回にわたり、市民団体から、子どもの医療費無料の年齢引き上げを求める要望書が提

出されたところであり、市民の声として受け止めているところであります。 
現行の乳幼児医療費助成事業は、県から２分の１の補助を受けて実施しており、対象年齢の

拡大につきましては、市単独財源での実施となります。県内でも、いくつかの自治体において、

独自に対象年齢の拡大を実施していますが、年齢もそれぞれに異なっているところであります。 
本市といたしましては、本来、県下統一した対象年齢であるべきとの考えから、乳幼児の健

康保持および子育て支援策として、乳幼児医療費助成に対する対象年齢の拡充を図るよう県へ

要望し、併せて国に対しては制度の創設の働きかけをお願いしたところであります。 
次に、医療費無料化の年齢引き上げについては、どのように考えているかについてでありま

すが、本年４月に、山梨県独自の乳幼児医療費窓口無料化がスタートし、今日に至っており、

通院につきましては５歳未満児とされておりますが、本市におきましては、来年度より就学前

まで年齢を拡大してまいりたいと考えております。 
いずれにいたしましても、子育て支援のニーズが増大する中にあって、厳しい財政状況では

ありますが、安心して生み育てられる環境づくりを目指し、次世代に向けての子育て支援に取

り組んでまいりたいと考えております。 
以上、答弁といたします。 

○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） 
初に、３点ほど再質問をしたいと思います。 

８月２２日の交渉の折にもそうでしたけれども、市の答弁は第１回の交渉のときと同じく、
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財政が厳しいというばかりでありました。 
そうしましたところ、１人のママから、「それではほかの市町村では、どこから財源を得て

いるのでしょうか」と、大変まともな質問をしておりました。 
現在の通院は５歳、入院は就学前まで見ますと、１９年度の決算では総額で１億７９０万

２千円でしたけれども、県費がありますので市の負担は６，４６１万５千円でありました。

２０年度の当初予算の総額で見ますと１億１，６２０万円で、県費を除いた市の負担というの

は５，８３２万４千円となっております。 
ちなみに、小学校６年生まで、または中学卒業まで拡大すると、市の負担はどのくらいと予

測するのか伺います。ちなみに小学校６年生まで無料にしている甲府市では、総額よりも

３０％負担が増えたということであります。市の予測をまず伺いたいと思います。 
２つ目ですが、今の答弁にもありましたけれども、市はほかの子育て支援策もやっているん

だということを言いまして、それが私には、年齢引き上げに応じない代弁をしているように聞

こえてしょうがないんです。 
ほかにやっているから年齢引き上げはなかなか応じられない、そういう代償にしないでほし

いと思いますので、この点についての見解を伺いたいと思います。 
３つ目ですが、昨日の答弁で市長は、「小学校に入学すれば子どももあまり病気しなくなる。

したがって親の経済的負担も少なくなるのではないか」というふうな答弁をしておりまして、

大変この答弁を興味深く受け止めたところであります。 
というのは、実際に小学校３年生までとか中学卒業までとか、小学校６年生までやっている

自治体の首長さんというのは、この市長の答弁とまったく逆の発想をしているわけです。あと

少しの負担で済むから、では年齢を引き上げましょう。そうすることで市民に大変喜ばれるし、

行政の信頼が深まるのはいいことだということで、年齢引き上げをしているわけです。 
こういった点についての見解も求めたいと思います。 
初に３点質問しました。 

○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） 
再質問、３点についてお答えいたしたいと思いますが、まず、１９年度実績でございますと、

件数にいたしまして４万７，９１０件、これが医療にかかった件数でございます。これは通院、

入院を含めております。約４万８千件というようなう状況でございます。 
通院、入院を合わせますと、先ほど話がありましたように、決算でいくと９，９２１万６千

円というのが医療費関係になりますが、これを６年生までを対象にした場合、どのような金額

になるかというご質問でございますが、６年生までに拡大した場合につきましては、これに増

額分といたしまして、現在の試算でございますが、約１億２００万円というようなことが試算

されます。 
さらに、中学３年生までということですが、それにつきましては約１億４，３００万円とい

うようなことが想定されます。 
さらに、これに国保関係の補助金の減額等、ペナルティーというか、そういうようなものが

ありますので、さらにこれに市の負担はかかるというような状況が考えられます。そうしたこ
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とからしますと、今後非常に厳しい財政状況になります。 
しかしながら、昨日答弁しましたように、それにつきましては年齢を引き上げ、就学前とい

う形にいたしました。その分だけにつきましても、医療費が約２，７００万から８００万円、

約３千万円近く、今回拡大するだけでも市の負担増となるというような状況であります。 
あと、総体的な私たちの子育て支援ということも、３月の議会でも答弁をさせていただきま

した。これにつきましては、次世代育成支援行動計画の中にあります。特に笛吹市といたしま

しても、この計画に基づき１４事業を主体として、着実にこの事業展開をしているところでご

ざいます。 
そうした中におきましても、私たちの子育て支援につきましては、少子化対策の一環として

やってきているわけでございますが、特に昨年につきましても、御坂の児童センターを建設し、

市内６カ所の児童センター・児童館を建設したことになります。 
本施設につきましても、特色あるセンターを設置いたしました。そうした点では、学童保育、

また支援センターも設置し、そうした形で子育ての支援をしているところでございます。また、

これには太陽光も設置し、環境、自然資源の力を活用した施設ともなっております。 
また、その後の運営につきましても、公募型プロポーザルによりまして受託者を決定し、４月

より事業開始をしている。また、ファミリーサポートセンター事業につきましても、１９年度

より新たな事業として展開をしております。 
この子育て支援をする会員登録目標を７５人に設定いたしましたところでありますが、これ

をはるかに超える１２０人の方が、サポートしていただけるというような実績を得ております。

利用者が７１１件であり、国の補助対象基準に達することもできたわけでございます。 
５事業挙げましたけれども、あとの３事業につきましても、着実に前進をしているところで

あります。 
保育サービスの充実につきましても、女性の社会進出や就労体系の多様化などによりまして、

保育事業の充実を図る４つの目標を設定し、これに向けて進めてきました。延長保育につきま

しては、公立を１カ所増やし８カ所にすることができ、一時保育は公立では従来１カ所もござ

いませんでしたが、４カ所を新たに設置し実施をしているような状況でございます。これも達

成することができました。 
さらに、今年度は保護者に保育サービスの意向調査を行っております。今後も保育事業を

しっかり進めてまいりたいと思います。 
また、春日居の保育所建設につきましては、億という大きな事業費を抱えておりますが、こ

れにつきましても、昨年度は既に建設の用地費も取得しております。１９年度に得ておりまし

て、２２年４月の開始に向けて着実に、この準備を進めているところでございます。 
そういった、笛吹市は着実に全体的に総合的に子育て支援を目指してやっております。 
昨日も答弁をいたしましたが、４事業におきまして、いままでなかった子育て支援の拡大を

図っていると、こういうことでございますので、その点につきましてはご理解を願いたいと考

えております。 
また、年齢の件でございますが、就学前までと就学後ということでございますが、これは明

らかに、先ほど私も申し上げましたが、どうしても就学前までのお子さんは体力的にも、精神

的にも、就学してからとする前というのは、おのずと違うということは如実に出ているわけで

ございまして、就学前まではお母さんも非常に子育てに心配という部分がございまして、どう
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しても医療にかかる場面が多いことは当然でございます。そういうことからしましても、当然、

就学してしまってからは医療にかからないとか、そういう極端な発想では決してございません。

比較してみると、比較的そういう形で就学前と後では、医療のかかり方が違うということを市

長は表現したことでありまして、決して中学３年生までの子どもがかからないとか、そういう

意味ではなくて、比較してみると、そういうことがいえるという表現だと理解しております。 
以上、答弁といたします。 

○議長（中村善次君） 
亀山議員の一般質問時間が終了しました。 
以上で、亀山議員の一般質問を終了します。 
関連質問を許します。 
１４番、渡辺正秀君。 

○１４番議員（渡辺正秀君） 
関連質問をさせていただきます。 
第１点は、財政が大変だということが も大きな理由だと説明されたように思います。お聞

きしたいのですが、いろいろな比較の仕方がありますが、今、総務部長のほうから、類似団体

９０程度全国にあると思いますが、その中で笛吹市の財政力、私の記憶ではいいほうから大体

３０番目ということではなかったかと思いますが、この点について６指標、何位だったかお答

えいただきたいと思います。 
それから、２点目に、乳幼児の医療費助成に関する受給者証の交付についてですが、これは

国保世帯等について、例えば、短期証の家庭、あるいは資格証の家庭、こういうところにも出

しているのかどうかということをお聞きしたいと思います。 
○議長（中村善次君） 

当局の答弁を求めます。 
堀井財政課長。 

○財政課長（堀井一美君） 
ただいま、渡辺議員からの類似団体の６指標の数値でございますが、類似団体につきまして

は、確か、本年度また新しい形の中で累計が変わってきておるものと理解しているところでご

ざいます。また、笛吹市が類似団体のどこに入るかという詳しい明示がされておりませんので、

手持ち資料がございませんので、また調査しましてご報告申し上げたいと思います。 
以上でございます。 

○議長（中村善次君） 
２問目の答弁、内藤保健福祉部長。 

○保健福祉部長（内藤運富君） 
国保の関係、受給者証についての関連というご質問でございますが、はっきり細かいところ

までは把握していない部分があるんですが、いずれにいたしましても、乳幼児医療の視点から

いたしますと、うちのほうでの発行は、その状況を良く保護者との話し合いの中で、子どもの

健全な育成が図れるよう対応していると、このように理解していただきたいと思います。 
以上です。 

○議長（中村善次君） 
渡辺正秀君。 
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○１４番議員（渡辺正秀君） 
財政力については、私はこれをトータルで見まして、去年の発表されたデータでは、９０団

体のうちで３０番目ということであります。これは皆さん、市長も含めてご存じのとおりです。 
こういう中で、他の県内の市等も比べて財政力というのは悪いわけではない。そういう中で、

単に財政的に「きつい、きつい」という一般的なお話でされても、ではほかのところはどうい

う努力をしているのかと。それに対して笛吹市はどうやればいいのかという問題ではないかと

思います。まさに笛吹市の姿勢が問われるという問題ではないかということを指摘しておきた

いと思います。 
それから、乳幼児医療費助成受給者証のことについては、非常に大事な問題ですが、この場

で答弁を、国保短期証の家庭について、交付をしっかりされているのかどうなのか、されてい

ないケースはないのかどうなのか、もう一度明確にお答えいただきたいと思います。 
○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） 

この件につきましては、再度、確認をする必要がありますので、確認をし、また報告をさせ

て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） 
そのほか質問ございますか。 
渡辺正秀君。 

○１４番議員（渡辺正秀君） 
なんか不規則な発現で、暫時休憩を取れなんていう声もございますが、しかし、この点につ

いて、基本的な問題であって、これはどのように運用されているかという問題について、状況

を把握していないということは、これは大変な問題ではないかなというふうに思います。 
しかし、資料がないということであれば、この議会運営にご協力いたしまして、後ほど資料

をいただくようにしたいと思います。 
以上で、関連質問を終わります。 

○議長（中村善次君） 
以上で、関連質問を終わります。 
一般質問を続けます。 
１７番、杉岡喜美雄君。 

○１７番議員（杉岡喜美雄君） 
私は、前にも一般質問で指定管理者制度について質問させていただきましたが、改めて指定

管理導入の今後についてお伺いいたします。 
行政改革の一環として、鳴り物入りで導入されたこの指定管理は、地方公共団体、民間業者、

施設利用者の三位一体によって、それぞれの立場が現状以上のメリットを得られるシステムに

定着していかなければなりません。 
自治体においては、慌しい第１期の公募作業を経験し、条例の不備や仕様要件の見直しの検

討など、第２期に向けての準備は進んでいるのか。また、自治体から提出された協定書には、

特に問題があるリスク分担の基準を明確に提示すべきだと思いますが、当局の答弁をお願いい
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たします。 
○議長（中村善次君） 

答弁を求めます。 
梶原総務部長。 

○総務部長（梶原清君） 
杉岡喜美雄議員の一般質問、指定管理導入の将来についてにお答えいたします。 
本市では、合併前からの施設を含めて、現在、市内４７の公の施設におきまして指定管理者

制度を導入しております。 
指定管理者制度の推進にあたりましては、経費や職員数の削減など行政改革の観点、および

利用者のサービスの向上の観点から、積極的に導入を図っているところであります。 
この制度につきましては、積極的な評価をいただいている反面、初めての事業でありますの

で、制度改善に向けた貴重なご意見もいただいているところでもあります。 
さて、平成１８年度に指定管理を導入した施設のうち、今年度末をもって指定期間が満了す

る２２施設について、平成２１年度からの再指定に向けて、現在、公募などの手続きを行って

いるところでございます。 
この機会に、これまでの具体的な経験から得たノウハウを生かすとともに、制度の検証結果

に伴う必要な見直しを図り、制度の定着と、さらなる適正かつ効果的な制度運用を図るため、

指定管理制度導入に関する運用方針を定めました。 
今後は、この運用方針に基づき、指定管理制度の趣旨に沿った適正な施設運営を図り、市、

指定管理者、施設利用者の三者がともに、制度のメリットを享受できるような制度づくりを推

進してまいりたいと考えております。 
なお、この運用方針の中では、指定管理者制度導入後のトラブル防止、また利用者の利便性

確保の観点から、公募時の募集要項、仕様書や協定書において、指定管理者とのリスク分担に

ついても、より明確に、より詳細に示すこととしておりますので、ご理解をお願いいたします。 
また、将来において指定管理を何施設予定しているかとのご質問でございますが、笛吹市集

中改革プランによる、平成２１年度までの導入目標は５１施設となっております。 
今後も、施設の状況、性質を見極めた上で、指定管理導入が必要と思われる施設については、

広く市民の皆さまのご理解を得ながら、積極的に導入を進め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。 
杉岡喜美雄君。 

○１７番議員（杉岡喜美雄君） 
まず、再質問に入る前に、９月定例会の初日、３日に指定管理者制度導入に関する運用方針

の、４１ページになる冊子を我々いただきました。 
これを見てみると、２０年４月に改訂版ということは、遅くも４月でなくても５月には、た

ぶんできているのではないかと思いますが、できれば早くわれわれのところに、これを配布し

ていただきたかったと思います。ほかにもこういう意味では、もうちょっと早く資料を出せる

のではないかなというものもありますので、当局にお願いをしておきたいと思います。 
その中でもう１つ、これをずっとすらすらと読むと、特別に引っかかるものはないのですが、
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この中で、「市は公の施設の設置管理者として常に 終的な責任を負わなければならない」と

いう、これは当たり前の話なんですが、これはこっちへ置いといて、３５ページにあるのです

が、「不定期に施設へ立ち入り管理状況のチェックを行うことも必要かと思われる」、それから、

その下の段ですが、時間がありませんから途中抜かしますが、「頻繁な立ち入りと意見交換は

必要かと考える」というのがありますが、これはなんか聞いた言葉だなと思ったら、私は何冊

か指定管理の本を読ませていただきましたが、こういう書き方なんです。 
できれば、「意見交換が必要かと考える」のではなくて、「年２回実行する」というものも大

事じゃないかという思いがいたします。 
どうか、この改訂版を出すときには、市の思いがこれでは十分私たちに伝わってこないよう

に感じますので、どうかその点をもう一考していただきたいと思います。これはすべて運用方

針でありますので、指定管理者を選定して、いろいろなものにすべて当てはまって、これをもっ

て執行するわけですから、もう一度これを検討していただきたいと思います。 
それでは、１つ目の質問ですが、公共事業は入札の結果、落札とか、落札額とか落札率、広

報によって丁寧に知ることができますが、公募した施設の管理指定料については、公表はされ

ていません。上野議員の代表質問のときに、概算では３００万円でしたか、経費の節減ができ

ましたというお話がありましたが、その公表されない理由をお知らせいただきたい。 
それから、指定管理者による新しい企画提供とサービスの向上は、もちろん市民の願うとこ

ろですが、市として財政的負担の軽減は、大変大きな目的だと思いますが、これまで導入した

施設の軽減は、およそどのくらいだったのかお答えをいただきたいと思います。 
それから、もう１つ、平成２１年まで導入が５１施設、税務関係を除くと、ほぼすべての部

が所管をしております。そこで、一括して管理監督できる課が必要だと思いますが、検討する

価値があるのではないかと思いますが、その点についてもお答えをいただきたいと思います。 
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。 
梶原総務部長。 

○総務部長（梶原清君） 
杉原議員の再質問についてお答えします。 
まず、指定管理者導入の運営方針の４月改定ということですが、原案は４月つくったわけで

すが、検討委員会は６月に開催しまして、一応それで決定したということで、改定が４月になっ

ていますが、実際的には６月だったということで、ご了承願いたいと思います。 
それから、今のモニタリングの関係でございますが、定期のモニタリングは当然そうですが、

今の説明の個所でございますが、臨時、随時のモニタリングですか、回数を増やして検討して

いこうということで、今回、若干見直しをしたところでございます。 
そんなことで、よろしくお願いします。 
それでは、質問の内容の公募した指定管理料が公表されていないがということでございます

が、市では現在、広報ならびにホームページで選定期間について公表しておりますが、その内

容につきましては、指定管理の施設名、それから指定管理の委託します指定管理者名、それか

ら指定期間、それから選定内容等について、今、広報ならびにホームページで公表しておりま

すが、他の自治体でも、ご覧いただければ分かると思いますが、指定管理料についての公表は、
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他の団体でもしておりません。 
今後につきましては、指定管理料の公表について検討していきたいと思いますので、よろし

くお願いします。 
それから、２点目の財政負担の関係でございますが、ご存じのとおり、指定管理者制度を導

入している施設は４７施設でございまして、１８年度は３３施設、１９年度は４１施設でござ

いました。 
これらの施設の指定前と指定後の経費の差額を合計しますと、１８年度末で５，５００万円

の軽減、１９年度末で７，２３０万円の軽減で、合計１億２，７３０万円の軽減となっており

ます。これは指定前と指定後の財政比較でございますので、ご理解いただきたいと思います。 
それから、指定管理の所管する課を１つにすべきではないかということでございますが、指

定管理につきましては、先ほど言いましたモニタリングとか、定時・随時の報告、モニタリン

グ等がございまして、内容を検討するのに各施設の、それぞれ専門的な状況の把握をしないと、

それぞれの評価ができないということでございますが、適正な管理をするために、１つの課で

はなくて、従来それぞれ担当している課で担当していきたいという考えでございます。 
全体的な管理については総務課で、それぞれの事業については事業課ということでございま

すので、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。 
杉岡喜美雄君。 

○１７番議員（杉岡喜美雄君） 
政治はすべて結果責任が問われるんですが、この冊子の運用方針にもありますが、この中、

特に網掛けがしてあるところに、この前にも同じ質問をしたかも知れませんが、「市民の意見

を十分参考にして導入する」という運用方針が示されています。これだけの大きな施設を市民

のために選定するわけですから、委員として入るというのは難しいかもしれません。スペシャ

リストはちゃんといますから、そして部長さんもいます。それはこっちへ置いても、例えば、

指定管理へ入るときは１年かけて、第三保育所は確か時間をかけてやったと私は思っています。

ところが、体育・文化施設は意外とすっと入る。また次もすっと入るような気がいたします。

その施設利用者の意見を十分、外でもいいですから聞いていただいて、それをぜひとも施設に

反映をしていただきたいと思います。 
あと、同僚議員が２人おりますので、時間がありませんので、意見を終結しますが、私もこ

の場での議論は 後になりました。市長さんをはじめ議員は高い志をもっての決意だと思って

おります。その願いが成就されますよう心から祈念いたしまして、また、市民の一人ひとりが

一人でも多く笑顔ができる市政になりますようお願いを申し上げて、質問を終わらせていただ

きます。 
ありがとうございました。 

○議長（中村善次君） 
以上でも、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 ） 
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関連質問を終わります。 
一般質問を続けます。 
２５番、日髙せい子君。 

○２５番議員（日髙せい子君） 
通告に基づきまして、事務事業評価はどのように進んでするのかと題しまして、質問をさせ

ていただきます。 
合併して、早いもので４年が経過しようとしています。 
市民の皆さまには、合併して良かったと心からの評価をいただくには、もう少し時間が必要

なのかも知れないな、というふうに感じているところでございます。 
また、この合併は財政危機が大きな要因であったことも思い起こしているところであります。 
この危機は、国も地方も、財政負担の規模と公共投資規模のアンバランスから引き起こされ

た面が大きいとも指摘されています。さらに、少子高齢化社会が間近に迫った今、このままで

は財政危機に拍車がかかることを認識しなければならないと思っています。そして、今、私た

ちは行政サービスはどうあるべきなのか、ひいては、国のありようはどうあってほしいのか、

真剣に考えてみるとが重要であるとも思っております。 
さて、地方自治体は地方分権の時代といわれながらも、財政面では自立性が高いとは言えず、

厳しい現状であることは周知のとおりです。 
地方も行政改革に積極的に取り組むことが求められています。その足がかりとして事務事業

評価システムの導入が図られているわけです。 
導入状況は、１９年度で都道府県市町村区の４１％で７６４団体ということです。事務事業

評価は、実施事業の目的と方法、その妥当性と効果について評価し、その後の進め方を決定し

ていくことが、限られた財源を有効に利用する道筋をつけ、市民ニーズと、その多様さに応え

ることができるものと期待されています。 
本市でも着手されておりますけれども、どのように進められ、今後、どのように進めようと

お考えなのかお伺いいたします。 
○議長（中村善次君） 

答弁を求めます。 
池田経営政策部長。 

○経営政策部長（池田聖仁君） 
日髙せい子議員の一般質問、事務事業評価はどのように進んでいるのかにお答えいたします。 
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」を目標に行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、真に市民にとって必要な施策を展開していくために、担保する

仕組みが、行政評価ということであります。 
ご質問の事務事業の進行状況ですが、平成１７年度に各課１事業について事務事業評価を導

入、平成１８年度に、すべての事務事業を対象に事務事業評価表を作成、平成１９年度には、

６８０本の事務事業について事後評価を実施いたしました。 
６８０本の事務事業を施策別に見てみますと、子どもたちの個性を尊重する学校づくりに向

けた事業が５７本で も多く、健康で安定した行財政基盤づくりが５５本、安心して生み育て

られる環境づくりが４９本、高齢者がいつまでも元気で暮らせる環境づくりが４８本、安全・
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安心のための備えづくりが４３本、魅力的で安定性のある農林業づくりが３７本などとなって

おります。 
これらの事務事業を評価した結果、「目的妥当性」を見直す必要がある事業が２９本、「有効

性」を見直す必要がある事業が１２９本、「効率性」を見直す必要がある事業が１２５本、「公

平性」を見直す必要がある事業が５６本ありました。 
こうした評価結果に基づいて、今後の事業の方向性を判断した結果、３本の事業を廃止・休

止とし、６本の事業を目的再設定、５本の事業を事業統廃合・連携、１５０本の事業を有効性

改善、１６３本の事業を効率性改善、６４本の事業を公平性改善とすることになりました。 
事務事業評価を実施したことにより、私ども職員が事業の目的を再確認し、より効果的、ま

たは効率的なやり方を考えるようになってきていると感じております。 
まだまだ評価の精度は高いとは言えませんが、継続していくことで、少しずつ充実していく

ものと考えております。 
なお、今後、事務事業評価を基礎にして施策評価を実施する予定ですが、これが定着いたし

ますと、評価結果を予算編成に反映できるようになりますし、限られた財源をどの施策や事務

事業に重点配分するかという、「選択」と「集中」の市政に生かしていくことが可能となるもの

であります。 
現在、平成２１年度の施策評価導入を目指して、施策の現状把握と目標設定を行っておりま

すので、施策評価が機能する平成２２年度以降になりますと、施策や事務事業の優先順位付け

が、次年度の予算に反映され、より市民の視点に立った質の高い行政経営が実現できるものと

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。 
日髙せい子君。 

○２５番議員（日髙せい子君） 
ご答弁ありがとうございます。 
実は、私たち清新会は２月に、市民参加で事業仕分けを行っております滋賀県高島市に伺っ

て、お話を伺ってまいりました。 
この市は、２００５年に６町村が合併して誕生した市ですが、事業仕分けという、事業評価

の一つと考えていいかもしれませんが、ＮＰＯ法人の「構想日本」というところと、「明日の

地方財政を考える会」の方々の協力を得ての実施をしたということで、２１億円の削減という

ような大きな見出しで、ある雑誌に載っておりまして、そこで私たちは伺わせていただいたわ

けですが、この事業仕分けの基本というのは、公開と外部評価ということがやはり大事なんだ

とおっしゃっているわけです。 
わが市でも、この２つの要素を同じような形でなくてもかまわないのですが、この公開と外

部評価という２つの要素を織り込むことができれば、今、ご答弁にもございましたけれども、

副次的な効果として挙げられる、職員の皆さんの問題意識がさらに高まって、内部改革のきっ

かけにもなるし、また、市民が事業の具体的な内容を知ることができるという意味でも、有効

な手段ではないのかなと考えまして、もし、市として何かアイデアがあればお聞かせ願いたい

と思います。 
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○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、大変有効的な再質問をしていただきまして、大変ありがとうございます。 
今、市での事務事業評価につきましては、まだ緒についたばかりということでございまして、

実際に６８０項目をやったわけですが、昨年から順次手を付けまして、そして今年度、一気に

手を付けるということでありますけれども、実際に、今日も大久保議員から質問がありました

ように、末端までどれだけ通じているのかと、こういうふうな事を考えますと、やはり一気に

やるというは、徹底するのに時間がかかるということでございまして、順次、内部的にしっか

り詰め、なおかつ内容をそれぞれの担当、それぞれの職員がしっかりと把握する中で公開、あ

るいは外部評価を導入していきたいと、そういう方向でこの問題については今進行中でありま

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） 
この問題については、政策評価法の第３条の中に、客観的かつ厳格な実施を図るために、確

保を図るために、政策の特性に応じて学識経験を有する者の知見の活用を図ると、いうような

ことが明記されておりますけれども、それは外部評価ともつながると思いますが、その点につ

いては現在どのようにお考えかお伺いいたします。 
○議長（中村善次君） 

望月副市長。 
○副市長（望月健二君） 

外部評価をどういうふうに考えるかということでございますが、おっしゃるとおり、外部か

らの知見というのは、非常に重要になろうかと思います。ただ、６８０本の個々の評価をして

いただくのか、あるいは、施策に対して評価をしていただくのかということが、大きな課題に

なろうかと思います。現在、今やっているのは個々の事務事業評価でございますので、現在時

点におきましては、内部評価にとどまっておりますが、今後、将来、施策評価という観点にな

りますと、ある程度、知見とかそういった外部からの目も必要ではないかということもござい

ます。 
ただ、それも市政の推進執行と、どういうふうにバランスを取っていくかということも考え

ながら、施策評価の導入と併せて検討していきたいと考えております。 
よろしくお願いします。 

○議長（中村善次君） 
以上で、日髙せい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。 
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暫時休憩いたします。 
再開を２時３０分といたします。 

休憩  午後 ２時２４分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ２時３５分 
○議長（中村善次君） 

再開します。 
一般質問を続けます。 
２６番、新田治江君。 

○２６番議員（新田治江君） 
通告に従いまして、１点質問いたします。 
ワーク・ライフ・バランス、仕事と生活の調和への取り組みについて。 
平成１９年、官民トップ会議により、仕事と生活の調和「ワーク・ライフ・バランス憲章」、

および「仕事と生活の調和推進のための行動指針」が策定されました。 
平成２０年を元年とし、男女共に働きやすい職場環境や男性の家庭生活への参加などの実現

で、男女共同参画社会づくりを進めていこうとしています。 
男女共同参画社会づくりにおきましては、参画する場において男性の声半分、女性の声半分、

共につくる社会を目指していきたいと強く願っております。 
質問に入ります。 
１．笛吹市として男性の育児休業制度の取得状況、環境づくりへの配慮。 
２．ノー残業デーへの取り組みについて。 
３．自治会へ男女共同参画推進委員の設置、ワーク・ライフ・バランスを進める上で。 
４．市内への企業の働きかけ。 
等についてお聞きします。 

○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） 
新田治江議員の一般質問、ワーク・ライフ・バランスへの取り組みについてお答えいたしま

す。 
はじめに、男性の育児休業制度の取得状況、環境づくりへの配慮についてのご質問について

ですが、市職員の育児休業制度は、地方公務員の育児休業等に関する法律により、子が

３歳に達する日まで男女を問わず育児休業を取得することができることとなっておりま

す。 
取得状況を見ますと、平成１９年度中に、新規あるいは前年度から継続して取得した職員数

は１６人となっております。 
また、現在育児休業している職員は１３人で、出産に伴いすべての女性職員が取得している

状況でございまして、笛吹市となって、これまでに育児休業を取得した男性職員はおりません。 
今後につきましては、職員間の相互理解や育児短時間勤務の活用などについての制度の周知

などに取り組み、男性職員の取得促進が図られるような環境づくりを進めてまいります。 
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次に、ノー残業デーへの取り組みについてお答えいたします。 
市では、家族との時間や私的な活動を大切にするとともに、時間外勤務手当の削減が図られ

るよう、職員の時間外勤務等縮減対策取組要綱を定め、その取り組みの一つとして、毎月第２、

第３木曜日を一斉定時退庁日、いわゆるノー残業デーに指定して、午後６時までに全庁消灯を

行うこととしております。 
また、試行ではありますが、８月からは毎週木曜日として取り組んでおります。 
今年度の取り組み状況は、完全実施した部署の割合が、４月は７５％、５月８２％、６月８２％、

７月７９％となっております。 
完全実施できなかった部署の理由といたしましては、市民の参加する会議への出席や、水道

の断水などの緊急時の対応が主だったものです。 
今後の取り組みにつきましても、職員の健康管理と子育中の職員が子どもとのふれ合う時間

を持ち、潤いのある生活が送れるよう、随時見直しを図りながら推進したいと考えております。 
次に、自治会への男女共同参画推進委員の設置についてお答えいたします。 
平成１８年度策定の笛吹市男女共同参画プラン「輝け男女 笛吹プラン」におきまして、男

女共同参画を進める体制づくりとして、男女共同参画推進条例の制定と併せて、地方自治組織

への推進委員の設置を目標として掲げております。 
新田議員ご承知のとおり、平成１９年度からは、これまでの男女共同参画プラン策定委員会

から推進委員会に移行して、推進に向けての主体的な取り組みをいただいているところであり

ます。 
また、平成２０年度からは、推進委員会を「家庭」「地域」「職場」の３部会に分かれて具体

的な取り組みをいただいておりますが、地域部会では、「男女が共に活動しやすい地域づくり」

をテーマに、地区役員への女性登用などについて、連合区長会と意見交換を実施し、区長会へ

の働きかけを実施されたと伺っております。 
市内各行政区の役職は、行政区によって異なりますが、区長、区長代理をはじめ、公民館長、

土木委員、女性部長あるいは婦人部長など１５以上を数えております。 
役職構成および運営等は各区に一任している状況ですので、現在、「家庭」「地域」「職場」の

３部会に分かれて、より活発に活動している笛吹市男女共同参画推進委員会」と協議の上、区

長会へ提言してまいりたいと存じます。 
次に、市内への企業への働きかけなどについてお答えいたします。 
昨年末、関係閣僚や経済界、労働界代表などの合意のもとで、ワーク・ライフ・バランスに

関する憲章や、それを推進するための行動指針が策定され、仕事と生活の調和の実現に官民一

体となって取り組んでいくとの決定がされたところであります。 
男女で社会を支え、地域・家庭生活を担う男女共同参画は、まさにワーク・ライフ・バラン

スの実現が前提でもあります。 
今年３月に山梨県男女共同参画課がまとめた、企業における男女共同参画によりますと、市

内では１社でありますが、境川町地内の㈱降矢技研さんが、「男女いきいき輝き宣言企業」とし

て紹介されております。 
市といたしましても、広報およびホームページ等での啓発活動や、男女共同参画推進委員会

ならびに県との連携を深めながら、さまざまな機会をとらえて、ワーク・ライフ・バランスの

推進を働きかけてまいり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） 

再質問を許します。 
新田治江君。 

○２６番議員（新田治江君） 
今の答弁で、男性職員の育児休暇の取得は、まだないようですが、実際、子どもの数も夫の

育児への協力が高いほど多いことも判明しています。庁内の第１号育休取得者が出ることを期

待して、ますます庁内のほうでも配慮をお願いしたいと思います。 
そして、ノー残業デーも８月からは毎週木曜日が、ノー残業デーに取り組んでいるというこ

とですが、やはりゆとりある生活、明日へのそういう闘志にもつながりますので、笛吹市は率

先して、このワーク・ライフ・バランスを進めていってほしいと思います。 
質問ですが、ワーク・ライフ・バランスを目指すには、やはり市民の意識改革がとっても大

事で、まだまだ、できているといってもできていない部分がいっぱいあります。そして、でき

ましたら、男女共同参画課をつくって、本気で行政と自治体と一緒になって進んでいきたいと

思いますが、その点いかがでしょうか。 
それから、兵庫県の丹波市では、市民に も身近にある行政区自治会が、２４９の自治会が

あるんですが、そこに男性、女性１人ずつ、２名ずつの男女共同参画推進委員の設置をお願い

して、きめ細かな草の根運動を展開していると聞きました。 
笛吹市におきましても、現在、男女共同参画推進委員が地域へ下りていこう、そして、パ

フォーマンスをしたり、先ほどの答弁の中にもありましたように、民生委員会のときでも、今

日もたぶんパフォーマンスをしている時間ですが、今、そうやって地域に飛び出そうとしてい

るところなんです。でも、なかなか地域へ飛び出すことが大変で、この丹波市のように各地区

に２人くらい推進委員を設置していただいたならば、男女共同参画のきめ細かな、皆さんにパ

フォーマンスを見せたりすることができるので、ぜひそのことを提案したいと思いますが、い

かがでしょうか。 
○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、新田治江議員の再質問にお答えいたします。 
まず、ワーク・ライフ・バランスの実現のために、男女共同参画課の設置というご質問でご

ざいますが、現在、男女共同参画推進につきましては、市民活動支援課の市民活動支援担当、

担当３名がおりまして、ほかの仕事と一緒にやっている状況でございます。 
先ほど、答弁で申し上げましたけれども、昨年度、策定プランを委員さんにしていただきま

した。さらに、今年からは推進委員会の設置をしていただきまして、それぞれ３部会に分かれ

て積極的に、毎月１回は集まって活動していただいていると、大変ありがたい状況でございま

す。 
それから、今年度から始まりました笛吹市総合計画におきましても、市民との協働によるま

ちづくりということが大前提、大きな目標になっておりまして、そういう意味で、大変主体的

な取り組みをいただいているということで、大変ありがたく思っているところでございます。 
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そういう意味で、現在、それとはまた別に、男女共同参画の条例化をしようということで動

きもされておりまして、条例の検討委員会も設置されていると伺っています。 
これらの皆さんのそれぞれのご提案をいただく中で、また、２月あたりにフォーラム等を開

いて、その提案を行いたいという、そういう積極的な働きをいただいているところでございま

す。 
男女共同参画課の設置でございますが、今申し上げましたように、これから皆さんと協働で

社会をつくっていくということでございまして、皆さんと共に地に足のついた取り組みを、提

案をいただく中で、また現在の体制の中で市としての協力をしていきたいと思っております。 
それから、ワーク・ライフ・バランスという新しい考え方がございまして、男女共同参画、

また男性・女性に限らず幅広い仕事と家庭を両立していこうという考え方が、新しい考え方と

して出てきておりまして、これは当然、私どもの課だけの問題ではございませんので、広く庁

内全体の対応にもなってくるかと思いますので、そういう連携を深めながら、現在の体制の中

で推進を図っていきたいと思っております。 
それから、行政区への２名程度の推進委員の設置でございます。丹波市では、そういうこと

で設置されているということでございますが、男女共同参画の計画によりますと、条例制定と

各自治組織の推進委員の設置は、一つの対になっておりまして、その位置づけになっておりま

す。 
先ほど申し上げましたように、ここで男女共同参画の条例化を主体的に取り組んでいただい

ているところでございますので、そういう条例化の骨子案をつくる中で、そういうこともまた

検討いただいて、その内容を見せていただく中で、行政としての対応といいますか、推進を図っ

ていきたいと思っています。 
以上でございます。 

○議長（中村善次君） 
再々質問ありますか。 
新田治江君。 

○２６番議員（新田治江君） 
市におきましても、条例づくり、そして来月にはまた全体集会の予定をしていただいて、本

当に協力していただいてありがたいと思っています。 
でも、やはりこの男女共同参画は、草の根運動のように地道に毎日こつこつと広げていかな

ければ、なかなか進まないので、またぜひ、現在の男女共同参画推進委員さんたちが、動きや

すい体制、地域に下りていかれるような体制を取っていただければ、本当にありがたいという

ことを思います。 
そして、先日、笛吹市で全国鵜飼サミットが開かれました。そのときに鵜匠の女性が２名参

加して、みんながすごいね、女性の鵜匠さんですごいねなんて驚いたんですが、でも、こうい

うふうに女性だから「すごいね」という言葉が出るときには、まだまだ男女共同参画社会には

なっていない。みんなはなっているなんて言いますけれども、女性ですごいねという言葉が出

ているうちは、まだまだなっていません。 
ですから、本当に地道に活動、こつこつと広げていって、家庭から、地域から、やはり私た

ちは地域へも出て行って、男女共同参画推進委員のメンバーは一生懸命に今度地域へ下りて行

こうとしています。ぜひ、地域のほうでも受け入れてもらいやすいように、行政のほうでも協
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力していただければ、このワーク・ライフ・バランス、男女共同参画社会づくりに近づいてい

きますので、ぜひよろしくお願いいたします。 
そして、やはりいろいろな参画する場において、男性の声半分、女性の声半分、それが今の

この笛吹市にとっても、少子化を食い止めるためにも、やはりそれぞれの意見を出し合うこと

で、私はずいぶん変わってくるだろうと確信しています。 
ぜひ、いろいろなことを地域のほうでもやりやすいような体制づくりをお願いしまして、質

問を終わります。 
○議長（中村善次君） 

以上で、新田治江君の一般質問を終了します。 
関連質問を許します。 
（ な し ） 
関連質問を終わります。 
一般質問を続けます。 
２１番、前島敏彦君。 

○２１番議員（前島敏彦君） 
笛政クラブの前島敏彦でございます。 
通告に従いまして、２問の質問をさせていただきます。 
まず、 初に、国民文化祭への取り組みについて質問をいたします。 
平成２５年度に山梨県で開催される第２８回国民文化祭は、日ごろ行っておる文化・芸術活

動を全国的規模で発表・競演し、交流と鑑賞する場を提供することにより、国民の文化・芸術

活動への参加の機運を高めるとともに、新しい芸術・文化の創造を促し、併せて地域文化の振

興をねらいとして開催されます。 
昭和６１年度に東京都で開催され、以来、各都道府県持ち回りで毎年開催されております。 
昨年、開催した徳島県では、地域の特色ある分野別事業を全市町村で開催し、会員数は１８１、

参加都道府県４７、参加出場団体数２，８７１であり、観客動員数は徳島県の人口に匹敵する

くらいの７９万５，５８０人でのにぎわいでありました。 
今までに開催した県においても、県の人口と同じくらいか、それ以上の人たちが訪れた中で

開催されております。 
山梨県では、昨年の１２月に国民文化祭準備委員会を発足し、今年の７月には国民文化祭に

向けて市町村への説明を開催し、県の取り組み状況、市町村の実施体制づくりなどの説明がな

されたとのことであります。 
開催地にとっては、文化の魅力だけではなく観光や産業、地域の特性を情報発信する も良

い機会であります。 
笛吹市にとって、国民文化祭の取り組み事業の会場地には、俳人飯田蛇笏・龍太親子の出身

地でもあり、平成９年から全国の小中学生を対象に俳句会を実施しております。 
平成１４年から全国に規模を拡大し、すぐれた作品の選者は、一宮町にお住まいの俳誌の「白

露」主宰者でもある広瀬直人先生がされております。昨年は全国１６１校から応募があり、小

中学生から１万２，４９７の句が寄せられ、文部科学大臣奨励賞は北杜市の泉小学校の４年生

が受賞いたしました。 
今年１２回目を迎え、既に小中学生を対象にした全国規模で開催している、俳句を主体とし
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た事業実施がふさわしいと思います。 
また、実施体制をどのように構築していくかの２点について、市としてのお考えを伺います。 
次に、国民文化祭については、文化協会の方々の力強い協力が必要であります。 
現在、多くの団体が活動しておりますが、市文化協会の会員数も年々減少していると聞いて

おります。生涯学習推進の観点からも、文化・芸術活動に参加してみたい皆さま方の機会をつ

くり出し、組織の拡大と充実を図ることが必要であります。 
市文化協会への多彩な活動支援のため、助成をする考えがあるか伺います。 
２点目といたしまして、市民センターへの、仮称でございますが建設について伺います。 
平成１８年９月議会の質問で、新笛吹市基本計画において、生涯学習活動や文化活動を推進

するため、生涯学習の拠点施設の整備を主な施策事業として計画していると、総合計画策定に

向けて検討する中で、市民の皆さま方の声を聞きながら調整していきたいと、答弁をいただき

ました。 
第一次笛吹市総合計画の人々の交流を盛んにする仕組みづくりで市民の声として、国際的な

文化、スポーツやイベントができる場づくりが必要であると掲載もされております。 
こうした経緯から、拠点施設の整備に対し、どのような検討をしてきたのか検討内容を伺い

ます。 
笛吹市が誕生して４年が過ぎようとしております。成人式、文化祭、講演会などが旧町村の

センターや会館で執り行われている現状であります。旧町村単位で成人式、文化祭、講演会な

どが開催されている限り、旧町村の垣根を取り払うことができず、市民の一体感は生まれてこ

ないものと思います。 
市として行うさまざまな行事が一つの会場で行われ、市民が一体感の中で、ふれあいや活動

をすることにより市民の連帯感が生まれ、第一次笛吹市総合計画でのまちづくりの基本理念で

もある「みんなで奏でる“にぎわい・やすらぎ・きらめき”のハーモニー」がつくりだされる

ものと思います。 
県で４番目に大きい市、人口７万人を超える市として、学校行事や社会行事、団体活動、生

涯学習活動などが、一つの会場で開催できる市民センター（仮称）の建設を市として取り組ん

でいくお考えがあるか、この２点について質問いたします。 
○議長（中村善次君） 

当局の答弁を求めます。 
１問目の答弁を山田教育長。 

○教育長（山田武人君） 
前島敏彦議員の一般質問、国民文化祭への取り組みについてにお答えいたします。 
ご承知のとおり、国民文化祭は各都道府県持ち回りで、文化活動を全国規模で発表する機会

を提供するとともに、国民の文化活動への参加意欲を喚起し、また、各地の文化の発信を行う

日本 大級の文化イベントで、昭和６１年度の東京都を第１回とし、第２３回を数える本年は、

１１月１日から９日までの間、茨城県で開催される予定でございます。 
本県では、平成２５年度第２８回国民文化祭の開催地として文化庁から内定を受け、県およ

び市町村が中心となり、芸術文化団体等の協力をいただき、全県を挙げての取り組みを行い、

大会の成功を目指し、県による基本構想の策定や、市町村担当者および芸術文化団体等の説明

会などを通じて実施していく運びです。 
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なお、詳細については、平成２１年度に策定される基本構想により事業内容が示されること

になり、これに基づき関係機関等が実施に向けた具体的な対応を図っていくこととなります。 
それでは、まず、ご質問の１つ目の山梨県で開催される第２８回国民文化祭において、俳句

を主体にした事業の開催地とする考えはあるかについて、お答えします。 
国民文化祭は、全国的な広がりを持ち、継続して実施されている、民俗芸能、文芸、美術等

の継続事業、いわゆる必須事業と開催地の創意により企画される特色が盛り込まれた独自事業、

いわゆる任意事業で構成され実施されることから、県はもちろんのこと、ほとんどの県内市町

村が可能な限りの協力をしていかなければならないと認識しております。 
国民文化祭における事業の開催については、各市町村それぞれの思惑が交差する予測の中で、

来年度、県による開催地意向調査が行われる予定であることから、本市の芸術・文化や地域資

源の特色を踏まえ、開催事業に対する本市の意向を示していきたいと考えているところでござ

います。 
ご質問のとおり、合併前の境川村において始まった、平成９年度を第１回とし、今年度第

１２回を迎える笛吹市小学生・中学生俳句会は、心豊かな子どもたちの成長と地域を大切にす

る心をはぐくみ、毎年、多くの投句をいただき現在に至っております。 
加えて、俳壇の巨匠飯田蛇笏・龍太を生んだ笛吹市の気候風土や文化的背景は、他地域には

ない極めて特色のある財産・資源であることを鑑みると、俳句を主体とした事業の開催地には

大いにふさわしく、全国に対し笛吹市の情報発信をする意味でも、意義のある事業ではないか

と考えております。 
また、一方、本市の芸術・文化においては、地域の皆さま方が引き継ぎ後世に伝えようとし

ている、伝統ある芸術・文化が数多くあることも事実であり、開催事業の要望には、財政状況

や協力体制等の対応と併せて、把握・検討した中で総合的に決定されることが必要であること

から、今後、庁内各部署をはじめ関係機関・団体等の皆さまのご意見を十分に伺いながら、対

応させていただきたく思っております。 
次に、２つ目のご質問であります、現在活動をしている文化・芸術団体が国民文化祭に向け

て組織の拡大と充実を図るため支援の拡充が必要ではないか、についてお答えいたします。 
国民文化祭の実施については、市民の皆さまのご理解ご協力はもちろんのこと、このような

大きなイベントの実施については、個々の力を結集した組織としての力が重要であることから、

笛吹市の文化・芸術にかかわる団体等のご協力をいただくことが、必要不可欠であることは申

すまでもありません。 
この、ご協力をいただく団体の代表的な組織としては、本市の文化・芸術の振興・普及の核

であります笛吹市文化協会ではないかと認識しており、当協会の全面的なご協力をいただくこ

とをご期待しているところでございます。 
なお、当然ながら文化協会に属していない団体等についても、掘り起こしを行いながら、国

民文化祭に向けてのご協力をお願いしていくことも必要ではないかと考えております。 
このように、行政と文化協会に代表される文化・芸術団体等が協力しながら、国民文化祭の

開催に向けて対応していく中で、これら組織の拡大と充実は大切であるといえます。 
また、一方では、国民文化祭開催の有無にとらわれず、常に文化・芸術活動は情操豊かで、

健康で文化的な生活を送るためには決して欠かすことのできないものであります。 
そこで、個々の知識や学ぶ力等を結集した組織は、文化・芸術へのより高度な探求と、仲間
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づくりをはじめとする連帯感等の醸成にも深く影響を与えていくものであることを考え、国民

文化祭の開催をさらなる本市の文化・芸術の振興・普及の契機として、市民皆さまの関心を喚

起しつつ、主要な団体である文化協会等の組織拡大と充実を推進していきたいと思っておりま

す。 
教育委員会といたしましては、これらの団体と連携を密にしながら、構成員や会員の増加を

図り、可能な自助努力も促した上で、日ごろの活動支援や会員の確保、および未加入者等を含

めた新規加入への働きかけなど、組織の運営基盤強化等に対し、さらなる必要な支援を行って

いきたいと考えております。 
終わりに、国民文化祭は国民の文化活動への参加意欲を喚起し、文化の発信を行うのがその

趣旨であり理解するところですが、期間中は、山梨県の人口に匹敵するほどの来県者があると

聞き及んでいます。 
こうした多くの来県者の方々に対し、「桃・ぶどう日本一と温泉の郷 笛吹市」「甲斐国千年

の都 笛吹市」を知っていただくことによる、相乗効果も十分期待が持てることから、今後、

国民文化祭への体制整備も含め、議員各位はもちろんのこと、教育部門以外の商工、農林、観

光、福祉等多くの皆さまのご参加ご協力を賜り、笛吹市の知名度アップのためのＰＲも、積極

的に行うことも必要ではないかと考えております。 
以上で答弁とさせていただきます。 

○議長（中村善次君） 
２問目の答弁を池田経営政策部長。 

○経営政策部長（池田聖仁君） 
前島敏彦議員の一般質問、市民センターの建設についてにお答えいたします。 
合併後、屋内で開催する市全体にかかわる文化活動、イベント等は、スコレーセンターや、

いちのみや桃の里ふれあい文化館などを中心に開催されておりますが、いずれも収容規模が

４００名以下であり、大きなイベントの開催には支障を来たしておりますことは、否めません。 
また、市民の生涯学習や文化活動の拠点としてだけではなく、桃ぶどう日本一と温泉の郷と

して、内外の多様な交流やイベント、観光産業の振興を図るための拠点施設を望む声があるこ

とは、十分承知しているところであります。 
ご質問にあります、平成１８年９月定例会における前島議員の一般質問に対しまして、生涯

学習活動や文化活動を推進するための拠点施設の整備につきましては、「総合計画の策定を検討

する中で調整してまいりたい」とのお答えをさせていただき、その後、市内各地域におきまし

て市民ミーティングを開催し、多くの市民の皆さまのお声をお聞きしながら、笛吹市第一次総

合計画「ふえふき協奏曲第１番」を策定いたしたところでございます。 
総合計画の策定を検討する中では、生涯学習活動や文化活動を推進するための拠点施設の整

備につきましても、前向きに検討を行ったところでありますが、市内には合併前からの多くの

公共施設があることや、大型の懸案事業など、昨今の厳しい財政状況を踏まえる中で、前期５年

間の基本計画の中では、「文化施設整備について検討します」との表記にとどめさせていただい

ております。 
子どもから高齢者まで市民一人ひとりが、豊かな生活を送ることができる「いつでも、どこ

でも、だれでも学べる環境づくり」は、本市の重要な施策の一つでもありますので、現在の各

施設を有機的に連携し、市全体として利用していくことも大切であると考えておりますが、併
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せまして、将来、「笛吹市としてどのような文化施設や市民センターが必要なのか」ということ

も念頭に置きつつ、今後も検討してまいりたいと存じますので、よろしくご理解をお願いいた

します。 
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。 
前島敏彦君。 

○２１番議員（前島敏彦君） 
まず、ご答弁ありがとうございました。 
国民文化祭についての再質問、まず２点させていただきたいと思います。 
事業の開催地に向けては鋭意取り組んでいくとの答弁がございました。 
まず、１点目に、国民文化祭に訪れた方々に笛吹市の文化や芸術を堪能していただくために、

長期間の取り組みが必要となります。今から組織を挙げての取り組みをしていかなければなら

ない文化・芸術団体に補助的な、補助金と申しましょうか追加などを行い、組織の拡大や活動

しやすい環境づくりをする考えがあるか。 
もう１点は、国民文化祭の気運醸成のために現在行われている、笛吹市小中学生を対象に俳

句会を拡大されておりますけれども、こういった中で大人の部門等も創設していただきたいと

考えますが、市としてそんなような方向も考えておられるのか。 
国民文化祭については、この２点について質問させていただきます。 
市民センター建設につきましては、ただいま、なかなかいい答弁もいただけないわけでござ

いますが、しかしながら今後やはり、昨日の上野議員の質問の答弁の中にもございましたけれ

ども、観光基本計画を立ち上げるというような答弁でございました。こういったことを踏まえ

た中で、荻野市長も市民第一主義ということの中で、市民主導的を含めた中において、ぜひこ

ういった検討もしていただきたい。イベント的には、いろいろとあろうかと思いますが、総合

的に考える中で、やはり将来どのような、当然、執行部としてはいろいろと考えておるとは思

いますが、時代もだんだん高齢化になって福祉的なものにも使えたり、やはり旧の垣根を越え

ていくのには、やはりこういった拠点整備も必要ではないかなと感じております。 
できましたら、市長にそのへんもご答弁いただきたいと存じます。 
以上です。 

○議長（中村善次君） 
答弁を求めます。 
早川教育次長。 

○教育次長（早川哲夫君） 
前島議員の再質問にお答えいたします。 
国民文化祭でございますが、先ほど答弁をいたしましたとおり、文化協会等が核になること

はもちろんでございます。しかしながら、現在約２，６００名余の文化協会の会員でございま

すが、議員ご指摘のとおり高齢化等で、全部とは言いませんけれども、かなりの支部が、ある

意味体力が弱っているということで、今後はその体力を強くし、より新しい会員さんを増やし

て、５年後に迫りました国民文化祭に何とか中心になってもらえるように指導していきたいと

いうことでございます。 
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それから、財政的なお話でございますが、ご存じのとおり非常に財政厳しいところがござい

ます。今後、補助金等をただ単に追加するというのではなくて、内容の精査ですとか、使用目

的をはっきりした中で、効果的な費用が使えるように考えていきたいと、こういうふうに考え

ております。 
次に、俳句会でございますが、当時の境川村で発足しました会でございます。子どもたちの

明るい笑顔が大切であると、このために豊かな情操教育を図り、地域を大切にする心をはぐく

むことが必要だということの中での発足でございます。 
大人につきましては、今現在は都留市が全国的な規模の俳句会を開催しておりまして、他県

においても大人の俳句会は非常に多いということで、句会、投句の機会等もあるということで

ございます。 
当笛吹市としましては、今の小中の俳句会をより充実させる中で、その成熟度を見ながら、

今後どのようにしていったらいいのか。ご指摘のとおり、大人の俳句会まで成長が出きるのか

どうなのかということを様子を見ながら、今後前向きに考えていきたいということで、答弁と

させていただきます。 
○議長（中村善次君） 

市長、荻野正直君。 
○市長（荻野正直君） 

前島議員の再質問でありますが、私も、明日にもこういうセンターを欲しいと願っている一

人でありますけれども、なかなか財政的な問題等がございまして、一気にセンターを造るとい

う運びにまだならないわけであります。 
いろいろなところに行って市民のお話を聞きましても、早く造って欲しいという意見はたび

たび耳にします。 
例えば、過日、行いました鵜飼サミット、このときに笛吹河原において薪能を行ったわけで

ありますが、これにも約１，８００人近いお客さまが来ていただきました。たまたま雨が降ら

なかったからよかったわけでありますが、雨が降ればもう全部出演料を払わなければいけない、

しかし、演技はしていただけないというようなことを考えますと、とにかくこうして祈るしか

ないというのが、あのときの心境でございました。 
そういったことを一つ考えましても、市民センターといったものが欲しいなと思いますし、

また、今、笛吹市の中で桃の里文化館、それからスコレーセンターがあるわけですが、ちょっ

とした催し物を行いましてもほとんど満席になっているというような状況でありますから、や

はり満席ということは、それだけの要望が市民からあるというふうに、私は受け止めておりま

す。 
合併の折、新市建設計画の中にも市民センターということもうたわれておりますから、ぜひ

とも早い時期にこういったことも実現できるように努力をしていきたいと、かように考えてお

りますから、ご理解をいただきたいと思います。 
○議長（中村善次君） 

再々質問ありますか。 
前島敏彦君。 

○２１番議員（前島敏彦君） 
市長の前向きなご答弁をありがとうございます。 
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市長のいつも言われております市民第一主義という中で、この４年間、大変であっただろう

なと敬意を表する次第でございます。 
しかし、やはり笛吹市としても、いろんな中でこういうものを掲げた中で、先ほどの大久保

議員の質問にもございましたが、健全の中で笛吹市はやっているというような答弁だったよう

に把握したわけでございますが、やはり一つのものを中心にそこから輪が広がるようなことも、

ぜひお考えいただきたい。 
そして、昨日の保坂部長の観光基本計画ですか、こういうものも含めた中でぜひ、幅広い市

民の皆さんのご意見を聞いた中で、検討していただきたい。 
やはり、いままでのように行政だけでやりますと、なかなかこういうものも、うまくいかな

いというような現実のようでございますので、そのへんを検討委員会などの中に多く市民の皆

さんに入っていただいて、ぜひ検討をしていただきたい。 
以上で、答弁は結構で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） 
以上で、前島敏彦君の一般質問を終了します。 
関連質問を許します。 
山本富貴君。 

○４番議員（山本富貴君） 
ただいま、同僚の前島議員のほうから、全国国民文化祭についてのいろいろ、これからの取

り組みやなんかが話されまして、その中で私の質問に対して、教育長のほうからもちょっと垣

間見える答弁のようなものもあったわけですが、私は地元の笛吹市の文化祭についてお伺いし

たいわけです。 
と申しますのは、第４回笛吹市文化祭が今年は１１月１５、１６日の両日、本来ならば春日

居町が当番ということで、春日居町で会場を設営しなければならないのですが、春日居町には

あぐり情報ステーションしかなくて、そこへ市全体の文化祭を持ってくることはできないとい

うことから、一宮町の桃の里文化館と体育館を借りることになったと。 
それはそれでいいんですが、春日居町民とすれば誠に情けない状況。地元でせっかく笛吹市

が集まってやってくれるのを、少しも見にも行けないじゃないかということは、それは会場が

ないのならいいんですが、それよりももっと悲劇的といいますか、今、教育長が言った中に、

その文化協会のない地域があると。はっきり言ってこの文化祭の目的の第１項目に見ますと、

「笛吹市６町が芸術・文化活動の交流を通して地域文化の向上を図る」と、うたわれておりま

すが、私は 初、笛吹市６町とあるのはミスプリントではないかということで、事務局へ問い

ただしたところ、これはミスプリではありません、芦川町が入っていないんですと、芦川町は

除外してありますと。除外というのも片手落ちではないかと思っておったところが、ただいま

教育長が言うように、文化協会がないという話のようなんです。 
そうしたことですが、今、教育長が言うようにその組織を広げたいとなれば、たとえ芦川が

２３０戸で５３０人くらいの人口とはいえ、その中には文化を愛好している人も、文化と言っ

ても、短歌・川柳・俳句だけではなくて、いろいろ生け花から茶道・囲碁・将棋も含まれてお

りますから、ぜひ、芦川町内に住んでいる文化愛好者のためにも、行政のほうからまず手を差

し伸べて、支所なりなんかをあれしまして、一日も早く文化協会を設立し、来年の市の文化祭

には笛吹市７町の文化愛好者の交流ができるような、そんな機会をつくってほしいと思います

 １５１ 



が、いかがでしょうか。 
○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） 
山本議員の貴重なご意見をありがとうございました。 
やはり、国民文化祭が２５年に行われるということを契機に、教育委員会のほうでも、組織

の拡大・拡充を図っていきたいという思いでおりますので、早速、そのことは持ち帰る中で働

きかけをしていきたいと思います。 
ありがとうございました。 

○議長（中村善次君） 
再質問ございますか。 
（ な し ） 
以上で、関連質問を終わります。 
一般質問を続けます。 
７番、寳修君。 

○７番議員（寳修君） 
笛政クラブの寳でございます。 
議長の許可をいただきましたので、通告に従い一般質問を行います。 
まず、都市計画について今後の街路整備計画の方向性についてお伺いします。 
都市は、多くの人々が生活し活動するところで、住宅地の姿、にぎわいのある商店街、生活

や経済活動に欠かせない道路、憩いの場となっている公園、美しい山・川、まちづくりは、さ

まざまな形で私たちの生活に影響を及ぼします。 
このようなまちづくりを計画的に進めるための仕組みが都市計画であり、国において都市計

画法が制定され、市町村の都市計画に関する基本的な方針としてマスタープランが制度化され、

地域・地区計画、都市施設、市街地開発事業などのまちの将来像を予測しながら、土地利用の

仕方、道路・公園・下水道、必要なものを計画することが、都市計画マスタープランであり、

平成４年の法改正により、住民に も近い立場にある市町村による策定が、義務付けられた制

度であります。 
現在、市が進めている笛吹市都市計画マスタープランにおける、都市計画道路整備計画の方

向性についてお伺いします。 
旧石和町時代から現在まで、都市計画道路は８路線、１０キロメートルが都市計画決定され

ていると聞いておりますが、当初の計画における都市計画決定の経緯についてお伺いします。 
次に、現在までの整備状況はどのようになっているかをお伺いいたします。 
また、都市の骨格を形成する都市計画道路の整備を進めるにあたっては、近年、高齢化社会

への対応やユニバーサルデザインの実現、地域の活性化対策等の多様な課題を考慮した対策が

求められ、また、その実施にあたっては事業効果の早期発現を図るための、事業機関の関与を

考慮した事業の展開が求められていると思われます。 
一方、高度経済成長期にかけて都市計画決定された道路は、近年の公共事業費の抑制、道路

特定財源の一般財源への見直し機運の盛り上がりなどにより、公共施設の整備計画においても、
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大幅な見直しを求められることが予想されます。 
そのような中、長期にわたり道路区域内の所有地に関して、個人所有地であっても建物の建

築に際しては、一定の建築制限が課せられているのが現状であります。 
今後、長期にわたり整備がなされていない都市計画道路について、市において進められてい

る笛吹市都市計画マスタープランの位置付けとして、市としての未着手路線の今後の整備に関

する考え方をお伺いいたします。 
以上で質問を終わります。 

○議長（中村善次君） 
当局の答弁を求めます。 
岩澤建設部長。 

○建設部長（岩澤重信君） 
寳議員の一般質問、今後の都市計画における街路整備計画の方向性について、お答えいたし

ます。 
まず、ご質問の当初計画についてお答えいたします。 
旧石和町時代から、笛吹市における都市計画街路の都市計画決定の経緯について、説明いた

します。 
昭和３７年３月２８日、建設省告示第９３４号により石和駅前線外４路線について都市計画

決定され、それ以後、７回の変更を経て現在の甲府バイパス外７路線になった経緯があります。 
現在までの整備状況については、国道２０号・甲府バイパス、石和駅前線、石和市部通り線

および石和駅前松本線の４路線については全線供用開始してございます。鵜飼橋松本線および

八田線の２路線につきましては一部供用済みであり、石和本通り線および文化川中島線の２路

線については未着手の状態でございます。 
次に、都市計画マスタープランについて簡単に説明させていただきます。 
国・県の計画や構想に則し、都市計画の観点から見た長期的・総合的なまちづくりの施策と

して位置付けられています。具体的には、今後、市が定める都市計画は、このマスタープラン

に沿って定められることになり、都市計画の決定・変更、各種まちづくりルールなどを定める

際の指針として、さらに、市民・民間組織・企業（事業者）・行政が共有する「まちづくりの指

針」としての役割を果たすものでございます。 
そのうちの都市計画道路・街路につきましては、都市の骨格を形成する重要な都市施設であ

りまして、円滑な都市活動を支え、都市の利便性の向上と良好な都市環境を確保するために、

広域的かつ長期的な視点に立って定められています。 
このように、都市計画道路は旧石和町の都市計画マスタープランの中に位置付けられており

ますし、また、現在、策定中であります笛吹市の都市計画マスタープランにおいても、位置付

けを予定しております。 
一方で、石和本通り線や文化川中島線のように、都市計画決定後、長期にわたり整備が行わ

れていない路線もあります。これらの多くにつきましては、戦後から高度経済成長期にかけて

決定されたため、人口の増加や交通量の増大等を前提に計画されており、その後の社会情勢の

変化などを踏まえると、その必要性に変化が生じていることも事実であると思います。 
また、都市計画道路の区域内の地権者には、先ほどのご質問のとおり一定の建築制限が課せ

られていることから、道路の必要性や整備の見通しについて、行政の説明責任を求める声も高
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まっていることも事実であります。 
今後どのように取り組むかとのご質問に関しましては、平成２２年に予定されております都

市計画法の抜本的な見直しを受け、国および県の指導のもと、都市計画道路の必要性について

行政と市民が、情報や実態を共有した中で再検証し、適切な見直しを進めるとともに、市民に

適時適切に情報提供を行うことによりまして、行政としての説明責任を果たしてまいりたいと

考えております。 
以上、答弁といたします。 

○議長（中村善次君） 
再質問を許します。 
寳修君。 

○７番議員（寳修君） 
答弁ありがとうございました。 
道路は、広域的な都市間、地域間の連絡を補う幹線道路から、身近な生活道路までさまざま

な生活の役割があります。 
その中で、都市計画道路におきましてもさまざまなしばりがある中で、区域内の地権者にお

きましても、一定の建築制限が課せられているのでありまして、道路の必要性や整備の見通し

について、行政の説明を十分に果たしていただきたいと思っております。 
質問は２点ほどありますので、よろしくお願いいたします。 
文化川中島線についてを、お伺いいたします。 
この道路については、現在、拡幅工事がされているわけですが、都市計画道路の位置付けと

して行われているのではなく、市の活性化のために市単独事業として行われておりますけれど

も、かなり時間が経過しているわけですが、大体いつころの完成をめどにしているのかという

ことをお伺いいたします。 
２点目といたしまして、文化川中島線と交差している湯けむり道路について、ちょっとお伺

いいたします。 
都市計画道路としての位置付けはありませんけれども、国土創発事業の中で湯けむり通りの

位置付けは、桜温泉通りに続いて整備が必要な道路として位置付けられております。本年度の

予算の中にも調査費が盛られております。どのような形にしていくのか、市の考えを伺いたい

ということでありますが、この道路につきましては、石和温泉のメインの通りと私たちは思っ

ておりまして、現在、歩くと周りの水路等は水が流れなくて悪臭を放ったり、蓋がかかってい

るところ、かかっていないところ、酔った人などがたまに落ちるなどということも聞いており

ます。そんな中で、あそこの道路が直線のためにスピードを出して行き交う車が多く見受けら

れるのと、その中で死亡事故等が２件ございました。石和町の時代に１件、笛吹市になって１件

とありまして、大変危険な道路だなということも感じているわけですが、その中で地域の人た

ちは募金活動等をして、この道路を早く整備してもらいたい、歩道を付けてもらいたい、特色

ある道路にしてもらいたいというふうな形の中で、前に新聞等にも掲載された経緯があります。 
そんな中で、ぜひとも、特徴のある道路の位置付けとして考えていただきたいと思うので、

そのへんどのように考えているのかをお聞きしたいと思います。 
○議長（中村善次君） 

答弁を求めます。 
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岩澤建設部長。 
○建設部長（岩澤重信君） 

寳議員の質問の市道につきましては、都市計画街路と重複しておりますのは、石和市道

１７号線でございます。市道１７号線につきましては、国道４１１号の笛吹川の堤防から西川

までの間ということで、石和町を南北に縦貫する基幹ルートでございます。この路線について

は、非常に幅員が狭く､車のすれ違いが困難な状況になったため、合併前の石和町の時代に地

区からの要望を受けて基本測量が終了してございまして、笛吹市合併の直後、平成１６年

１２月に路線測量道路詳細設計を発注したところでございます。 
その後、地区の説明会等を経まして、平成１８年度より、地権者の皆さん方のご理解をいた

だいて用地取得を開始して、現在に至ってございます。 
道路の趣旨につきましては、都市計画街路であることは事実でございますが、非常に幅員が

狭いということで、ところどころに待避所を設けるような形態の中で、当面、通行者の利便性

という形の中から、部分的な位置でも対面通行が可能なような状態の中に、大規模な補償物件

等は避けて、笛吹市単独の資金を持って整備をしていきたいということで、地元との調整は終

わったものでございます。 
今日現在、交差点の部分に「喜仙」さんという温泉旅館がございますが、「喜仙」さんから

西川までの間の１４１メートル区間につきましては、１９年度に既に工事に着工しておりまし

て、一部事業の繰越をしておりまして、この区間１４１メートルにつきましては、この１０月

をもって工事の完成の予定をしてございます。 
なお、旅館「喜仙」から国道４１１号のほうとうの「山作」さんのところまでの区間でござ

いますが、この区間につきましては現在用地取得が約４割終了してございます。部分的な待避

所づくりというような趣もございまして、今年度の計画につきましては、既に用地交渉につき

ましてご理解をいただいている４割区間につきまして、これは点在しているわけでございます

が、４割区間につきましては、本年度すべて工事は終了していきたいと考えています。 
なお、考え方といたしましては、今後も継続して整備する姿勢には変わりございませんので、

当面、今日現在用地取得の終わったものは今年度中にすべて工事を終えていくということで、

ご理解いただきたいと思います。 
それから、あと１点、湯けむり通り線ということでございますが、湯けむり道路線につきま

しては、市道石和１６号線という名称になるわけですが、起点は県道一宮山梨線から、終点は

石和温泉停車場線ということで、延長は２，３１１メートルの市道でございます。 
湯けむり道路と想定されますのは、たぶんホテル「新光」さんの前から一宮山梨線までの約

１，５００メートル区間と思われます。その中で、現場につきましては道路側溝を兼ねた用排

水路が両側全線にございまして、店舗等が非常に多く、水路につきましてはコンクリートの蓋、

あるいは鉄の蓋、あるいはコンクリートの溝蓋、場合によればグレーチングというような形の

中に、交互に入ってございます。 
そんな形の中で、石和温泉のメイン通りというようなことになっていることから、非常に歩

行者も多いわけでございますが、溝蓋の種類がバラエティーに入っておりまして、非常に歩き

にくい状態でございます。かつ、また、ところどころ溝蓋が抜けておりますので、特に夜間に

つきましては、側溝上を歩いて行った方が、突然蓋がないということの中で危険性も想定され

るところでございます。 
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改修につきましては、具体的に改修に入りますと、延長が１，５００メートルございますの

で、両側を整備するということになりますと、３千メートルの側溝整備をしなければならない

ということで、非常に大事業になることは事実でございます。 
それから、下流部におきましては、過日の集中豪雨時にも水が付近のほうにあふれたという

ことの中で、今回の改修に向けまして私どもとすれば、現在の水路の流れの方向性の検討、そ

れから水路の大きさ・断面等の検討、また、歩道として利用する場合の工法の検討等、基本的

な考え方に併せまして、本年度調査費を計上いたしまして、地域の皆さん方のご意見をいただ

き基礎調査を行うこととしております。 
なお、非常時、大雨時に水があふれるといった点につきましては、現在地につきましては、

用水路として水がくる過程で２カ所の水門がございますので、水門の管理につきまして、早め

早めの対策をすることによって、水があふれる行為につきましては、ある程度防止できるので

はないかということで、現地を確認したところでございます。 
本年度、基本測量を終えまして、その後の事業化に関して考えるわけでございますが、先ほ

どの話のとおり、３千メートルを超える道路側溝整備ということでございますので、非常に大

事業となるために、方法につきましては道路側溝整備、あるいは歩道しての両面性の中から、

経済性、機能性、それから、今議員ご指摘の温泉街のメインルートとしての景観グレードアッ

プ等々につきましても、この地域の活性化も踏まえまして、地域の皆さんと協議を重ねまして、

有利な財源確保に努めて、許される範囲で温泉街のイメージに合致した道路側溝および歩道整

備の方向へ向けて、整備計画を推進していきたいと考えておりますので、ご了解いただきたい

と思います。 
○議長（中村善次君） 

再々質問ございますか。 
寳修君。 

○７番議員（寳修君） 
いろいろありがとうございます。 
道路につきまして、もう１点質問させていただきたいのですが、これは答弁はいらないです

が、考えていただきたいということで、先日、春日居１４０号線の道路ですが、彩甲斐橋のと

ころ辺から春日居と山梨市の間のところまでの間が、大変暗いということで、事故など３回ほ

ど、その内容等がちょっと分かりませんが死亡事故が３件ほど、横断している老人の方をはね

てしまったというような、夜ですけれども、そういうようなことがあるので、笛吹市の中で、

そういうような場所もかなりあると見受けられるので、ぜひともそういうような調査等を行い

ながら、それに向けて目的に併せた改修もしていただきたい。 
以上でございます。 

○議長（中村善次君） 
以上で、寳修君の一般質問を終了します。 
関連質問を許します。 
山本富貴君。 

○４番議員（山本富貴君） 
二度も関連質問をするというのは、ずうずうしいと思われるかもしれませんが、ただいまの

寳議員の道路問題に関連しまして、 重要の問題となる石和温泉駅舎の問題です。 
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この問題は、私も当選当時からずっとここで叫びつづけ、また、われわれ笛政クラブの一つ

にはマニフェストにもなっていたわけですが、このところ全然、駅舎のえの字も市長の口から

も出ないし、どうなってしまっているのか、住民も非常に不安な思いでおります。 
ぜひ、現状がどの程度の進捗で、今後の見通しはどうなっているか、池田経営政策部長のほ

うから答弁をお願いいたします。 
○議長（中村善次君） 

答弁を求めます。 
池田経営政策部長。 

○経営政策部長（池田聖仁君） 
駅周辺整備事業の関係でございますが、この事業の核となる部分は駅舎でございます。 
若干、復習させていただきますと、昨年６月に関東地整といいまして国の機関でございます。

そちらへ行ってまいりました。 
なぜ行ってきたかというのは、まちづくり交付金の採択に向けて昨年３月に国のほうで、い

わゆるＪＲの負担と自治体の負担がおかしいのではないかという指摘がございまして、ＪＲと

の負担割合が適切であると認めた場合については、採択しましょうという条件が付されたとい

うことでございまして、昨年６月に行ってまいりましたときの内容でございますが、駅舎、広

場、アクセス道路、自由通路、それぞれに費用分けをしていただきたい、そして国と協議をし

ていただきたい。基本的に埒内といいまして改札から中、いわゆる線路側、埒内の部分はＪＲ

の負担を基本と考えるというお話でございました。 
その後、私どもは県との協議の中で、昨年度、本要望に向けての取り組みは、ＪＲとの協議

が整いませんから難しいということで、１年送りましょうという話になったわけでございます。 
実は、今年になりましてから国の関東地整、街路の関係の方とＪＲの関係の方で、かなり協

議をしていただいた結果の原案ということで、県を通じて私どものところに送られてきたわけ

でございますが、これはあくまでも案ということでございまして、かつ、その中身につきまし

ても、駅の南口広場、北口広場の負担割合と、それから南北自由通路をつくった場合のＪＲと

自治体の負担割合、基本的に６分の１はＪＲの負担にしていただきましょうというようなもの

です。その案を４プランくらいつくられたわけでございます。 
県は、この案はほとんど通って、いわゆるＪＲも承知しているということでございまして、

できたらＪＲ八王子支社と協議を進めてくださいというお話をいただきましたから、私どもは

今年の６月にＪＲ八王子支社へ行ってまいりました。 
ところが、心配しておったように、ＪＲ八王子支社の担当の課長さんは、そこまでのお話は

知らないという。いわゆる昨年どおりの回答しかできませんよということで、物別れで帰って

きた次第でございます。 
その後、県を通しまして国に、どのように進んでいるのかという照会もかけながら、この８月

でございましたが、ＪＲも国の原案どおりの方向で、恐らくＪＲも承知していただけるのでは

ないかということでございまして、再度ＪＲとの協議に臨んでくださいというようなことが、

この８月の状況でございます。 
ただ、ここまでまいりますと、本年１０月の本要望にはちょっと間に合いませんので、１年

送りになってしまうということでございますけれども、ただ、その過程の中で私どもが一番期

待しておりました、ラチ内の部分の、基本的にはＪＲの負担と考えるという部分が、ずいぶん
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あいまいになってきたなと。と申しますのは、当初、国ではその基本的にＪＲの負担と考える

という部分については、いわゆる交付金の対象にしませんよという話でございましたけれども、

そこの部分が、この間の県の話ですと、まちづくり交付金の対象になりますよという言い方も

しているわけです。ですから､国のほうの考え方も、いわゆる駅舎というのは駅の、いわゆる

ＪＲの一施設ではなくて、自治体の顔であると、それは自治体の施設でもあるというふうに、

認識が若干変わってきたのかなと。これはあくまでも推測でございます。国から直接聞いたわ

けでもございませんけれども、そんなふうなことでございます。 
ですから、少なくても来年に向けては、この秋以降、ＪＲとの協議を進め、国の了解も得な

がら、まちづくり交付金事業の採択を受けるべく、目指していきたいと考えておりますので、

よろしくご理解のほどをお願いいたします。 
以上、答弁といたします。 

○議長（中村善次君） 
再質問ございますか。 
山本富貴君。 

○４番議員（山本富貴君） 
いろいろ国あるいはＪＲ等と、そういう難しい交渉が、よくなったり悪くなったり、中央線

を行ったり来たりしているような感じですが、なんと言いましても、国道１４０号線周辺住民、

本市をはじめ上は山梨市、万力、岩下、あるいは甲府は桜井、横根辺りまで、石和温泉駅の北

口開設ということには、これまでも切望し、さらに渇望までしているわけです。西関東道路が

開通になって、１４０号はさらに山梨市の万力の十字路から北がガラガラ空きになっていると、

非常に商店街なんかも疲弊してきています。 
そうしたものを救うにしても、やはり石和駅北口ができることによって、あそこへ駐車場が

できれば、乗用車なんかも多くが集積するでしょうから、開発になるわけです。 
私も、さっきの杉岡議員同様、この議会をもって、一身上の都合で引退するわけですが、本

来ならば引くに引けないという状況なんです。しかし、引くことは引く、でも、あとは死んで

も死にきれないという思いが残るわけですので、ぜひ市長、一言、「この駅舎の改築はやりま

す。」と、決意を表明していただきたい。 
今現在、あの駅前の道路がきれいに仕上がっただけに、いかにみすぼらしいか、見に行けば

本当に分かります。あれが石和の観光駅といえるかと、本当に県外の利用客からも、もったい

ない駅だと、みすぼらしいと言われることのないように、ぜひ、２期目の第１の目標として駅

舎建設を要望して、私の質問は終わります。 
いろいろありがとうございました。 

○議長（中村善次君） 
 市長、荻野正直君。 

○市長（荻野正直君） 
駅舎の問題につきましては、これは長年の懸案事項であります。 
しかし、合併をしてから７万２千人の市民のいろんなお声を聞く中で、駅舎については検討

していきたいというのが、前回、第１次の基本的な調査をしたときの結果でございます。 
例えば、駅前広場をつくりました。駅前広場についても多くの市民の意見を聞く中で、あの

ように市の花でありますバラを植えさせていただき、なおかつ多くのボランティアの方のご協
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力をいただく中で、５月から咲き始めたバラがずっと咲き続けている。 
やはり、駅舎につきましても、そのように市民の皆さんのご意見が集約する、そういうこと

を一日も早く達成すべき努力をしてまいりたいというふうに考えております。 
以上です。 

○議長（中村善次君） 
以上で、関連質問を終わります。 
先ほどの渡辺正秀議員の関連質問について、内藤保健福祉部長より答弁がございます。 
内藤部長。 

○保健福祉部長（内藤運富君） 
先ほど、渡辺正秀議員からの関連質問についてお答えいたします。 
乳幼児医療費受給者証の発行の件につきましてですが、これにつきましては、申請に基づい

て受給者証の発行をしておるところでございます。これには保険証の取得をされていることが

大事でありますが、短期証世帯につきましても、乳幼児医療費受給者証の発行を行っていると

ころでございます。 
したがいまして、申請に対しましては、短期証を含む保険証取得の指導をさせていただいて

いるところでもございます。 
以上、答弁といたします。 

○議長（中村善次君） 
以上で、一般質問を終わります。 
本日の議事は、すべて終了いたしました。 
お諮りします。 
明日１０日から１２日、１６日から１９日、２２日および２４日は、議案調査のため休会と

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、明日１０日から１２日、１６日から１９日、２２日および２４日は、休会とするこ

とに決定しました。 
本日は、これにて散会いたします。 
次の本会議は、２５日午後２時３０分から再開いたします。 
大変ご苦労さまでした。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
散会  午後 ３時５５分 
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 日程第 １ 議案第７３号 笛吹市まちづくり寄附条例の制定について 
 日程第 ２ 議案第７４号 笛吹市監査委員条例の一部改正について 

 日程第 ３ 議案第７５号 笛吹市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正につい

て 
 日程第 ４ 議案第７６号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整

理について 
 日程第 ５ 議案第７７号 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う

関係条例の整理について 
 日程第 ６ 議案第７８号 平成２０年度笛吹市一般会計補正予算（第３号）について 
 日程第 ７ 議案第７９号 平成２０年度笛吹市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

について 
 日程第 ８ 議案第８０号 平成２０年度笛吹市介護保険特別会計補正予算（第２号）につ

いて 
 日程第 ９ 議案第８１号 平成２０年度笛吹市介護サービス特別会計補正予算（第１号）

について 
 日程第１０ 議案第８２号 平成２０年度笛吹市公共下水道特別会計補正予算（第２号）に

ついて 
 日程第１１ 議案第８３号 平成２０年度笛吹市農業集落排水特別会計補正予算（第１号）

について 
 日程第１２ 議案第８４号 平成２０年度笛吹市簡易水道特別会計補正予算（第２号）につ

いて 
 日程第１３ 議案第８５号 平成２０年度笛吹市温泉事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて 
 日程第１４ 議案第８６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

別会計補正予算（第１号）について 
 日程第１５ 議案第８７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

特別会計補正予算（第１号）について 
 日程第１６ 議案第８８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

会計補正予算（第１号）について 
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 日程第１７ 議案第 ８９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

特別会計補正予算（第１号）について 
 日程第１８ 議案第 ９０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

特別会計補正予算（第１号）について 
 日程第１９ 議案第 ９１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

別会計補正予算（第１号）について 
 日程第２０ 議案第 ９２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

特別会計補正予算（第１号）について 
 日程第２１ 議案第 ９３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

特別会計補正予算（第１号）について 
 日程第２２ 議案第 ９４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

理会特別会計補正予算（第１号）について 
 日程第２３ 議案第 ９５号 平成２０年度笛吹市水道事業会計補正予算（第２号）につい

て 
 日程第２４ 議案第 ９６号 平成１９年度笛吹市一般会計歳入歳出決算認定について 
 日程第２５ 議案第 ９７号 平成１９年度笛吹市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認

定について 
 日程第２６ 議案第 ９８号 平成１９年度笛吹市老人保健特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 
 日程第２７ 議案第 ９９号 平成１９年度笛吹市介護保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 
 日程第２８ 議案第１００号 平成１９年度笛吹市介護サービス特別会計歳入歳出決算認

定について 
 日程第２９ 議案第１０１号 平成１９年度笛吹市公共下水道特別会計歳入歳出決算認定

について 
 日程第３０ 議案第１０２号 平成１９年度笛吹市農業集落排水特別会計歳入歳出決算認

定について 
 日程第３１ 議案第１０３号 平成１９年度笛吹市簡易水道特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 
 日程第３２ 議案第１０４号 平成１９年度笛吹市温泉事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 
 日程第３３ 議案第１０５号 平成１９年度笛吹市黒駒山恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計歳入歳出決算認定について 
 日程第３４ 議案第１０６号 平成１９年度笛吹市大積寺山恩賜県有財産保護財産区管理

会特別会計歳入歳出決算認定について 
 日程第３５ 議案第１０７号 平成１９年度笛吹市稲山恩賜県有財産保護財産区管理会特

別会計歳入歳出決算認定について 
 日程第３６ 議案第１０８号 平成１９年度笛吹市牛ヶ額恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計歳入歳出決算認定について 
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 日程第３７ 議案第１０９号 平成１９年度笛吹市大口山恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計歳入歳出決算認定について 
 日程第３８ 議案第１１０号 平成１９年度笛吹市崩山恩賜県有財産保護財産区管理会特

別会計歳入歳出決算認定について 
 日程第３９ 議案第１１１号 平成１９年度笛吹市名所山恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計歳入歳出決算認定について 
 日程第４０ 議案第１１２号 平成１９年度笛吹市春日山恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計歳入歳出決算認定について 
 日程第４１ 議案第１１３号 平成１９年度笛吹市兜山外五山恩賜県有財産保護財産区管

理会特別会計歳入歳出決算認定について 
 日程第４２ 議案第１１４号 平成１９年度笛吹市水道事業会計歳入歳出決算認定につい

て 
 日程第４３ 議案第１１５号 笛吹市過疎地域自立促進計画の変更について 
 日程第４４ 議案第１１６号 市道廃止について 
 日程第４５ 議案第１１７号 市道認定について 
 日程第４６ 平成１９年請願第７号 保険業法の制度と運用を見直し、自主的な共済の保険業法の

適用除外を求める意見書の提出を求める請願について 
 日程第４７ 請 願 第 ４ 号 父子家庭や母子家庭を「ひとり親家庭」として平等な取り扱

いとする請願書について 
 日程第４８ 同 意 第 ３ 号 黒駒山恩賜県有財産保護財産区管理会委員の選任について 
 日程第４９ 同 意 第 ４ 号 大積寺山恩賜県有財産保護財産区管理会委員の選任につい

て 
 日程第５０ 同 意 第 ５ 号 兜山外五山恩賜県有財産保護財産区管理会委員の選任につ

いて 
 日程第５１ 発 議 第 ６ 号 笛吹市議会委員会条例の一部改正について 
 日程第５２ 発 議 第 ７ 号 笛吹市議会会議規則の一部改正について 
 日程第５３ 発 議 第 ８ 号 新たな過疎対策法の制定に関する意見書の提出について 
 日程第５４ 発 議 第 ９ 号 道路整備財源の確保等に関する意見書の提出について 
 日程第５５ 閉会中の継続審査について 
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２．出席議員は次のとおりである。（２９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 
 １４番 渡 辺 正 秀 １５番 野 沢 勝 利 
 １６番 小 林   始 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   敦 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 ） 
 
 

４．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名（１８名） 
 
 市 長 荻 野 正 直 副 市 長 望 月 健 二 
 教 育 長 山 田 武 人 総 務 部 長 梶 原  清 
 経営政策部長 池 田 聖 仁 会 計 管 理 者  中 川 啓 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 佐 藤 貞 雄 産業観光部長 保 坂 利 定 
 建 設 部 長 岩 澤 重 信 公営企業部長 竹 越 富 男 
 教 育 次 長 早 川 哲 夫 総 務 課 長 山 下 真 弥 
 財 政 課 長 堀 井 一 美 消 防 長  金 井 一 貴 
 代表監査委員 飯 田 三 郎 教 育 委 員 長  曽 根 敦 子 
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 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   飯 島 重 人 
 議 会 書 記   金 井  久 
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再開  午後 ２時３０分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
○議長（中村善次君） 

再開いたします。 
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、これより本日の会議を開きます。 
念のため申し上げます。 
本日も上着を脱いで結構です。 
直ちに、日程に入ります。 
本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりです。 
報告事項を申し上げます。 
荻野農業委員会会長より欠席届が提出され、これを受理しましたので報告いたします。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
○議長（中村善次君） 

日程第１ 議案第７３号から、日程第４５ 議案第１１７号までを一括議題といたします。 
本案については、今定例会初日の３日に上程され、各常任委員会に審査を付託してあります

ので、それぞれの常任委員長から審査の結果について報告を求めます。 
はじめに、総務常任委員会委員長、堀内文藏君。 

○総務常任委員長（堀内文藏君） 
それでは、議長より総務常任委員会にかかわる委員会審査報告を求められましたので、報告

をいたします。 
今９月定例議会の開会初日に、本委員会に付託されました議案の審査を９月１０日、１１日

ならびに１６日から１８日の５日間、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、主なものを報告いたします。 
まず、総務部所管については、一般会計補正予算のうち、消防費の飲料水兼用耐震性貯水槽

緊急遮断弁３基のオーバーホールに関連して、市内で飲料水兼用耐震性貯水槽は何基あるのか、

増設するべきではないかとの質問があり、市内には7 基あり、消防用耐震性貯水槽に比べ飲料

水兼用耐震性貯水槽は、非常に高額になるため、災害時の飲料水の確保については、水道の緊

急遮断弁付の配水池が１７基あり、配水池からの飲料水運搬や飲料水製造業者との協定を検討

し、対応していきたいとの説明がありました。 
経営政策部所管については、一般会計補正予算のうち、ホームページの有料広告について、

どのくらいの広告料を考えているのか、現在のアクセス数はどのくらいかとの質問があり、ア

クセス数は、年々増加傾向にあり年間１００万件くらいで、４月の桃の花シーズンは１４万

５千件にのぼっている状況であり、有料広告を実施して財源確保を図りたい。料金については、

県内の市が１カ月、１枠５千円から２万円であり、参考にして今後決めていきたいとの説明が

ありました。 
続いて、決算関係について報告いたします。 
経営政策部所管においては、電子市役所構築事業として自動交付機を甲州市と２市で行って

いるが、広げていけないかとの質問に対し、サーバーをどこに置くかが課題である。基盤的に
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は県下全域でできる。県の自営線に乗せればうまくいくと思う。県にも話をしているが今のと

ころ回答がないとの回答でございました。 
また、一宮温泉病院からの市営バス負担金があるが、路線の見直しの中で春日居、石和など

を含め、病院から負担をしていただき有効的な路線をとの質問に対し、先進地で行っているよ

うに、目的地である温泉、病院、商店街から負担をしてもらい独立採算ができればよいと思う。

他の実証運行をしている病院について、本格運行になった場合、しかるべき寄付については理

解をいただいているが、当面、実証運行なので本格運行時に進めたいとの回答でありました。 
次に、総務部所管においては、県でインターネット公売をしているが、笛吹市では実施する

予定はないのかとの質問に対し、本年１０月実施の２００８年度第５回ヤフーネットオーク

ションに参加する準備を進めている。 
この物件は、７月に市として初めて差し押さえた動産であり、１０月号の広報ふえふきに記

事を掲載予定であるとの回答がありました。 
また、災害備蓄食糧が１万２千食購入されているが、賞味期限切れになる前の処理はとの質

問に対し、アルファ米などの備蓄食料は５年間の賞味期限があり、期限切れ前に地区防災訓練

に利用してもらっている。学校の教材としても活用を考えていきたい。 
各支所に保管してあるので管理をしっかりとし、計画的に備蓄していくとの回答がありまし

た。 
消防本部所管においては、各地区における防災訓練に際して、消防職員の派遣による指導の

状況について質問があり、市内一斉に行われる防災訓練に関しては、救急救命講習指導につい

て派遣しており、現在の消防職員の体制では、７カ所への派遣が限度であるとのことであり、

事前に地区の自主防災組織の役員等に講習を行い、地区の指導をお願いしているとのことです。 
また、住宅への火災報知器の設置状況はとの質問に対して、新築住宅は平成１８年６月より

設置が義務付けられており、建築確認申請で設置の確認をしている。これまでに約１，５００軒

に設置されているとのことであります。 
以上、総務常任委員会で審議されました主な内容について、報告いたしました。 
それでは、審査結果を申し上げます。 
議案第７３号 「笛吹市まちづくり寄附条例の制定について」、賛成全員で、原案のとおり

可決すべきものと決定いたしました。 
議案第７４号 「笛吹市監査委員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７５号 「笛吹市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について、賛成全

員で、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
議案第７６号 「地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理について、

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７７号 「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う関係条例の整

理について、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７８号 「平成２０年度笛吹市一般会計補正予算（第３号）」のうち、総務常任委員

会担当項目について、賛成全員で、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９６号 「平成１９年度笛吹市一般会計歳入歳出決算認定」のうち、総務常任委員会

担当項目について、賛成全員で、原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。 
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議案第１１５号 「笛吹市過疎地域自立促進計画の変更について」、賛成全員で、原案のと

おり可決すべきものと決定いたしました。 
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。 
こりより、討論および採決を行います。 
この際、申し上げます。 
総務常任委員会に付託されております、議案第７８号 「平成２０年度笛吹市一般会計補正

予算（第３号）」および議案第９６号 「平成１９年度笛吹市一般会計歳入歳出決算認定」に

つきましては、各常任委員会に分割付託しておりますので、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７３号から議案第７７号を一括議題といたします。 
お諮りします。 
本５案件については、討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
これにご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 
異議なしと認めます。 
お諮りします。 
本５案件に対する委員長報告は可決です。 
本５案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 
異議なしと認めます。 
よって、議案第７３号から議案第７７号までは、原案のとおり可決されました。 
次に、議案第１１５号を議題といたします。 
お諮りします。 
本案については、討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
これにご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 
異議なしと認めます。 
お諮りします。 
本案に対する委員長報告は可決です。 
本案は、委員長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１１５号は、原案のとおり可決されました。 
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次に、教育厚生常任委員会に付託しております案件につきまして、教育厚生常任委員長から

審査の結果について報告を求めます。 
教育厚生常任委員長、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、９月３日の本会議において、本委員会に付託されました議案審査を、９月１０日、

１１日ならびに１６日から１８日までの５日間の日程により、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。 
審査の過程において出ました主な質疑･意見等について、報告いたします。 
まず、１０日、１１日の２日間にわたりまして、一般会計および特別会計補正予算の審査を

行いました。 
保健福祉部については、福祉灯油購入費助成事業についての質問があり、所得に関係なく

７５歳以上の高齢者のみの世帯、６５歳以上の高齢者で構成され、かつ７５歳以上の高齢者が

いる世帯を対象とし、他市では申請主義をとったが、笛吹市では対象世帯を確定し、対象全世

帯へ、配達記録郵便にて灯油券を送付していくとの説明がありました。 
市民環境部については、指定管理者制度を導入している温泉施設について、誘客優先の姿勢

が感じられ、結果として地域住民の利用に、支障が出る場合があるようだが、指定管理事業者

に対する指導などは行っているのかとの質問があり、受託者の運営方針を尊重し、特に誘客方

法についての指導等は行っていない。また、市内利用者は利用料金体系で優遇措置をとってい

るが、今後は指定管理者に来館者が多い時には、他の施設に誘導することなどの指導を行い、

注視していきたいとの説明がありました。 
教育委員会については、小中学校８校への印刷機購入に伴う、入札差金減額補正について質

問があり、非常に低価格による落札結果によるもので、公正入札調査委員会での調査結果を踏

まえ、誓約書・契約書を取り交わした。仕様、保守内容についても問題なく納品されていると

の説明がありました。 
続いて、平成１９年度決算認定について報告をいたします。 
まず、市民環境部所管では、交通災害共済の加入金総額に対して、見舞金支払額のほうが多

いが、運営的に赤字ではないのか、加入促進の周知方法等、検討してはどうかとの指摘に対し

て、チラシの全戸配布や、ホームページへの掲載など行っている。事業主体の市町村総合事務

組合でも、独自のＰＲ活動を行っているが加入率に反映されない。運営検討委員会も立ち上げ

たので、今後も制度の周知に努めるとの説明がありました。 
また、市民活動支援課が設置され初めての決算審査だが、担当業務の範囲が広すぎると感じ

た。担当業務の精査や、支援担当に比重をおけるような職員配置が必要ではないかとの指摘に

対しては、市民協働について数値などで具体的な事業実績を示すことは難しいが、意識の醸成

は進みつつあると感じている。人員配置や業務内容の見直しは検討課題ではあるが、今後も市

民活動支援を行っていきたいと思うとの説明がありました。 
なお、国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定については、反対討論がありました。 
保健福祉部所管では、妊婦健診費用助成対象が昨年の７月から、２回であったものを５回に

拡大したが、４回目・５回目の受診率が低いことの原因はとの質問があり、遡及適用して１９年

度中に出産を迎える方に追加交付したが、その時点では既に出産した方もいたり、これから出
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産する妊婦の状態が安定期に入ったことなどが原因として考えられる。 
また、現在のところ里帰り出産については対象外だが、来年度から対象とする予定であるの

で、今後、利用が増えていくと思われるとの説明がありました。 
また、不妊治療費支援事業についても関心が高く、３１件中１４件の妊娠が確認されたと聞

いている。デリケートな問題だが、こうした事業があり、不妊に悩む方に対して出生が見込ま

れるということを、今後も積極的に周知に努めていってもらいたいとの意見がありました。 
教育委員会所管では、指定管理委託料について、予算減額されている経緯についての質問が

あり、スコレーセンター・パリオについては、受託者の、いさわ文化・スポーツ振興財団が公

益法人のため、収益事業を原則行わないこととなっている。税務署との協議により、収益計上

すれば事業税課税の対象となり、そのため管理委託料については、収益分について相殺して、

実費弁償分を補うこととし、余剰分の管理委託料については、市に返還しているためであると

の説明がありました。 
以上、本委員会で審議された主な内容であります。 
それでは、審査結果については次のとおりです。 
議案第７８号 「平成２０年度笛吹市一般会計補正予算（第３号）」のうち、教育厚生常任

委員会担当項目については、賛成全員で、原案のとおり可決すべきものと決定。 
議案第７９号 「平成２０年度笛吹市国民健康保険特別会計補正予算（第２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８０号 「平成２０年度笛吹市介護保険特別会計補正予算（第２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８１号 「平成２０年度笛吹市介護サービス特別会計補正予算（第１号）について」

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９６号 「平成１９年度笛吹市一般会計歳入歳出決算認定」のうち、教育厚生常任委

員会担当項目については、賛成多数で、原案のとおり認定すべきものと決定。 
議案第９７号 「平成１９年度笛吹市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について」は、

賛成多数で、原案のとおり認定すべきものと決定。 
議案第９８号 「平成１９年度笛吹市老人保健特別会計歳入歳出決算認定について」は、賛

成多数で、原案のとおり認定すべきものと決定。 
議案第９９号 「平成１９年度笛吹市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について」は、賛

成多数で、原案のとおり認定すべきものと決定。 
議案第１００号 「平成１９年度笛吹市介護サービス特別会計歳入歳出決算認定について」

は、賛成多数で、原案のとおり認定すべきものと決定。 
以上をもちまして、委員長報告とさせていただきます。 

○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。 

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７８号および議案第９６号につきましては、
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先ほど申し上げましたように、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７９号から議案第８１号までを一括議題といたします。 

お諮りします。 

本案については、討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 

これにご異議ありませんか 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

お諮りします。 

本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７９号から議案第８１号は、原案のとおり可決されました。 

次に、議案第９７号を議題とし、討論を行います。 

討論ありますか。 

６番、亀山和子君。 

○６番議員（亀山和子君） 

議案第９７号 「平成１９年度笛吹市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について」の

反対討論を行います。 

反対の理由の第１番目は、平成１９年度は国民健康保険税の大幅値上げが行われ、その額は

１世帯当たりの調定額で年間２万１８０円の値上げ、被保険者１人当たりでは年額１万

７９１円の値上げでありました。 

格差と貧困がますます拡大する中で、収入は増えないのに税金は上がるとか、あるいは、少

しばかり増えたとしても、それ以上に税金が上がってしまうというような事態も生まれて、市

民にとっては大変重い負担となった１９年度でした。 

この高い保険税が、払いたくても払えない人々を増大させ、年ごとに収納率が低下していく

要因にもなっていると思われます。 

国保運営が厳しくなったときに、税金を上げて市民に負担を求めることは、 も効果的な方

法でありますけれども、しかし、 も安易な施策であります。 

この高い保険税は、県内２８市町村の中でも、医療分の保険税としては８番目の高さとなっ

ているところです。 

反対理由の第２は、不納欠損額と収入未済額の増大、そして収納率の低下であります。 

１９年度不納欠損額はついに１億円を超え、収入未済額も１０億円を超えてしまいました。

収納率についても年々低下しております。 

そのような状況を認めるわけにはいきません。滞納者の状況、生活実態をつぶさに把握し、

相談活動を旺盛に進めながら、行政への信頼を高めていく、滞納を解決していくためには、行

政の信頼を勝ち取ることはとても大事なことではないでしょうか。 

反対の理由の３番目は、保健予防活動がなかなか成功していないということです。 

病院や国保のお世話になることなく、市民一人ひとりが健康で働き、安心して日常生活が営
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めることは、市民にとっても、また国保の運営にとっても 善のことであると思われます。 

それには行政の積極的な保健予防活動が必要であります。 

監査委員の審査意見でも、１７年度から３年間続けて、この保健予防活動のことが指摘され

ておりましたし、私たち共産党市議団もこのことについて提案し続けてまいりました。しかし、

この間、効果的な施策が実行されておりません。 

そのことが、１人当たりの医療費、あるいは１人当たりの保険給付費の、年ごとの増加に表

れていると考えます。 

抜本的な施策を講じるよう求めるものです。 

国保の運営が年々厳しさを増すその根底には、国がさまざまな理由をつけて、市町村国保へ

の国庫支出金や交付金を減らし続けてきたことが、根底にはありますけれども、しかし、その

中でも保険者としての自主性とか創造性を発揮して、これ以上の高い負担を市民に押し付ける

ことのないよう求めて、反対討論とします。 

○議長（中村善次君） 

次に、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） 

議長のお許しをいただきましたので、議案第９７号 「平成１９年度笛吹市国民健康保険特

別会計歳入歳出決算認定について」、賛成する立場から討論を行います。 

今回の平成１９年度笛吹市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の総額は、歳入においては

８０億７６２万１，５４３円で、歳出は７８億７，３６８万３２７円の決算総額となっており

ます。 

国民健康保険制度は、国民皆保険制度の下、他の保険制度に加入していないすべての方を対

象とした、国民にとってもっとも身近な医療保険制度であります。 

このため、国民健康保険加入者の世帯所得も多岐にわたるとともに、納税意識の低下傾向も

見られ、担当部署の収納努力にもかかわらず、国保税の収納率は年々低下している現状にあり

ます。 

また、高齢化や高度先進医療の進展等による医療費の増高は年々進み、県下の各国民健康保

険者間の財政力格差の不均衡を調整するための保険税制共同安定化事業の導入により、医療費

の平準化に努めてはいるものの、国保財政はますます厳しい状況にあり、昨年度はやむなく税

率の改定も行われたところでございます。 

こうした状況の中、レセプト点検の充実や人間ドックの助成事業を中心とした保健事業への

取り組みや、医療費の削減に向けた取り組みなどされる中、限られた財源の中、重点的、かつ

効率的な事業執行が図られ、１９年度末においては１億３，３９４万円の繰越財源が確保され

たところでもございます。 

今後、なお一層の収納率向上対策､および医療の適正化対策に積極的に取り組まれることを

望みまして、「平成１９年度笛吹市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定」につきましての

賛成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 ） 
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討論を終結します。 

これより、議案第９７号の採決を行います。 

本案に対する委員長報告は認定です。 

本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（ 挙 手 多 数 ） 

挙手多数です。 

よって、議案第９７号は原案のとおり認定されました。 

次に、議案第９８号を議題とし、討論を行います。 

討論ありませんか。 

（ な し ） 

討論を終結します。 

議案第９８号の採決を行います。 

本案件に対する委員長報告は認定です。 

本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（ 挙 手 多 数 ） 

挙手多数です。 

よって、議案第９８号は原案のとおり認定されました。 

次に、議案第９９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９９号の採決を行います。 

本案件に対する委員長報告は認定です。 

本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（ 挙 手 多 数 ） 

挙手多数です。 

よって、議案第９９号は原案のとおり認定されました。 

次に、議案第１００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１００号の採決を行います。 

本案件に対する委員長報告は認定です。 

本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（ 挙 手 多 数 ） 

挙手多数です。 

よって、議案第１００号は原案のとおり認定されました。 

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、建設経済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。 
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○建設経済常任委員長（小林始君） 
ただいま、議長より委員会審査報告を求められましたので、委員長報告をさせていただきま

す。 
９月３日の開会初日に付託を受けました議案審査を、本会議休会中の９月１０日、１１日な

らびに１６日から１８日の計５日間、全委員出席のもと、関係当局に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・意見等ありましたので、主なものを報告いたします。 

はじめに、補正予算等の関係について行います。 

まず、産業観光部所管では、笛吹市ワイン会への補助金の内容および組織についての質問が

あり、共通パンフレットや笛吹市独自のワイングラスの作成に対する補助で、事務局は商工会

にあるが、笛吹市観光連盟の法人化に併せ、専門部会としての位置づけを考えたいとの説明が

ありました。 

また、今年の花火大会の観覧者は全体では２１万人あり、有料観覧席については９０％の売

上げがあり、シート席は完売したが協賛金は年々減っているとの報告があり、今後の実施にあ

たり運営等について、委託を含め検討が必要ではないかとの意見がありました。 

建設部所管では、石和高校周辺道路の認定・廃止に伴い、新設高校取り付け道路の状況につ

いて質問があり、今年度内に測量設計を終了し、また平成２１年度の国庫補助事業の特別枠の

採択を目指して、事業認可申請を行ったとの説明がありました。 

次に、市内の木造個人住宅で耐震診断が必要な対象戸数はとの質問に、約１万１千戸あり平

成１９年度までに１５０戸が耐震診断を受け、また、今回木造個人住宅耐震化支援事業として、

２棟分増額し３棟の耐震改修工事に対し補助を行いたいとの説明がありました。 

公営企業部所管では、下水道台帳システムの更新状況について質問があり、当初は平成

１８年度施工個所の台帳の整備を予定していたが、今回、住民等からの問合せに迅速な回答が

できるように、平成１９年度施工個所の台帳の整備を追加して行い、リアルタイムの情報を提

供したいとの説明がありました。 

続いて、決算審査の報告をいたします。 

まず、産業観光部所管では、各種団体等への補助金の内容についての質問に、合併前から各

町村で補助していたものを継続して支出をしているとの説明があり、平等・公正に統一する見

直しが必要ではないかとの意見がありました。 

また、工事等の入札業者について、市内の業者が入札に参加できるようにとの意見があり、

入札参加資格審査委員会において、入札参加資格の地域要件を笛吹市内に定めるようにしてい

るとの回答がありました。 

そのほか、９財産区管理会特別会計決算認定についての審査を行いました。 

続いて、建設部所管としては、区画整理事業のその後の進捗状況についての質問に、現在、

残りの１件について法的措置を取る中で具体的な話をしており、本年１２月までに協議移転ま

たは直接施行か、いずれかの方向を決めるとの説明があり、事業着手から既に１０年以上経っ

ており、早期に事業の完成を望むとの意見がありました。 

また、街路事業費の委託料についての質問に、ポケットパークと石和橋の２カ所の清掃作業

の費用との説明があり、地域のボランティア等の協力により、費用の削減を求める意見があり

ました。 
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公営企業部所管では、水道使用料の決算状況の説明の中で、滞納整理で未納者に対して、昨

年の７月から９月に公営企業部職員全員で戸別訪問を行い、また、今年の２月から５４２人に

給水停止の予告書を送付し、１８４件の給水停止を行い１，１９０万円の納入があったとの説

明があり、今後の使用料金の統一等にあたり、使用者の理解を得るためにも滞納額の削減のた

め、給水停止の徹底および周知と転出・転居者の異動先の追及の、一層の努力を求める意見が

ありました。 

次に、下水道の現在の状況について、今年の８月末で普及率５５．７％、水洗化率７２．４％

との説明があり、使用料収入確保のため下水道への早期の加入促進の強い指導と、また、特に

水洗化率の低い地区については、今後の下水道工事にあたり、住民の同意を得るなどの検討が

必要ではないかとの意見がありました。 

以上、本委員会において審議された内容であります。 

それでは、審査結果については次のとおりです。 

議案第７８号 「平成２０年度笛吹市一般会計補正予算（第３号）」のうち、建設経済常任

委員会担当項目については、賛成全員で、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
議案第８２号 「平成２０年度笛吹市公共下水道特別会計補正予算（第２号）について」、

賛成全員で、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
議案第８３号 「平成２０年度笛吹市農業集落排水特別会計補正予算（第１号）について」、

賛成全員で、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
議案第８４号 「平成２０年度笛吹市簡易水道特別会計補正予算（第２号）について」、賛

成全員で、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
議案第８５号 「平成２０年度笛吹市温泉事業特別会計補正予算（第１号）について」、賛

成全員で、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
議案第８６号 「平成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補正予

算（第１号）について」、賛成全員で、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
議案第８７号 「平成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補正

予算（第１号）について」、賛成全員で、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
議案第８８号 「平成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補正予算

（第１号）について」、賛成全員で、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
議案第８９号 「平成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補正予

算（第１号）について」、賛成全員で、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
議案第９０号 「平成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補正予

算（第１号）について」、賛成全員で、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
議案第９１号 「平成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補正予算

（第１号）について」、賛成全員で、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
議案第９２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補正予

算（第１号）について」、賛成全員で、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
議案第９３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補正予

算（第１号）について」、賛成全員で、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
議案第９４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補

正予算（第１号）について」、賛成全員で、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
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議案第９５号 「平成２０年度笛吹市水道事業会計補正予算（第２号）について」、賛成全

員で、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
議案第９６号 「平成１９年度笛吹市一般会計歳入歳出決算認定」のうち、建設経済常任委

員会担当項目について」、賛成多数で、原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。 
議案第１０１号 「平成１９年度笛吹市公共下水道特別会計歳入歳出決算認定について」、

賛成多数で、原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。 
議案第１０２号 「平成１９年度笛吹市農業集落排水特別会計歳入歳出決算認定について」、

賛成全員で、原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。 
議案第１０３号 「平成１９年度笛吹市簡易水道特別会計歳入歳出決算認定について」、賛

成全員で、原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。 
議案第１０４号 「平成１９年度笛吹市温泉事業特別会計歳入歳出決算認定について」、賛

成全員で、原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。 
議案第１０５号 「平成１９年度笛吹市黒駒山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計歳入

歳出決算認定について」、賛成全員で、原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。 
議案第１０６号 「平成１９年度笛吹市大積寺山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計歳

入歳出決算認定について」、賛成全員で、原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。 
議案第１０７号 「平成１９年度笛吹市稲山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計歳入歳

出決算認定について」、賛成全員で、原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。 
議案第１０８号 「平成１９年度笛吹市牛ヶ額恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計歳入

歳出決算認定について」、賛成全員で、原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。 
議案第１０９号 「平成１９年度笛吹市大口山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計歳入

歳出決算認定について」、賛成全員で、原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。 
議案第１１０号 「平成１９年度笛吹市崩山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計歳入歳

出決算認定について」、賛成全員で、原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。 
議案第１１１号 「平成１９年度笛吹市名所山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計歳入

歳出決算認定について」、賛成全員で、原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。 
議案第１１２号 「平成１９年度笛吹市春日山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計歳入

歳出決算認定について」、賛成全員で、原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。 
議案第１１３号 「平成１９年度笛吹市兜山外五山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計

歳入歳出決算認定について」、賛成全員で、原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。 
議案第１１４号 「平成１９年度笛吹市水道事業会計歳入歳出決算認定について」、賛成全

員で、原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。 
議案第１１６号 「市道廃止について」、賛成全員で、原案のとおり可決すべきものと決定

いたしました。 
議案第１１７号 「市道認定について」、賛成全員で、原案のとおり認定すべきものと決定

いたしました。 
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。 
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質疑ありませんか。 

（ な し ） 

質疑を終結いたします。 

これより、討論および採決を行いますが、議案第７８号および議案第９６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８２号から議案第９５号までを一括議題といたします。 

お諮りします。 

本１４案件については、討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 

これにご異議ありませんか 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

お諮りします。 

本１４案件に対する委員長報告は可決です。 

本１４案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

よって、議案第８２号から議案第９５号は原案のとおり可決されました。 

次に、議案第１０１号を議題とし、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１０１号の採決を行います。 

本案に対する委員長報告は認定です。 

本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（ 挙 手 多 数 ） 

挙手多数です。 

よって、議案第１０１号は原案のとおり認定されました。 

次に、議案第１０２号から議案第１１４号までを一括議題といたします。 

お諮りします。 

本１３案件については、討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 

これにご異議ありませんか 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

お諮りします。 

本１３案件に対する委員長報告は認定です。 

本１３案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

よって、議案第１０２号から議案第１１４号は原案のとおり認定されました。 

次に、議案第１１６号および議案第１１７号を一括議題といたします。 
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お諮りします。 

本２案件については、討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

お諮りします。 

本２案件に対する委員長報告は可決です。 

本２案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

よって、議案第１１６号および議案第１１７号は原案のとおり可決されました。 

以上で、各常任委員会に付託いたしました議案の採決が終了いたしました。 

後に、各常任委員会に分割付託いたしました、議案第７８号および議案第９６号の採決を

行います。 

それでは、議案第７８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。 

これより、議案第７８号の採決を行います。 

本案に対する委員長報告は、三常任委員会とも可決です。 

本案は、各委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（ 挙 手 全 員 ） 

挙手全員です。 

よって、議案第７８号は原案のとおり可決されました。 

次に、議案第９６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） 

議長の許可をいただきまして、「平成１９年度笛吹市一般会計歳入歳出決算」の反対討論を

行います。 

平成１９年度笛吹市一般会計歳入歳出決算の予算執行の基本的な性格を、まず見たいと思い

ます。 

一言で、笛吹市１９年度予算の執行は、小泉改革の地方版であり、さまざまな矛盾・問題を

引き起こしております。その矛盾・問題は、まず第１に、支所の機能・権限を縮小することに

より、旧町村のコミュニティーの疲弊を引き起こしていることであります。 

２つ目に、国の改革方針に対する追随による笛吹市の実情に合わない計画づくりや施策の展

開が目立つことです。 

３つ目に、職員の機械的対応と自己責任論による、市民への冷たい対応が目立ってきたこと

です。 

具体例を申し上げます。 
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まず、臨時職員の問題です。保育所職員、図書館司書、学校給食調理員など臨時雇用が多く、

なんと笛吹市職員の３分の１は臨時職員です。臨時職員のほとんどはフルタイムであり、正職

員と同様な仕事と責任を持って何年も働いています。彼ら、彼女らの職は決して臨時の職では

ないのであります。そして、低賃金、低い処遇で働いています。法律を遵守すべき行政が脱法

行為、さらに官製ワーキングプアをつくり続けることは許せません。特に学校図書室では、司

書１８人中、正規の職員はわずか５人という実態です。現在、職員の犠牲的な奮闘によって、

学校図書室また学校給食等現場の水準の向上が行われておりますが、これは行政能力の向上の

常道ではありません。 

次に、生活困窮者への対応があまりにも冷たいと言わざるを得ません。生活保護申請者に対

して、例えば、食事を取ることもできない生活困窮者に対して、保護決定まで１カ月かかった

り、法外援護費支給要綱があるにもかかわらず、それさえも教えてあげない。こちらから法外

援護を求めると、市部通りのセブンイレブンと契約してあるから、そちらで弁当の現物支給を

受けることになりますという説明であります。車も自転車もないお金もない人が、どうしてそ

こまで行けるのでしょうか。こういう対応によって法外援護支援支給事業は、予算額２０万円

に対して支給済額２万円で、執行率は１０％ということになっています。 
笛吹市では、憲法２５条「すべての国民は健康で文化的な 低限度の生活を営む権利を有す

る」、この２５条をしっかりと守っていくことが必要ではないでしょうか。 
また、税や料のアップと貧困化によって税・料の滞納者がこの間増加してきました。これに

ついては税・料など踏み倒せばよいと考える、いわゆる悪質滞納者もおりますでしょうし、ま

た、コミュニティーや行政への参加意識や責任感のない人たちもいると思います。しかし、多

くは困窮してどうにもならない人であります。 
こうしたことにまったく配慮なしに取り立てる、あるいは差し押さえるといったやり方が一

部にございます。 
次に、保育料の滞納が毎年２０％ずつ増え、１９年度には５，２００万円を超えました。ま

た、学童保育の保護者負担金は１８年度比で６７％も増加しております。 
原因を明らかにし適切な方法で、滞納対策を本気で取り組むことが必要ではないでしょうか。 
次に、４つ目に、農業後継者養成事業は、予算額１８１万２千円に対して支出額は１２７万

６千円、執行率は７０．４％であります。 
後継者対策は、喫緊の課題であるのに、予算額があまりにも小さいと言わざるを得ません。

さらに執行率が７０．４％と低いことは、後継者養成に熱意のない表れであるというふうに考

えます。 
この点に限らず「桃・ぶどう日本一の郷」と称する中で、農業に対する支援はあまりにも弱

く、また、笛吹の農地と農業の維持発展にとって、的を得た対策になっていないと指摘せざる

を得ません。 
また、不適切な支出、問題ある支出も多々ございます。笛吹中央病院の補助金１，６０３万

４，３００円、この問題。また、費用対効果が著しく低い個所への下水道の設置を含む下水道

会計への多額の繰出金、費用対効果の基準が明確になる前に、効果の少ない個所は止めるべき

ではなかったでしょうか。 
後に、暮らしと営業・営農の危機にあって、憲法２５条、健康で文化的な 低限度の生活

を営む権利をしっかり守るための対策、また、営業・営農支援、無駄にならない公共事業、雇
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用促進事業をしっかり進めることをお願いいたしまして、平成１９年度笛吹市一般会計決算の

認定に対する反対討論を終わりたいと思います。 
○議長（中村善次君） 

次に、賛成討論を許します。 
前島敏彦君。 

○２１番議員（前島敏彦君） 
議長の許可をいただきましたので討論をさせていただきます。 
議案第９６号 「平成１９年度笛吹市一般会計歳入歳出決算認定について」、これに賛成す

る立場から討論を行います。 
平成１９年度決算は、旧芦川村との合併後、新笛吹市として初めての通年予算として予算編

成がなされ、「にぎわいのある文化都市づくり」「安らぎのある文化都市づくり」「きらめきの

ある文化都市づくり」の３つの基本理念を踏まえながら、「躍動するふれあい文化都市」を目

指し、積極的な施策の推進を図られた年と考えられます。 
歳入は、地方譲与税、地方特例交付金を合わせて、前年度比６億５千万円の減となる一方、

歳入の根幹でもある市税は、税制改革や収納率の向上などにより前年度に比べ約１１億円、率

にして１３．５％と大幅な増収となりました。 
一方、歳出においては、「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、第一次笛吹市総合計画「ふえふき協奏曲第１番」の策定、市民の利便性向上

や事務事業の効率化を図るため、分散している本庁機能の集約化を図るための庁舎南館整備事

業、障害者および高齢者福祉の推進、子育て支援事業として春日居東保育所建設用地取得、お

よび御坂児童センター建設事業、生活系可燃ごみ５３％減量を目標としたごみ減量化推進事業、

桃・ぶどう日本一の生産量を維持し、笛吹ブランド形成に向けた事業推進、農業の生産・流通・

農地農村環境の向上等に向けた農業基盤整備事業、国内のみならず海外までに目を向けた観光

宣伝事業、都市基盤づくりのための市道の新設改良事業や、石和駅前土地区画整理事業の推進、

未来を担う健全な児童生徒の育成を支える市単教員、介助員配置事業などの教育環境整備や学

校施設の耐震化の推進、生涯学習・生涯スポーツの振興、甲斐国分寺・国分尼寺をはじめとす

る市内の文化財の保存整備事業など、ソフト、ハードの両面にわたり、幅広い取り組みを行う

とともに、月次予算・決算に基づく予算の執行管理、ならびに、使いきり予算の廃止など行財

政改革に取り組んでいたところであります。 
その結果、歳入額は約２８７億２千万円で、前年度に比較しますと約８億４千万円の増額、

歳出総額は約２７７億２千万円で、前年度に比較しますと約９億４千万円の増額であり、歳入

歳出差引額１０億円、翌年度へ繰り越すべき財源１億８千万円を引いた、実質収支額は８億

１千万円の黒字決算、また、実質単年度収支も３，１００万円と、合併後、初めての黒字であ

りました。 
さらに、昨年６月に交付されました地方公共団体の財政の健全化に対する法律に基づく健全

化判断比率においても、４つの健全化判断比率も、いずれも早期健全化基準を下回っており、

健全な財政運営がなされているものと理解しているところであります。 
しかしながら、財政構造の弾力性を示す経営収支比率は８５．８％で、昨年度８４．２％よ

り１．６ポイント増加しているところでもあり、年々、財政構造は硬直化傾向にあることも事

実であります。 
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現在の情勢は非常に厳しく、実財源比率がまだまだ低い本市において、引き続き市税収入の

確保や受益者負担の適正化、国・県の補助制度を活用した財源確保に努める一方、費用対効果

の観点から事業の必要性や効率性を検証する中で、笛吹市第一次総合計画において示された将

来像実現に向かい、健全財政運営を維持しつつ、積極的に取り組んでいただくことをお願い申

し上げ、この決算認定の賛成討論といたします。 
○議長（中村善次君） 

暫時休憩いたします。 
再開は、追って連絡いたします。 

休憩  午後 ３時４５分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ４時４５分 
○議長（中村善次君） 

再開します。 
本日の会議時間は、議事の都合によりまして延長いたしますので、お願いいたします。 
暫時休憩いたします。 

休憩  午後 ４時４８分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ５時００分 
○議長（中村善次君） 

再開します。 
討論を終結します。 

これより、議案第９６号の採決を行います。 

本案に対する委員長報告は、三常任委員会とも認定です。 

本案は、各委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（ 挙 手 多 数 ） 

挙手多数です。 

よって、議案第９６号は原案のとおり認定されました。 

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

○議長（中村善次君） 

次に、日程第４６ 平成１９年請願第７号を議題といたします。 

本案につきましては、審査を総務常任委員会に付託いたしました。 

常任委員長から審査結果について報告を求めます。 

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、議長より報告を求められましたので、総務常任委員会に付託をされました請願に

ついて、９月１１日審査を行いましたので、その結果について報告いたします。 

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、平成１９年請願

第７号「保険業法の制度と運用を見直し、自主的な共済の保険業法の適用除外を求める意見書

の提出を求める請願」については、賛成なしで、不採択と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 
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○議長（中村善次君） 
委員長報告に対する質疑を行います。 
（ な し ） 
質疑を終結します。 
続いて、討論を行います。 
（ な し ） 
討論を終結します。 
これより、平成１９年請願第７号の採決を行います。 
この請願に対する委員長の報告は、不採択です。 
本案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。 
よって、平成１９年請願第７号は不採択することに決しました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
○議長（中村善次君） 

次に、日程第４７ 請願第４号を議題といたします。 
本案につきましては、審査を教育厚生常任委員会に付託いたしました。 
常任委員長から審査結果について報告を求めます。 
教育厚生常任委員会委員長、中川稔夫君。 

○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、６月定例会で教育厚生常任委員会に付託を

され、継続審査としておりました請願について、９月１０日に審査を行いましたので、その結

果について報告いたします。 

請願第４号「父子家庭や母子家庭を、ひとり親家庭として平等な取り扱いとする請願書」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） 
委員長報告に対する質疑を行います。 
（ な し ） 
質疑を終結します。 
続いて、討論を行います。 
（ な し ） 
討論を終結します。 
これより、請願第４号の採決を行います。 
この請願に対する委員長の報告は、採択です。 
本案は、委員長報告のとおり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、請願第４号は、委員長報告のとおり採択することに決しました。 
暫時休憩いたします。 
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再開を５時１５分といたします。 
休憩  午後 ５時０８分 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
再開  午後 ５時１５分 

○議長（中村善次君） 
再開いたします。 
ただいま、市長より人事案件３件が、また、各常任委員長から所定の賛同者と共に４件の発

議が提出されました。 
お諮りします。 
これを日程に追加し、直ちに議題にしたいと思います。 
これにご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 
異議なしと認めます。 
よって、お手元に配布の議事日程のとおり日程を追加いたします。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
○議長（中村善次君） 
   これより、日程第４８ 同意第３号から、日程第５０ 同意第５号を一括議題とし、市長より提

案理由の説明を求めます。 
市長、荻野正直君。 

○市長（荻野正直君） 
本日、追加提案させていただきます同意案件について、概略をご説明申し上げます。 
本日、追加させていただきますのは、「黒駒山恩賜県有財産保護財産区管理会ほか２団体の

委員の選任について」であります。 
今回、任期満了により委員を改選いたしますのは、黒駒山恩賜県有財産保護財産区、大積寺

山恩賜県有財産保護財産区、兜山外五山恩賜県有財産保護財産区の３団体でありますが、それ

ぞれの財産区管理会条例第３条の規定により、財産区管理会委員の選任について議会の同意を

お願いするものであります。 
任期は、平成２０年１０月１２日から平成２４年１０月１１日までの４年間であります。 
よろしくご審議の上、ご同意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、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。 
お諮ります。 
同意第３号から同意第５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） 
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異議なしと認めます。 
同意第３号から同意第５号は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。 
同意第３号の討論を行います。 
（ な し ） 
討論を終結します。 
同意第３号の採決を行います。 
本案は、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。 
（ 起 立 全 員 ） 
起立全員です。 
よって、同意第３号は原案のとおり同意することに決しました。 
次に、同意第４号の討論を行います。 
討論ありませんか。 
（ な し ） 
討論を終結します。 
同意第４号の採決を行います。 
本案は、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。 
（ 起 立 全 員 ） 
起立全員です。 
よって、同意第４号は原案のとおり同意することに決しました。 
次に、同意第５号の討論を行います。 
（ な し ） 
討論を終結します。 
同意第５号の採決を行います。 
本案は、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。 
（ 起 立 全 員 ） 
起立全員です。 
よって、同意第５号は原案のとおり同意することに決しました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
○議長（中村善次君） 

次に、日程第５１ 発議第６号を議題といたします。 
提案者の総務常任委員長から説明を求めます。 
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） 
発議第６号 
平成２０年９月２５日提出 
笛吹市議会議長殿 

提出者 笛吹市議会議員 堀内文藏 
賛同者    〃    中川稔夫 
 〃     〃    小林 始 

笛吹市議会委員会条例の一部を改正する条例 
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笛吹市議会委員会条例（平成１６年笛吹市条例第１９７号）の一部を次のように改正する。 
提案理由 
  議員定数の制定および常任委員会の所管の変更に伴い、所要の改正を行う必要があるた

め、本案を提出するものである。 
改正内容については、お手元にお配りしました資料のとおりでございます。 
以上でございます。 

○議長（中村善次君） 
お諮りします。 
本案については、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

によりまして質疑を省略したいと思います。 
これにご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 
異議なしと認めます。 
よって、発議第６号は、委員会付託・質疑を省略することに決定しました。 
発議第６号の討論を行います。 
討論ありませんか。 
（ な し ） 
討論を終結します。 
これより、発議第６号の採決を行います。 
本案は、原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 
（ 挙 手 全 員 ） 
挙手全員です。 
よって、発議第６号は原案のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
○議長（中村善次君） 

次に、日程第５２ 発議第７号を議題といたします。 
提案者の総務常任委員長から説明を求めます。 
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） 
発議第７号 
平成２０年９月２５日提出 
笛吹市議会議長殿 

提出者 笛吹市議会議員 堀内文藏 
賛同者    〃    中川稔夫 
 〃     〃    小林 始 

笛吹市議会会議規則の一部を改正する規則 
笛吹市議会会議規則（平成１６年議会規則第１号）の一部を次のように改正する。 
提案理由 
  地方自治法の一部改正に伴い、所要の改正を行う必要があるため。 
改正内容については、お手元にお配りしました資料のとおりでございます。 
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以上でございます。 
○議長（中村善次君） 

お諮りします。 
本案については、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７号は、委員会付託・質疑を省略することに決定しました。 
発議第７号の討論を行います。 
討論ありませんか。 
（ な し ） 
討論を終結します。 
これより、発議第７号の採決を行います。 
本案は、原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 
（ 挙 手 全 員 ） 
挙手全員です。 
よって、発議第７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５３ 発議第８号を議題といたします。 

提案者の総務常任委員長から説明を求めます。 
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） 
発議第８号 
平成２０年９月２５日提出 
笛吹市議会議長殿 

提出者 笛吹市議会議員 堀内文藏 
賛同者    〃    中川稔夫 
 〃     〃    小林 始 

新たな過疎対策法の制定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 
  現行の過疎地域自立促進特別措置法が、平成２２年３月末をもって失効するため、引き

続き総合的過疎対策充実を強化し、過疎地域の振興が図れるような新たな過疎対策法の制

定の必要があるため。 
以上でございます。 

○議長（中村善次君） 
お諮りします。 
本案については、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
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によりまして質疑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８号は、委員会付託・質疑を省略することに決定しました。 
発議第８号の討論を行います。 
討論ありませんか。 
（ な し ） 
討論を終結します。 
これより、発議第８号の採決を行います。 
本案は、原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 
（ 挙 手 全 員 ） 
挙手全員です。 
よって、発議第８号は原案のとおり可決されました。 
追って、意見書を関係機関に送付いたします。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
○議長（中村善次君） 
  続いて、日程第５４ 発議第９号を議題といたします。 

提案者の建設経済常任委員長から説明を求めます。 
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） 
発議第９号 
平成２０年９月２５日提出 
笛吹市議会議長殿 

提出者 笛吹市議会議員 小林 始 
賛同者    〃    堀内文藏 
 〃     〃    中川稔夫 

道路整備財源の確保等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 
  地方にとって道路は、市民生活の利便、安全、安心、地域の活性化にとって不可欠なも

のであるため、道路特定財源の来年度からの一般財源化にあたり、地方が必要とする道路

整備が引き続き計画的に実施できるよう、財源の確保と一層の拡充を図る必要があるため。 
以上でございます。 

○議長（中村善次君） 
お諮りします。 
本案については、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

によりまして質疑を省略したいと思います。 
これにご異議ありませんか。 

 １８７ 



（「異議なし」の声あり） 
異議なしと認めます。 
よって、発議第９号は、委員会付託・質疑を省略することに決定いたしました。 
発議第９号の討論を行います。 
討論ありませんか。 
（ な し ） 
討論を終結します。 
これより、発議第９号の採決を行います。 
本案は、原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 
（ 挙 手 多 数 ） 
挙手多数です。 
よって、発議第９号は原案のとおり可決されました。 
追って、意見書を関係機関に送付いたします。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
○議長（中村善次君） 
   日程第５５ 「閉会中の継続審査について」を議題といたします｡ 

各常任委員長、議会運営委員長、リニア対策特別委員長より、閉会中の継続審査の件が提出

されております｡ 

お諮りします｡ 
本件については、お手元に配布のとおり、閉会中の継続審査とすることにご異議ありません

か｡ 
（「異議なし」の声あり） 
異議なしと認めます。 
よって、本件については､各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査と決しました｡ 

以上で、本定例会に付議された案件はすべて終了いたしました。 

市長より、閉会に際し、あいさつの申し出がありますので、これを許可いたします。 

市長、荻野正直君。 

○市長（荻野正直君） 

閉会にあたりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 

本定例会は、９月３日から本日まで２３日間に及ぶ日程で開催されました。 

正副議長様をはじめ議員各位におかれましては、本会議ならびに各委員会を通じて、慎重か

つ熱心な審議に努めていただき感謝をいたしております。 

また、本会議に上程いたしました提出案件のすべてにつきまして、原案のとおりご議決・ご

承認を賜り、厚く御礼を申し上げます。 

さて、９月１日の突然の辞意表明とともに福田政権が終焉を迎え、後継として昨日、第９２代

首相に麻生太郎氏が指名され、新内閣が発足されました。 

景気回復 優先を明確に掲げ、地方経済を復活させるため経済成長戦略を力強く推し進める

とともに、地方自治体自ら地域経営できるよう、地方自治体の意見を尊重した地方分権を進め

るとした、新首相の所見に期待を寄せるところであります。 

また、日本を子どもからお年寄りまで、国民の一人ひとりが未来に希望をつなぐことのでき
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る「明るく元気な国にしたい」との言葉に、私も政治に携わる者として、社会が大きく変革し

ようとしている、この混沌とした今、笛吹市の未来に希望を抱けるような政治を志したいと、

決意を新たにしたところであります。 

さて、来月１２日に笛吹市は市制施行４周年を迎えますが、その節目の記念式典を挙行いた

します。 

式典に先立ちまして、この１年間の出来事をまとめたＤＶＤの放映を行います。式典では、

市政功労者表彰のほか御坂中学校の生徒による演奏が披露される予定であります。 

議員各位にもご出席をお願いいたします。 

１０月も半ばになりますと、芸術の秋、文化の秋も本番となってまいります。１０月１０日、

八代地区の芸術祭・盆栽展を始まりに、１１月の下旬まで市内各地で文化祭・芸術祭が行われ

ます。各地区での思考を凝らした催しが計画されていると伺っておりますが、それぞれどのよ

うな彩りを見せていただけるか、大変楽しみにしているところでございます。 

また、１１月１５、１６日の２日間、第４回笛吹市文化祭を開催いたします。一宮桃の里ス

ポーツ公園・体育館においては、写真・絵画・書道などの作品が展示され、桃の里ふれあい文

化館では、コーラス・軽音楽・舞踊などの発表が行われます。 

ぜひ、ご覧いただきますとともに、積極的なご参加もお願いいたします。 

さて、いよいよ任期 終の議会が終了いたします。 

議員各位におかれましては、笛吹市誕生後の初議会から４年間、議会運営の仕組みの構築と

ともに市政運営に多大なご尽力をいただくなど、新市の基盤づくりに積極的に取り組んでいた

だきました。それだけにひとしお感無量のものがございます。特に新しい行財政の中、積極的

に議会改革にも取り組まれ、自らを律する姿勢で議員定数の削減を図られたことに対しまして、

深い敬意と感謝を申し上げる次第であります。 

私は、２００４年１１月２４日に開かれた、合併して初めての第１回臨時議会の所信表明の

中、「この合併は財政の危機を脱する手段だけでなく、旧６町村の優れた産業・文化・歴史・

観光を持ち寄り、相乗効果のもと、多様化する行政ニーズにお応えし、日々躍動する理想郷を

つくり上げていくことが も重要であります」と、申し述べさせていただきました。 

また、地域コミュニティーを大切にしながら、笛吹市という大きな視野に立って、身近な生

活関連事業に重点を置いてまいりました。それこそが行政に求められている自己責任の原則に

基づいた、質の高い行政サービスの提供であると、笛吹市の舵取り役としてその決意を述べさ

せていただきました。 

それ以降、市役所はサービス機関であるという意識を常に持ち、市民第一主義の行政経営方

針のもとに、職員と手を携えて意志堅固、一意専心、職務に励んでまいりました。 

その中で、これからの笛吹市の進むべき方向を示すべく、市民の皆さまとともにつくり上げ

た成果が、第一次笛吹市総合計画「ふえふき協奏曲第１番」でございます。 

１０年後の将来像実現に向けての歩みは、まだ道半ばであります。再度、この場所で議員諸

賢と議論を交すことを熱望いたしまして、今議会の閉会のあいさつとさせていただきます。 

彼岸も過ぎ、朝夕めっきり涼しくなってまいりました。くれぐれもご自愛の上、ご健勝にて

ご活躍されることをお祈りいたします。 

誠にありがとうございました。 
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○議長（中村善次君） 

以上をもちまして、平成２０年第３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４０分 
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