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平成１９年笛吹市議会第１回定例会 
 

１．議 事 日 程（第１号） 
平成１９年３月２日 
午後 １時３０分開議 
於 議 場 

 
 

 日程第 １ 会議録署名議員の指名 
 日程第 ２ 会期の決定 
 日程第 ３ 議会関係諸般の報告 
 日程第 ４ 市長施政方針ならびに提出議案要旨説明 
 日程第 ５ 承認第 １号 平成１８年度笛吹市一般会計補正予算（第８号）の専決処分の

承認を求めることについて 
 日程第 ６ 承認第 ２号 平成１８年度笛吹市公共下水道特別会計補正予算（第３号）の

専決処分の承認を求めることについて 
 日程第 ７ 承認第 ３号 平成１８年度笛吹市水道事業会計補正予算（第４号）の専決処

分の承認を求めることについて 
 日程第 ８ 承認第 ４号 笛吹市特別職の職員で日常勤のものの報酬及び費用弁償に関す

る条例の一部改正についての専決処分の承認を求めることにつ

いて 
 日程第 ９ 議案第 １号 笛吹市副市長の定数を定める条例の制定について 
 日程第１０ 議案第 ２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備

について 
 日程第１１ 議案第 ３号 笛吹市八代南ふれあい公園条例の制定について 
 日程第１２ 議案第 ４号 笛吹市生涯学習コーディネーター条例の制定について 
 日程第１３ 議案第 ５号 笛吹市青少年育成コーディネーター条例の制定について 
 日程第１４ 議案第 ６号 笛吹市行政組織条例の一部改正について 
 日程第１５ 議案第 ７号 笛吹市水道事業給水条例の一部改正について 
 日程第１６ 議案第 ８号 笛吹市国民健康保険税条例の一部改正について 
 日程第１７ 議案第 ９号 笛吹市道路法施行条例の一部改正について 
 日程第１８ 議案第１０号 笛吹市公共物管理条例の一部改正について 
 日程第１９ 議案第１１号 平成１８年度笛吹市一般会計補正予算（第９号）について 
 日程第２０ 議案第１２号 平成１８年度笛吹市国民健康保険特別会計補正予算（第６号）

について 
 日程第２１ 議案第１３号 平成１８年度笛吹市老人保健特別会計補正予算（第５号）につ

いて 
 日程第２２ 議案第１４号 平成１８年度笛吹市介護保険特別会計補正予算（第５号）につ

いて 
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 日程第２３ 議案第１５号 平成１８年度笛吹市介護サービス特別会計補正予算（第５号）

について 
 日程第２４ 議案第１６号 平成１８年度笛吹市公共下水道特別会計補正予算（第４号）に

ついて 
 日程第２５ 議案第１７号 平成１８年度笛吹市農業集落排水特別会計補正予算（第３号）

について 
 日程第２６ 議案第１８号 平成１８年度笛吹市簡易水道特別会計補正予算（第５号）につ

いて 
 日程第２７ 議案第１９号 平成１８年度笛吹市温泉事業特別会計補正予算（第４号）につ

いて 
 日程第２８ 議案第２０号 平成１８年度笛吹市水道事業会計補正予算（第５号）について 
 日程第２９ 議案第２１号 平成１９年度笛吹市一般会計予算について 
 日程第３０ 議案第２２号 平成１９年度笛吹市国民健康保険特別会計予算について 
 日程第３１ 議案第２３号 平成１９年度笛吹市老人保健特別会計予算について 
 日程第３２ 議案第２４号 平成１９年度笛吹市介護保険特別会計予算について 
 日程第３３ 議案第２５号 平成１９年度笛吹市介護サービス特別会計予算について 
 日程第３４ 議案第２６号 平成１９年度笛吹市公共下水道特別会計予算について 
 日程第３５ 議案第２７号 平成１９年度笛吹市農業集落排水特別会計予算について 
 日程第３６ 議案第２８号 平成１９年度笛吹市簡易水道特別会計予算について 
 日程第３７ 議案第２９号 平成１９年度笛吹市温泉事業特別会計予算について 
 日程第３８ 議案第３０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

会計予算について 
 日程第３９ 議案第３１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

別会計予算について 
 日程第４０ 議案第３２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

計予算について 
 日程第４１ 議案第３３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

会計予算について 
 日程第４２ 議案第３４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

会計予算について 
 日程第４３ 議案第３５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

計予算について 
 日程第４４ 議案第３６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

会計予算について 
 日程第４５ 議案第３７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

会計予算について 
 日程第４６ 議案第３８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

特別会計予算について 
 日程第４７ 議案第３９号 平成１９年度笛吹市水道事業会計予算について 
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 日程第４８ 議案第４０号 笛吹市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の制定につい

て 
 日程第４９ 議案第４１号 笛吹市職員給与条例の一部改正について 
 日程第５０ 議案第４２号 笛吹市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について 
 日程第５１ 議案第４３号 笛吹市職員の旅費に関する条例の一部改正について 
 日程第５２ 議案第４４号 山梨県市町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について 
 日程第５３ 議案第４５号 山梨県市町村自治センター規約の変更について 
 日程第５４ 議案第４６号 山梨県市町村総合事務組合規約の変更について 
 日程第５５ 議案第４７号 東八代広域行政事務組合規約の変更について 
 日程第５６ 議案第４８号 東山梨行政事務組合規約の変更について 
 日程第５７ 議案第４９号 青木が原ごみ処理組合規約の変更について 
 日程第５８ 議案第５０号 釈迦堂遺跡博物館組合規約の変更について 
 日程第５９ 議案第５１号 市道廃止について 
 日程第６０ 議案第５２号 市道認定について 
 
 

２．出席議員は次のとおりである。（３０名） 
 

 １番  井 上 一 已     ２番 前 田 初 男 
 ３番 上 野   稔  ４番 山 本 富 貴 
 ５番 石 倉 泰 明 ６番 亀 山 和 子 
 ７番 寳    修 ８番 雨 宮 四 郎 
 ９番 大 久 保 俊 雄 １０番 堀 内 文 藏 
 １１番 内 藤 武 寛 １２番 中 川 稔 夫 
 １３番 海 野 利 比 古 １４番 渡 辺 正 秀 
 １５番 野 沢 勝 利 １６番 小 林   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 ） 
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４．会議録署名議員 
 

 １０番 堀 内 文 藏  １１番 内 藤 武 寛 
 
 

５．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名（１８名） 
 
 市 長 荻 野 正 直 助 役 望 月 健 二

 収 入 役 羽 中 田 弘 已 教 育 長 芦 原 正 純

 秘書政策室長 池 田 聖 仁 総 務 部 長 石 川 光 次

 市民環境部長 堀 内 正 徽 保健福祉部長 内 藤 運 富

 福祉事務所長 岡 部 敏 朗 産業経済部長 保 坂 利 定

 建 設 部 長 芦 澤 憲 一 郎 公営企業部長 斉 藤  宏

 教 育 次 長 高 野 あ け み 総 務 課 長 加 藤 寿 一

 財 政 課 長 中 川 啓 次 代表監査委員 飯 田 三 郎

 教 育 委 員 長 齊 藤 幸 三 消 防 長 中 村  健 
  

 
６．職務のため議場に出席した者の職氏名（３名） 

 
 議会事務局長   橘 田 益 貴 
 議 会 書 記   堀 内 常 雄 
 議 会 書 記   角 田 幸 侑 治 
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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３０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１９年第１回笛吹市議会定例会を開会いた

します。 
 開会にあたり、一言ごあいさつを申し上げます。 
今年は例年になく暖かい冬となりましたが、国および地方財政の厳しさは依然として寒い冬

のままであり、景気回復の実情にはほど遠い現実があります。 
厳しいこの時代を乗り切るためには、市の職員、そして議会が一丸となり、知恵を出し合い

力を合わせていかなければ健全な財政運営を進めることはできません。 
本日より３月定例会が始まりますが、笛吹市としての揺るぎない土台を築くべく、十分なご

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

粛に願います。 
 また、携帯電話の電源を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１３１条第１項の規定により、退場を命

じますので、念のため申し添えます。 
 本日の会議を開きます。 
 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１０番 堀内文藏君 
 議席第１１番 内藤武寛君 
の両名を会議録署名議員に指名いたします。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
○議長（中村善次君） 
   日程第２ 「会期の決定」を議題とします。 

 お諮りします。 
 本定例会の会期は、本日から３月２０日までの１９日間としたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、本定例会の会期は、本日から２０日までの１９日間と決定いたしました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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○議長（中村善次君） 
日程第３ 「議会関係諸般の報告」を行います。 
荻野農業委員会長から本日、公務のため欠席の届出が提出されておりますので、ご報告いた

します。 
監査委員から、平成１８年１１月分から平成１９年１月分の例月出納検査の結果について報

告がありました。お手元に配布してあります報告書により、ご了承願います。 
 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 市長より施政方針、ならびに日程第５ 承認第１号から日程第６０ 議案第５２号ま

での５６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） 
はじめに、この場をお借りしまして、先日ご逝去なされました、郷土の生んだ現代俳句を代

表する俳人で、日本芸術院会員の飯田龍太氏のご逝去を悼み、深く哀悼の意を表します。 

飯田龍太氏は、俳人、飯田蛇笏氏の四男として、本市境川町に生を受け、俳誌「雲母」を主

宰され、山梨境川の地にあり続け、風土の中に育んだ自在な作風で現代俳壇に大きな足跡を残

された方でございます。 

心から、安らかなご冥福をお祈り申し上げます。 

さて、本日ここに、平成１９年３月定例市議会の開会にあたり、提出いたしました案件につ

きまして、その概要をご説明申し上げ、併せて私の所信の一端を申し述べ、議員各位ならびに

市民の皆さまのご理解を賜りたいと存じます。 

まず、国内の情勢ですが、安倍内閣が目指す「美しい国、日本」の実現に向けて、行財政改

革、経済、社会保障、教育の再生、防災対策、外交・安全保障など、直面する内外の課題に対

しての方向性が示され、各種施策が推進されつつあるところでございます。 

中でも、１月２５日に閣議決定された「日本経済の進路と戦略、新たな創造と成長への道筋」

は、今後のわが国が目指すべき経済社会の姿と、それを実現するための今後の経済財政運営の

方向として、今後５年間に取り組むべき改革の方針を示したものであります。 

活力に満ちた経済は、美しい国づくりに不可欠であります。わが国が人口減少社会を迎える

中で、国民が未来に希望を持ち、安心して生活できる基盤を整えることは、喫緊ともいえる重

要課題であります。目標に向かって力強く取り組まれることを大いに期待するところでありま

す。 

また、国では魅力ある地方の創出について、地方が自ら考え、実行することができる体制づ

くりが必要であるとして、地方が独自の取り組みを推進するための、「頑張る地方応援プログラ

ム」を本年４月からスタートさせ、地場産品のブランド化、企業立地の促進、子育て支援など

の独自のプログラムを考え、具体的な成果指標を明らかにして取り組む地方自治体を、地方交

付税で支援することとしております。 

本市におきましても、前向きに取り組んでいきたいと考えているところであります。 
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次に、知事選や市町村長選挙で、これまで違反とされていたローカルマニフェストの配布を

認めるための公職選挙法改正が可決され、３月２２日から施行されることとなりました。マニ

フェストは有権者との約束であり、必要な情報公開を通して政治を行う者と有権者とが、その

施策情報を共有することや、有権者として為政者の約束履行状況をチェックすることも可能と

するものでもあります。今回の改正により、今後は政策中心の選挙が展開されるものと存じま

す。 

さて、平成１９年度に向けた私の施政方針をご説明申し上げます。 

まず、笛吹市らしさの追求といたしまして、第１次笛吹市総合計画の策定であります。 

近年、社会情勢が大きな変革する中で、市政運営を総合的かつ計画的に行う指針として、平

成２０年度から平成２９年度までの１０年間を計画期間とする、第１次笛吹市総合計画を策定

し、市の指針を皆さまにお示しする中、諸施策を展開してまいりたいと考えております。 

次に、石和温泉駅周辺整備事業ですが、老朽化した石和温泉駅舎およびその周辺整備を進め

るため、平成１８年度に策定した基本計画に基づき、都市再生整備計画を作成し、まちづくり

交付金制度事業としての採択を受けるべく、取り組みをさせていただいております。 

次に、地域づくり推進事業であります。 

先月、新しい枠組みの地域活動を考えるシンポジウムを開催し、これからの時代に求められ

る地域活動のあり方や、その枠組みについて市民と行政が考える機会を設けました。 

地域が主体的なまちづくりを行うモデル地区を公募し、各モデル地区の地域活動やまちづく

り計画の策定、イベントの開催等に対して支援し、地区自らが行う主体的な地域活動を促進し、

笛吹市らしさを追求していきたいと考えております。 

次に、さらなる行政改革の推進についてであります。 

第１次笛吹市行財政改革大綱の具体的な改革内容で位置付けられている、事務事業の見直し

の手段として、平成１８年度より事務事業評価を導入し、研修を行いながら実践しているとこ

ろであります。今後は、事務事業評価を単なる事業評価としてだけでなく、予算への反映や総

合計画を基にした施策評価へとつなげてまいります。 

また、平成１９年度から平成２１年度までに、国の進める地方公会計改革に沿って、複式簿

記、発生主義に基づいた財務諸表(バランスシート、行政コスト計算書、資金収支計算書等)を

作成し、市の資産、債務管理に活用する財政健全化の推進と連結財務諸表の策定を行ってまい

ります。 

次に、窓口業務の日曜サ－ビスについてであります。 

市民サービスの向上と事務の効率化を進める中で、平日に市役所に来庁することができない

方への利便性を図るため、平成１９年度から毎週日曜日に本庁の一部の窓口を開き、納税や住

民票の写し、納税証明書の交付業務などを試行的に行います。 

また、このことは限られた人員でのサービス向上への取り組みであり、そのため支所職員も

含めて職員全体の協力が必要であることから、これまでの支所日直業務は芦川支所を除き廃止

し、市民からの問い合わせなどについては、本庁の日直で対応することとして、サービスの低

下を招かない方法で実施してまいります。 

次に、安全と安心のまちづくりについてであります。 

まず、公共交通ネットワ－クの整備推進のため、平成１８年度作成した、笛吹市バス交通研

究会の報告書に基づくバス路線再編整備計画により、詳細なルート設定等を調整し、実証運行、
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およびその効果の検証を行い、２０年度以降における本格運用に向け取り組んでまいります。 

また、平成１９年は明治４０年の大水害から１００年という節目の年になります。この節目

の年に明治の水害をはじめ、過去に市内で起きた風水害の被害状況等を記録誌としてまとめ、

過去の風水害から得た教訓を忘れないようにするとともに、防災意識の高揚を図るために風水

害誌の作成を行います。 

さらに、東海地震の発生が危惧される中、本年度に作成した「笛吹市地域防災計画」をもと

に、警戒宣言発令時や発災時に職員および初動体制各班がとる初期行動をマニュアル化した、

「大規模災害時(地震)職員初動マニュアル」を策定します。また、防災訓練についても、班別

に効果的な訓練が実施できるよう内容の検討を進め、防災準備品等も年次的に整備を図ってま

いります。 

次に、快適な生活環境づくりについてであります。 

大量生産、大量消費、大量廃棄に支えられた社会経済・ライフスタイルを見直し、循環型社

会を構築するため、平成１８年度から平成２２年度の５カ年にかけて、生活系可燃ごみ５３％

減量を数値目標とした「やってみるじゃん・ごみ５３減量」を推進するため、笛吹市廃棄物減

量等推進審議会、および生ごみ減量検討委員会等と連携を図る中で、年次計画の策定を図り、

ごみ減量化推進事業を引き続き進めてまいります。 

さらに、廃食用油資源化事業として、平成１８年度設置した廃食用油精製プラントを活用し、

市内の学校給食等から排出される使用済みてんぷら油の収集を行い、ＢＤＦ（バイオ・ディー

ゼル・フューエル）に再生し、公用車および、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、地球温暖化防止に努めたいと考えております。 

今後は、市内のホテル、旅館等廃食用油収集についても検討してまいります。 

また、去る２月８日、境川町上寺尾区より、峡東地域最終処分場整備検討委員会宛てに、公

共関与による最終処分場の応募がございました。 

今後、市を経由して整備検討委員会に提出することとなっておりますが、議会でのご理解を

いただく中で対応してまいりたいと考えております。 

次に、活力と交流の都市基盤づくりについてであります。 

まず、市道関係につきましては、道路新設改良事業のうち、継続しております国庫補助事業

として市道一宮塩田金沢線、市道境川１７６号線および１０号線の３路線の整備を進めます。 

特に、市道境川１０号線につきましては、リニア実験線の残土運搬経路となっており、沿線

の交通安全対策を図り、歩道設置を完了する予定で整備を推進いたします。 

同じく新設改良事業として、継続中の市道石和１７号線をはじめ、併せて１２路線の改良事

業を進めてまいります。 

また、各区からの要望事項と関連する道路維持関係事業としては、市道一宮２－１号線、ほ

か６路線の整備を行います。 

次に、河川改修関連事業といたしましては、１８年度測量設計を実施いたしました、一宮の

準用河川西田川の河川改修の用地買収を行い、２０年度工事着工を目指すことといたします。 

また、各区からの要望事項については、昨年度より５千万円ほど予算を増額し、各支所と優

先順位等の調整や確認を行い、１つでも多くの要望事項を処理していくとともに、管内の市道

の修繕、維持管理についても整備を進めてまいります。 

次に、都市計画マスタープラン策定についてでありますが、本年１月に業務委託契約を締結
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いたしました。今後は策定委員会、ワーキンググループ等を立ち上げ、早期の策定に向け事業

を進めてまいります。 

次に、木造建築物の耐震診断につきましては、１９年度に３０戸の耐震診断を国の補助金を

受けて実施し、市民住宅の安全性の再確認、防災意識の高揚を図っていく予定であり、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まいります。 

次に、大雨による洪水流の流下阻害防止と防犯上の危険解消や環境美化を図る目的で、関係

機関の多くの皆さまにご協力をお願いして、笛吹川河道内の雑木除去作業も引き続き実施して

いく予定であります。 

また、道路部未登記地調査事業といたしましては、旧町村時代に寄付行為、または原材料支

給で拡幅された道路部分については未登記のため、これらの調査も実施してまいります。１９年

度は道路台帳および航空写真、公図等からデ－タを収集し、現地調査を行い、行政財産として

未登記の解消を目指します。 

次に、石和駅前土地区画整理事業についてですが、引き続き、石和駅前広場の整備およびサ

インの設置を行います。なお、この事業の補助年度は平成１８年度まで、また事業の終了年度

は平成２０年度までとなっておりますが、未処理の換地があるため、補助期間、事業期間を４年

延伸する予定で事業完了を目指してまいります。 

次に、水道事業でございますが、水道事業基本計画・事業認可策定事業につきましては、今

後の水需要を予測し、水源・受水地点配置・配水系等を踏まえて、技術的・経営的な観点から

計画を策定いたします。 

また、笛吹市上水道事業を一本化して事業認可を受ける予定であり、生活水準の確保と向上

のための大きな役割を果たすとともに、経済性を追求しながらも公共の福祉の増進を目指す企

業として、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

を行ってまいります。 

次に、快適で安心な暮らしづくりについてですが、７５歳以上の後期高齢者を対象とした、

県内すべての市町村が加入する山梨県後期高齢者医療広域連合が２月１日に設立されました。 

この、後期高齢者医療制度は平成２０年４月からの施行となっているため、非常に短期間の

中で準備を進めなければなりません。業務を円滑に遂行するための電算システムの構築等も急

務とされており、これらに関係する予算につきましても、１８年度補正予算として計上いたし

ておりますので、ご審議の上、ご理解をいただけますようお願い申し上げます。 

また、国の医療制度改革の一環として、特定健診・特定保健指導が平成２０年４月から施行

されます。この制度は、年々高騰する医療費の適正化を図ることを目的に、４０歳以上を対象

に生活習慣病といわれているメタボリックシンドロームにターゲットを絞り、健診による予備

軍の早期発見と生活習慣の改善や保健指導を集中的に行っていく事業であります。１９年度前

半から特定健診等実施計画書の策定に入り、議会等のご意見をいただいた後、市民への周知を

図ってまいります。 

次に、障害者福祉についてですが、平成１８年４月１日に障害者自立支援法が施行され、身

体、知的、精神の３障害のサービスが一元化されました。これは、障害者の皆さんが、地域で

自立した生活送ることができるための抜本的な制度改正であります。 

平成１９年度につきましては、さらに検証を進めまして、障害者のみなさんの地域での自立

をお手伝いしてまいりたいと考えております。 
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また、新しい笛吹市の地域福祉全体計画となります地域福祉計画と、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２年間かけて策定してまいりまし

た。 

まず、地域福祉計画は、市民と行政などの役割を明らかにして、協働して地域における助け

合い、すなわち地域福祉を推進するための計画であります。 

また、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と、障害者自立支援法に基

づいて、福祉サービスおよび相談支援ならびに地域生活支援の提供体制を整備し、円滑な実施

を確保するのが障害福祉計画でありまして、これらの計画を３月に策定し、今後はこの計画に

基づいて推進してまいりたいと考えております。 

次に、生活保護業務についてでございますが、保護を受給されている人の中から、就労意欲

のある人や就労が可能と判断される人を対象に、就労支援員がハローワークとの協働による求

職援助活動を行い、保護受給者の自立支援に向けた取り組みを推進してまいります。 

続きまして、高齢者福祉についてですが、ますます加速しつつある高齢社会の中で、高齢者

にとって暮らしやすい環境や生活をつくり上げることが最も重要な課題であります。 

平成１８年４月に笛吹市地域包括支援センターを設置したところでありますが、今後、さら

に増大する介護給付費の抑制のための介護予防プラン作成や、高齢者虐待などの困難事例への

対応、また、高齢者の相談や地域支援など広範囲な業務に対応するため、専門職員を配置して

センター機能の充実に取り組んでまいります。 

次に、健康づくり事業についてですが、母子保健については、妊娠時から一貫した相談およ

び検診事業を実施し、生み育てやすい環境づくりを引き続き推進してまいります。 

また、成人保健事業については、基本検診に腹囲測定を新たに加え、その結果に基づく健康

教育を実施し、メタボリックシンドロームの予防に取り組んでいきたいと考えます。 

６５歳以上の高齢者につきましては、昨年度に続き特定高齢者を選定し、運動機能向上事業、

栄養改善事業、口腔機能向上事業を実施してまいります。 

次に、新規事業といたしまして、子どもに恵まれず不妊治療を受けている夫婦が増加し、身

体的、経済的負担も大きく、子どもを持つことをあきらめざるを得ないことから、経済的負担

の軽減を図るために、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を実施い

たします。 

次に、介護保険でありますが、平成１２年４月に施行以来、老後の生活を支える制度として、

サービス体制の充実とともに、利用者数の大幅な増加をみて、めざましい成果を上げてまいり

ました。しかし、介護保険給付費は、年々増加の一途をたどっております。 

給付費の抑制および次期保険料の上昇を抑えるために、介護予防事業の充実と介護給付適正

化事業に積極的な取り組みを行います。 

また、本年は第３期介護保険事業計画の中間年となりますので、計画に基づき地域密着型サー

ビスの基盤整備を図ってまいりたいと考えております。 

次に、活力と交流の産業づくりについてであります。 

本市は、豊かな自然資源と首都圏から至近距離にあり交通アクセスは良好で、農住の調和が

とれた美しい定住環境を持っております。そういう中にあって、総農家戸数は５千戸を超え、

１次産業比率は２０．５％に達しております。 

豊かな自然を生かし、都市住民との交流を進め、地域住民との共生を図りながら、桃・ぶど
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う日本一の生産量を維持し、果樹のふるさととしてのブランド形成を図るための施策を展開し

てまいります。 

まず、農業振興については、宅地化の進展、高齢化の進行、農産物価格の低迷等要因から、

農業がやりにくくなっている状況を改善し、農業者にとって、やりがいと生きがいをもって農

業に取り組める環境づくりを共通の目的に据え、農地流動化の促進、遊休農地の有効活用で農

住調和のとれた農地環境を整備し、ＪＡ、農業委員会、シルバー人材センターの連携による援

農支援、農業経営の合理化、近代化を図るための農業生産法人設立への支援を図ってまいりま

す。 

また、光センサーの導入や資材規格の段階的な統一、多角的なキャンペーン等により、合併

間もないことから認知度が低い「笛吹」の農産物ブランドを確立した産地形成を促進し、宿泊

業者、観光農園との連携による新たなルート設定体験学習旅行の受け入れ、市内小中学生を対

象とした食育活動の展開等を基本に交流事業の推進を図ってまいります。 

さらに、山地に近い農業経営支援策として、最近増加しているイノシシ、クマ等の有害鳥獣

防止策として、柵の設置を地域の協力を得て今後も進めてまいります。 

また、ホタルの舞う清らかで豊かな水系、恵まれた自然環境をアピールしていくために、ホ

タル保護育成団体への活動支援を行ってまいります。 

続いて、土地改良事業についてであります。 

農業の生産、流通、農地農村環境の向上等につながる農道、水路等の改修などの農業基盤整

備については、昨年に引き続き、地域からの要望を踏まえ、その必要性・緊急性などを勘案し、

積極的かつ計画的に進めてまいります。 

また、地域ぐるみで農地や水を守る効果の高い共同活動や、資源保全に向けた営農活動への

支援として、農地水環境保全向上対策事業の実施をしてまいります。 

次に、観光事業であります。 

笛吹市観光連盟の組織、体制づくりと法人化に向けての準備を進めるとともに、桃の花まつ

り、夏祭り等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、来訪促進と観光振

興を図ってまいります。 

なお、ＮＨＫ大河ドラマ「風林火山」の放映も好調であることから、県とともに展開してい

る大型観光キャンペーンにも積極的に参加し、「甲斐の国 千年の都 笛吹市」の歴史遺産とし

ての文化財を市民それぞれの共有財産とし、訪れる観光客の皆さんにも、この地に伝わる歴史

ロマンにしたってもらいたいものだと思っております。 

また、清流笛吹川を舞台にした石和鵜飼、石和温泉花火大会などのイベント対応、年内を通

して川の自然から与えられる安らぎ、癒しの機能への対応として、河川敷内に設置した観覧席

については、花火大会の折の有料化、河川を使用下したさらなる企画も検討してまいります。 

さらに、中国からの観光客の誘致を図るため、県の中国観光キャラバン隊に積極的に参加す

るとともに、市の観光の魅力である果実、温泉産業など、観光素材を台湾の消費者や旅行関係

者に広く紹介する、台湾観光プロモーション事業を展開し、おもてなしの心を大切に観光客誘

致に努め、「住んでよし」「訪れてよし」のまちづくりに努めてまいりたいと考えております。 

次に、子育て支援、教育の充実についてであります。 

まず、子育て支援ですが、少子化が深刻な社会問題となっており、子育て支援の充実は、国

はもとより地方自治体においても重要な課題であります。 
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本市では、平成１７年３月に策定いたしました次世代育成支援行動計画に基づき、「住んでよ

かった」と実感できる子育て支援のまちづくりを推進しております。 

平成１９年度も、この計画に基づき、新たな子育て支援事業や保育サービスの充実を推進し

てまいります。 

保育所関係では、乳児保育や延長保育の拡充を図るとともに、これまで私立３保育園で行わ

れていた一時保育のサービスを、新たに公立の４保育所で実施してまいります。 

石和第三保育所につきましては、４月から指定管理者による保育所運営となります。保護者

の皆さまの期待にお応えできますよう、さらなる保育サービスの充実を図ってまいります。 

また、市内公立保育所への指定管理者導入につきましては、今後も保護者のニーズを的確に

把握しながら、十分な話し合い等を行い進めてまいりたいと思います。 

次に、春日居東保育所の建て替えにつきましては、検討委員会での検討を踏まえた中で、現

保育所北側を建設候補地として決定させていただきました。既にすべての地権者のご了解もい

ただいておりますので、１９年度は用地取得を進めてまいります。 

次に、子育て支援事業についてでありますが、１９年度から新たな取り組みとして、ファミ

リーサポート事業、病後児保育事業を開始いたします。 

また、児童センター・子育て支援センターの整備については、平成１９年度、御坂地区の児

童センターが着工となります。放課後の子どもたちが安心して過ごせる児童センター、地域に

おける子育て支援の拠点施設として、学童保育と子育て支援センターを併設し、早期の開所を

目指してまいります。 

なお、未設置の地域への整備についても、放課後子どもプランと合わせて、引き続き検討を

重ねてまいります。 

次に、児童の健全育成と子育て家庭の経済的負担軽減を図るための施策といたしまして、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ます。 

児童手当支給事業については、４月から支給額の拡大が図られます。 

また、乳幼児医療費助成等については、県と連携しながら制度の充実に努めてまいります。 

次に、教育方針の確立、組織・体制づくりについてであります。 

まず、学校教育関係でありますが、現在の学校教育が抱える問題の数の多さ、内容の複雑さ、

さらに質の多様さについては、連日の報道を例に挙げるまでもなく、いとまがないほどたくさ

んでございます。 

そのような状況を踏まえ、１９年度の事業を実施していく上で２本の柱を立て、これを中心

としての事業展開をしてまいります。 

１つ目の柱は、新たな市の将来を見据えての教育方針の確立と、それに伴う組織・体制づく

りであります。 

まず、組織づくりから申し上げます。 

学校教育課のこれまでの、施設担当、学務担当に加え、新たに要望が高かった、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、その中に教育相談員、カウンセラー、

指導員等を配置し、統一のとれたサポート体制の確立を目指すものであります。 

未来を担う、健全な児童生徒育成のためには、笛吹市の地域性を存分に生かした、個性あふ

れ、明るい未来を見据えた、力強い「笛吹教育」の確立が必要であり、それが新たな時代に向

けての牽引の役目を果たす大きな力を発揮してくれるものと考えております。 
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それらを策定する上でも、指導主事は大きな力を発揮してくれるものと期待するものであり

ます。 

また、これに付随して、学生ボランティアや民間ボランティアの力をお借りして、学校現場

に若い力と民間パワーを積極的に導入してまいります。活気あふれる学校づくりのための一助

になればと願っております。 

さらに、「１校１色運動」と銘打った、ユニークなプランに対しての補助事業も導入してまい

ります。 

２つ目の柱は、安心、安全な学校環境の整備であります。 

児童生徒が安心して学校生活を過ごすためには、何と言っても安全性が確保されなければな

りません。 

学校環境は、施設の安全性と登下校時を含む学校外の安全性と、安全環境の整備につきまし

ては広範囲におよびますが、本年度は耐震対策を主に行ってまいります。 

小中２０校の施設棟数は新旧交え９０棟を数えます。大規模地震対策につきましては、これ

までも計画的に進めてまいりましたが、本年度は４件の補強工事と１件の耐震診断を行います。 

次に、生涯学習についてですが、故飯田龍太先生の句に「どの子にも 涼しく風の 吹く日

かな」という句があります。実にさわやかであり、また深い愛情を感ずる句であります。 

将来を託す青少年の健全な育成は、新市建設の基本であります。笛吹市青少年育成推進協議

会の活動はもとより、放課後子どもプランや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青少年の健全育成に努めてまいります。 

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、全体で１００以

上の講座を計画いたしております。文化協会や地域の人材などを生かした講座の運営を行うと

ともに、山梨学院大学など県内高等教育機関との連携による、学習機会の提供も計画いたして

おります。 

組織面では、青少年育成カウンセラー、社会教育指導員の業務を見直し、新たに青少年育成

コーディネーターと生涯学習コーディネーターの設置をいたします。これにより市民の皆さま

の生涯学習活動の支援をしてまいりますので、自主・自立した学習活動に、積極的に取り組ん

でいただきたいと考えております。 

次に、文化財関係でありますが、甲斐国分寺・甲斐国分尼寺につきましては、土地買上と保

存整備の基礎資料を得るための発掘調査を実施していきます。 

また、笛吹市内の史跡をテーマにして、フォーラムや古道を歩く史跡めぐりを開催し、史跡

の有効活用について考えてまいります。 

さらに、芦川地区古民家の整備活用のための調査も行ってまいります。 

次に、スポ－ツ振興についてですが、平成１９年度よりスコレー公園、および、いちのみや

スポーツ公園・広場の指定管理が始まります。民間の手法による施設の有効利用を図り、利用

者の健康づくりを進めてまいります。 

また、スポーツに親しむ機会が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、総合型地域スポーツクラブの設立を進めてまいります。 

次に、図書館関係であります。 

市内６カ所の公立図書館のシステム統合により、平成１８年度は約６０万点を超える利用を

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、全国上位の貸し出
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し件数であり、今後は特徴ある図書館の運営を目指すとともに、石和・御坂・一宮・春日居図

書館に住民証明書自動交付機を設置するなど、利便性の向上を図ってまいります。 

以上、私の市政運営に対しての所信の一端を述べさせていただきました。 

いずれにいたしましても、「にぎわいのある文化都市づくり」「やす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、「躍動する ふれあい文化

都市」を目指し、事業展開を図ってまいりますので、議員各位をはじめ市民の皆さまの積極的

なご支援、ご協力をお願い申し上げる次第であります。 

続きまして、本日、提出をさせていただきました案件につきましてご説明申し上げます。 

今回提出しました案件は、専決処分の報告および承認案件４件、条例案１４件、平成１８年

度補正予算案１０件、平成１９年度当初予算案１９件、その他の案件が１１件となっておりま

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、専決処分の報告および承認案件についてであります。 

補正予算案３件、条例案１件について、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分

をさせていただきましたので、ご報告とご承認のお願いを申し上げるものであります。 

補正予算案につきましては、水道事業における業者への未払い分の配管工事費の追加に伴い、

一般会計および公共下水道特別会計ならびに水道事業会計に、それぞれ２，８２３万２千円を

補正する必要が生じたものであります。 

条例案についてでありますが、障害者等支援認定審査会委員の設置に伴う、委員報酬に係る

規定の改正を行う必要が生じたものであります。 

いずれも緊急的な対応を必要としたものであり、議会を招集する時間的余裕がありませんで

したので、専決処分をさせていただきました。どうかご承認賜らんことをお願い申し上げます。 

次に、条例案について概略をご説明申し上げます。 

まず、副市長の定数を定める条例についてであります。 

地方自治法の一部を改正する法律(平成１８年法律第５３号)が昨年６月７日に公布にされた

ことに伴い、平成１９年４月１日から助役に代えて副市長を置くこととされたものであり、改

正後の地方自治法第１６１条第２項の規定により、笛吹市の副市長の定数を１名と定めるもの

であります。 

次に、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備についてでありますが、

助役制度の見直しに加え、特別職である収入役を廃止し、改正後の地方自治法第１６８条第１項

の規定により、一般職である会計管理者を置くこととされたこと、吏員の区分が廃止されたこ

と、監査委員の定数に関する条文が改められたことなどにより、改正を必要とされる条例につ

いて一括して整備を行うものであります。 

次に、一般職の任期付職員の採用等に関する条例についてでありますが、地方分権の推進に

鑑み、高度で専門的な知識を活用し、公務能率の向上と適正な運営を確保するため、任期付職

員採用法および地方公務員法の規定に基づき、任期付職員の採用、任用、勤務形態などに関し

て必要な事項を定めるものであります。 

次に、生涯学習コーディネーター条例についてでありますが、現行の社会教育指導員の業務

を見直し、官と民をつなぐ中間的立場として、市民の要望を把握・収集し、市民講座などの企

画運営、各種自主活動団体の連携および指導・助言を行い、生涯学習活動の推進を図るため、

生涯学習コーディネーターを設置するものであります。 
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青少年育成コーディネーターにつきましても、同様に、現行の青少年育成カウンセラーの業

務を見直し、新たに設置するものであります。 

次に、行政組織条例の一部改正についてでありますが、まちづくり推進の核となる住民活動

に対し、従来の住民参加型から住民協働型へ誘導し、地域コミュニティの強化を図り、加えて

ボランティア団体やＮＰＯの育成など各種市民団体の活動を支援するため、市民環境部に課を

新設すること、また、産業経済部の名称を産業観光部に改め、分掌事務の一部を改めることな

どに伴い、所要の改正を行うものであります。 

次に、職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正および職員等の旅費に関する条例の一部

改正」についてでありますが、行財政改革の一環として、現在定められている特殊勤務手当の

うち、野犬等の捕獲・死骸処理、自動車の運転従事、年末年始の宿日直に関する特殊勤務手当

を廃止し、および防疫等作業手当の額を減額し、ならびに外国出張の際に支給されていた支度

料を廃止するものであります。 

次に、平成１９年度当初予算案につきまして概略をご説明申し上げます。 

平成１９年度当初予算編成におきましては、厳しい財政運営が予想される中で、歳入の確保

と経費節減に努め、市財政の健全性を確保しながら行政水準の維持向上を図るものとし、限ら

れた財源の中で効果的な予算とするため、１８年度に引き続き各部局への予算枠配分方式によ

り予算編成を行ったところであります。 

平成１９年度笛吹市一般会計予算でありますが、総額を２５７億６，９００万円と定めるも

のであり、前年度当初予算額との比較では、１．０５％、２億６，８００万円の増額となって

おりますが、これは芦川村との合併による結果でありまして、前年度予算額には芦川村分は含

まれておりませんので、芦川村を含めて比較しますとマイナス２．６２％、６億９，４００万

円の減額予算となっております。 

このうち歳入では、主なものとして、市税は、税源移譲に伴い所得税が住民税に移行するた

め、市民税の増加などにより８％増の８９億１千万円とし、地方交付税は、芦川村との合併な

どにより１０．６％%増の７４億円を見込む中で、財政調整基金等からの繰入金は、前年度とほ

ぼ同額の７億７千万円としております。 

また、歳出では、１１７億７千万円を義務的経費とし、投資的経費は３４億６千万円として

おります。 

このうち主な事業予算は、まず総務費の３９億８千万円は、主に職員人件費、庁舎管理費、

電算システムの維持管理費などでありますが、情報システムのサーバー室を消防本部へ移設す

るための予算１億４千万円、山梨県議会議員選挙費および参議院議員選挙費の６，５００万円

も予定しております。 

次に、民生費の７１億５千万円は、社会福祉費、児童福祉費、生活保護費などでありますが、

このうち生活保護、児童手当などの扶助費は総額で３５億８００万円を予定しております。 

次に、衛生費の１８億７千万円は、保健衛生費、環境衛生費、清掃費などでありますが、こ

のうち塵芥処理などの清掃費は８億３千万円を予定しております。 

次に、農林水産業費１７億４００万円は、樹園地内の農道、水路改修など農業施設整備事業

に３億６千万円、畑地総合整備事業に３億３００万円、笛吹川沿岸土地改良事業に２億２千万

円などを予定しております。 

次に、商工費の３億１千万円は、商工関係団体への補助事業に３，２００万円、観光宣伝、
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観光イベント事業に１億３千万円のほか、ハイキングコース整備事業費などを予定しておりま

す。 

次に、土木費の３４億８千万円は、道路河川の維持管理および新設改良費、都市計画費など

でありますが、このうち緊急地方道整備事業に２億９千万円、土地区画整理事業に２億３千万

円のほか、公共下水道事業への繰出金１８億円もここで予定しております。 

次に、消防費の１２億４千万円は、合併により消防本部の予算がここに含まれることとなり

まして、常備消防費９億４００万円は消防職員人件費が主なものとなっておりますが、新たに

購入予定の消防はしご車につきましても２億４００万円をこの中で予定しております。 

次に、教育費の２４億９千万円の主なものとして、小学校費に７億２千万円、中学校費に３億

２千万円、社会教育費に７億５千万円などとしており、このうち１８年度からの継続事業の一

宮西小屋内運動場建設費には１億５，９００万円を予定しております。 

また、地方債につきましては、臨時財政対策債を１１億５千万円、合併特例債を１０億２千

万円など、１０件を定めるものであります。 

次に、笛吹市国民健康保険特別会計ほか７特別会計の平成１９年度予算でありますが、国民

健康保険特別会計は総額を７７億８００万円に、老人保健特別会計は総額を５９億４千万円に、

介護保険特別会計は総額を３７億６千万円に、介護サービス特別会計は２千万円に、公共下水

道特別会計は総額を４４億４千万円に、農業集落排水特別会計は総額を８，７００万円に、簡

易水道特別会計は総額を８億９千万円に、温泉事業特別会計は総額を６，４００万円とするも

のであります。 

黒駒山ほか８件の財産区特別会計につきましては、総額を３，４００万円とするものであり

ます。 

平成19年度笛吹市水道事業会計につきましては、収益的収入および支出を９億８千万円に、

資本的収入を６億８千万円、同支出を１１億２千万円とするものであります。 

以上、当初予算につきまして概略の説明を申し上げました。 

次に、補正予算案につきまして概略をご説明申し上げます。 

平成１８年度笛吹市一般会計補正予算（第９号）でありますが、主に平成１８年度の事業確

定に伴う予算となっており、補正額を３億４，１００万円の減額とし、総額を２７４億８，

４００万円としております。 

まず、歳入の主なものでありますが、固定資産税の税制改正などにより市税を２億１，

８００万円減額し、地方交付税は２億１，９００万円増額とする中で、事務事業の確定に伴い、

国庫出金を１億３千万円、県支出金を５千万円それぞれ減額し、老人保健会計からの繰入金を

４，２００万円追加し、市債を１億７，２００万円減額とするものであります。 

また、歳出の主なものでありますが、職員人件費など総務費を１億７千万円、障害者福祉費

など民生費を２億６，３００万円、県事業の変更などにより農林水産業費を１億５，１００万

円、道路新設改良費など土木費を７，４００万円、教育施設改修費残額など教育費を９，２００万

円、それぞれ減額させていただくものであります。 

なお、今回の補正予算は、年度末の予算残額の調整を行う中で、新たに公共施設整備基金へ

５億２，１００万円の積立金も併せて行うこととしております。 

次に、笛吹市国民健康保険特別会計ほか５特別会計の平成１８年度補正予算案でありますが、

国民健康保険特別会計では２，４００万円、老人保健特別会計では６，４００万円をそれぞれ
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増額し、介護保険特別会計では２，４００万円、介護サービス特別会計では３００万円、公共

下水道特別会計では１億８千万円、農業集落排水特別会計では４７万円、簡易水道事業特別会

計では１億８千万円をそれぞれ減額し、温泉事業特別会計では９万円を増額としております。 

平成１８年度笛吹市水道事業会計補正予算（第５号）でありますが、収益的収入を４００万

円の減額とし、資本的収入を３００万円の減額、同支出を１，６００万円の減額とするもので

あります。 

次に一部事務組合の規約の変更についてでありますが、地方自治法の改正などに伴い、山梨

県市町村議会議員公務災害補償等組合ほか６団体の規約の改正を行うものであります。 

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

してご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。 

よろしくご審議のほどお願い申し上げ、あいさつに代えさせていただきます。 

○議長（中村善次君） 
市長の説明が終わりました。 
これより、承認第１号から承認第４号、ならびに議案第３号を一括議題とし、本５案件につ

いての質疑を行います。 
質疑ございますか。 
（ な し ） 
以上で質疑を終結します。 
お諮りします。 
ただいま、議題となっております５案件については、会議規則第３６条第２項の規定により

委員会付託を省略し、直ちに討論、採決を行いたいと思います。 
これにご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 
異議なしと認めます。 
これより、承認第１号の討論を行います。 
討論ありませんか。 
（ な し ） 
討論なしと認めます。 
採決を行います。 
本件について、承認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、本件については承認することと決しました。 
続いて、承認第２号の討論を行います。 
討論ありませんか。 
（ な し ） 
討論なしと認めます。 
採決を行います。 
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本件について、承認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、本件については承認することと決しました。 
続いて、承認第３号の討論を行います。 
討論ありませんか。 
（ な し ） 
討論なしと認めます。 
採決を行います。 
本件について、承認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、本件については承認することと決しました。 
続いて、承認第４号の討論を行います。 
討論ありませんか。 
（ な し ） 
討論なしと認めます。 
採決を行います。 
本件について、承認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、本件については承認することと決しました。 
次に、議案第３号の討論を行います。 
討論ありませんか。 
（ な し ） 
討論なしと認めます。 
採決を行います。 
本件について、承認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３号は原案のとおり可決されました。 
この際、申し上げます。 
議案第３号を除く議案第１号から議案第５２号の案件については、審査を所管の常任委員会

に付託することになっておりますので、これらの案件につきましては、大綱的な質疑にとどめ

たいと思います。 
それでは、ただいまから大綱質疑の発言を許します。 
質疑ありませんか。 
（ な し ） 
質疑を終結いたします。 
ただいま議題になっております、議案第３号を除いた日程第９ 議案第１号から、日程第
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６０ 議案第５２号までの５１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。 
本日は、これにて散会いたします。 
次の本会議は、５日午前１０時より再開いたします。 
ご苦労さまでした。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
散会  午後 ２時３５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。 
井上一已君より、病気のため午前中欠席の届出がありましたので、ご報告いたします。寳修

君におかれましても、若干遅れる旨の連絡がございましたので、お知らせをしておきます。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
○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

力を願います。 
まず、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） 
おはようございます。 
新和会の堀内でございます。 
３月定例議会代表質問をさせていただきます。 
今年は、１月に山梨県知事選挙が施行され、４月には県議会議員選挙、７月には参議院議員

選挙が施行され、選挙の年といわれております。 
最近の国政にあたっては、政治の貧困を感じ寂しい限りであります。膨大な国と地方の累積

赤字問題、毎月１兆５千億円以上に発行される国の赤字国債をはじめ、恒常的な赤字財政、少

子高齢化、環境悪化による異常天候など、なかなか明るい話題が少ない昨今であります。 
今年こそ、夢のある社会を期待したいものでございます。 
私は、今回、昨年の３月議会の代表質問に続き、ごみ焼却場建設のその後の進展状況と、残

り７年となった合併特例債の活用策の２問をお聞きいたします。 
はじめに、４市共同焼却場および県最終処分場と旧予定地の対応について。 
荻野市長を先頭に関係執行者の皆さんには大変な努力をなされておられることに対し感謝を

申し上げます。 
笛吹市も４市共同ごみ処理場建設地を上寺尾地区に決定し、甲府市と峡東地域ごみ処理施設

事務組合を設置しました。 
組合は７年後の２０１４年度中にごみ処理場の完成を目指し、運営も甲府市長が中心となっ

て設置管理を行うようでありますが、建設費に対しては国の補助制度はあっても、運営に対し

て補助金は出ないと聞いております。 
最近の自治体は、建設運営を大手民間企業に委託する傾向が見られるようですが、その点、
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市長はどのようなお考えを持っているのかお伺いいたします。 
また、県は最終処分場の誘致を同地区内に表明し、地区説明会も行い、地元関係者との話し

合いを進めているようですが、下流地域の間門地区住民の理解を得るため、安全性を含め最大

の努力が求められておりますが、地元笛吹市はどのように対処していくのかお伺いいたします。 
次に、御坂町八千蔵、八代町高家地区の合わせて５．５ヘクタールの旧ごみ処理場建設予定

地の買い取りについては、４市での買い取りが必要とのことで決まり、別の活用方法を４市の

協議会で話し合っていくようでありますが、どのような話し合いを行っていくのか、その点を

お伺いいたします。 
次に、合併特例債の活用についてお聞きいたします。 
地域振興基金を造成し、まちづくり推進のため国債を購入し、２年間で１９億円に一般財源

１億円を加え、２０億円の長期国債積立を行い、１０年間凍結し、その金利を活用して旧町村

振興に充てる計画を市は発表いたしました。 
一般的に、低金利時代とペイオフ制度の中で多額の定期預金ができない現時点では、少しで

も高い長期国債に頼らざるを得ないかと思いますが、金額が大きいだけに将来の政府、日銀の

金利の動向と、国の膨大な赤字国債を買うということと、１０年間凍結という長期預金につい

て、市の考えをお伺いいたします。 
また、合併特例法では大きく分けて、２つの分野で対象を決めております。 
１つはハードな建設事業、もう１つは地域振興のソフト事業の基金の積立です。どちらも

１０年間に限って総額で約３８０億円の特例債が笛吹市には認められておりますが、今後、７年

間に特例債を利用し、どのようなハードな事業計画を立てているのか、将来を見据えた計画段

階にあると思います。 
この２問について、市長のお考えをお伺いいたします。 

○議長（中村善次君） 
答弁を求めます。 
市長、荻野正直君。 

○市長（荻野正直君） 
おはようございます。 
親和会、堀内文蔵議員の代表質問にお答えいたします。 
４市共同焼却場および最終処分場と旧予定地の対応についてのご質問に、お答えいたします。 
山梨県ごみ処理広域化計画に基づく、ごみ処理の広域化推進に向けた県からの指導を受け、

関係４市で推進に向けた協議、検討を重ねてまいりました中、去る２月１日に県知事より設置

許可が下り、同日、甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合が正式に発足いたしました。 
この組合に笛吹市では現在１名の職員を派遣しておりますが、新年度からは２名の派遣とな

り、他の３市からの派遣職員を合わせ、当面、１０名体制による本格的な事務事業が推進され

る運びとなっております。 
今後、実施してまいります環境影響調査、地質調査、埋蔵文化財調査等の調査や、施設建設、

さらに建設後の維持管理を含めた運営にも多額の費用が必要であります。 
事前調査を含めた、これら一連の事業のうち交付金対象事業も含まれてはおりますが、運営

費につきましては対象外のため、経費節減に向け最大限の努力をいたしてまいりますので、ご

理解をいただきたいと思います。 
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今後につきましては、効率的、かつ効果的に、より質の高い公共サービスが提供でき、事業

コストの削減が期待できる、民間の資金や経営能力、また技術的能力を活用した「ＰＦＩ方式」

による事業の推進は非常に魅力であり、かつ有効な選択肢の一つではないかと考えております

が、関係市や組合議会とも協議をさせていただきたいと考えております。 
次に、最終処分場についてでありますが、去る２月８日、上寺尾区より、峡東地区最終処分

場整備検討委員会宛に、公共関与による最終処分場の応募があり、この応募書類は、市を経由

して整備検討委員会に提出することとなっており、市では、間門区および中寺尾区には、これ

ら一連の応募状況についての説明を終えており、議会への報告やご理解を得る中、整備検討委

員会に提出してまいりたいと考えております。 
地元の市といたしましては、自然環境や生活環境の保全、とりわけ災害や公害の防止の観点

から、地域住民の皆さまの安全性、快適性の確保のため、努力してまいりたいと考えておりま

す。 
次に、旧ごみ処理場建設予定地の活用方法について、どのような話し合いを行っていくのか、

についてのご質問でございます。 
甲府市および本市では、御坂町八千蔵、八代町高家地域に対する行政責任に関し、相互に連

携・協力していくこととして、昨年１２月１２日に基本協定書を締結いたしました。 
その内容は、（１）候補地５．５ヘクタールの用地を取得すること。（２）新ごみ処理施設建

設事業と並行して推進すること。（３）他の関係市にその負担を求めていくこと。（４）この用

地取得事業を円滑に推進するため、関係市による協議会を新たに設置すること等であります。 
現在、協議会の４月設立に向け関係市による準備を進めておりますが、設立後は、具体的な

活用方法や候補地の調査等について協議を重ねてまいります。 
続きまして、合併特例債の活用についてのご質問にお答えいたします。 
特に、その中で地域振興基金の取り扱いとハード事業の将来計画は、ということでございま

すが、まず、地域振興基金につきましては、ご承知のように昨年８月の芦川村との合併と同時

に、東八代広域行政事務組合で保有しておりました、東八代ふるさと市町村圏基金の残額８億

６千万円を笛吹市に受け入れることとなり、これを市の地域振興基金とする中で、９月に補正

予算として、合併特例債の基金造成分として１０億円の追加積み立てを行い、合わせて１８億

６千万円の基金としております。 
ご質問にありましたように、平成１９年度もさらに１０億円の積立計画をいたしまして

２８億６千万円とする中で、運用益を地域振興事業に充てていく予定でおりますが、この基金

は果実運用型で基金利子の運用のみということでしたので、現在のような低金利の状況下で最

も確実、有利な方法として国債での運用を行っているものであります。 
なお、この基金の取り扱いにつきましては、その後、昨年１２月になりまして、積立金の運

用益のみを活用するだけでなく、償還済額の範囲までは取り崩して活用することも可能となっ

てまいりましたので、借入可能限度額まで合併特例債を活用していくことも視野に入れながら、

基金の運用についても、さらにより良い方法を検討していきたいと考えております。 
次に、こうした地域振興のソフト事業に対して合併特例債のハード事業面での計画は、との

ご質問でありますが、これまでに合併特例債を活用したハード事業は道路・水路の整備事業、

土地改良事業等を中心に平成１７年度におよそ７億円、１８年度は８億円を充て、さらに１９年

度では１０億２千万円を予定おり、この中には御坂児童館建設事業、サーバー室移転事業、準
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用河川西田川整備事業などが含まれております。 
今後のハード事業の計画につきましては、市の総合計画が現在検討段階にありますので、そ

の実施計画の策定に併せながら、具体的な特例債事業計画も立ててまいりたいと考えておりま

す。 
以上で答弁とさせていただきます。 

○議長（中村善次君） 

再質問を許します。 

堀内文藏君。 

○１０番議員（堀内文藏君） 

本当に環境が守られるなら、大型施設に多くの金がかかっても仕方がございません。しかし、

焼却施設の選定によっては、最終処分場を必要とする灰溶融炉施設と廃棄物を完全リサイクル

１００％資源化するガス化回収施設がありますが、運転コストが、環境面を考えたとき、どち

らの施設を考えているのか伺います。 

また、上寺尾地区が県の最終処分場誘致の応募制度に応募書類を市長に提出しました。安全

対策と地元住民の要望に十分応えてほしいと思います。また、今年度に県に募集書類を提出す

るようですが、いつころ提出するのか、どのような方法で出すのかを伺います。 

また、八千蔵・高家地区については、焼却場の建設の進行に併せ同時進行が条件であるとす

るならば、その進み具合により、地主への税制上の配慮から事業認定の手続きを取り、認定を

受けなければなりません。建設される施設については、どのような施設を、また、土地の買収

に入るのはいつころなのか、おおよその予定が分かると、地権者や地元行政区は今後の予定が

立つのですが、その点を伺います。 

次に、合併特例債のほうにまいります。 

ソフト事業の基金は４０億円までの上限がありますが、今後も購入していく計画があるのか

伺います。このソフト事業の基金運用については、新市のイベント事業の開催、地域振興等、

幅広く活用できるため、市民に対し大いに歓迎できる事業基金となると思われますが、数多く

ある市民団体や自治区、一般市民に対して、事業内容の浸透をどのように図っていくのかお聞

きいたします。 

また、旧町村で昨年夏始めた納涼祭りなどの補助金、一律５０万円のほかに、この資金を使っ

て増額を図れるのかお伺いします。 
また、芦川町の過疎債は合併特例債よりも国の支援が厚くなっております。現時点では

２０１０年３月末日までと決まっておりますが、芦川町に対してはこの過疎債を充当し、しっ

かりとした村おこしを図るべきと思いますが、市長のお考えをお伺いいたします。 
以上、再質問とします。 
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。 
市長、荻野正直君。 

○市長（荻野正直君） 
堀内議員の再質問にお答えさせていただきたいと思います。 
まず、ごみ処理場の件でございますが、どういうふうな施設にするかということでございま
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すが、現在、組合を設立いたしまして、どういう施設が一番ベターか、これについての検討を

進めております。 
技術は日進月歩進んでおりまして、この甲府市との共同ごみ処理の新しい施設を造るという

段階におきましては、コークス化の溶融炉が一番ベターではないかというような話でありまし

たけれども、現在は、それからさらに技術が進みまして、ガス化溶融炉というような形になっ

てまいりました。できるだけ最新の技術を使い、なおかつ最低のコストでできるような、そう

いう施設を考えていきたいと思います。 
ただ、技術革新が大変激しいものでございますから、どの時点でどう判断するか、これにつ

いても大変難しい選択を迫られるのではないかと考えております。 
また、上寺尾地区から出されました最終処分場の件でありますが、これにつきましては、議

会ともお話しをさせていただきながら、峡東地区の検討委員会のほうに提出をさせていただく。

できれば今年度中に提出させていただければ、この事業の推進が早く図れるのできないかと、

このように思っております。 
次に、旧予定地の活用でございますが、先ほど申し上げましたように、甲府市と笛吹市と協

定書を結ばせていただき、そして、基本的には境川地区の建設に併せて、並行的にこの事業を

進めていくというように考えております。 
事業認定等につきましては、どういうものを造るかということが確定しない限り、事業認定

の申請はできませんから、これも並行してやっていきたいと考えております。 
次に、ソフト事業の基金運用の件でございますが、これにつきましては、先ほども申し上げ

ましたけれども、１２月の時点におきまして政府の方針が変わりまして、いわゆる果実活用型

ということで、お金を返した分については、あとは使っていいですよということでありますか

ら、仮に３０億円の基金を積み立てた場合に、特別な事業をしようという場合には、それを使っ

てよろしいと、いわゆる返済した分については使ってよろしいということでありますから、こ

れは総合計画等を踏まえながら検討していきたいと思います。 
ただし、今、議員がおっしゃるように積み立てた基金、市民の地域振興基金に活用するとい

うことでございますから、できる限りその基本を貫いていきたいと考えております。 
また、納涼祭りにそれが使えないかということでございますが、今年度、わずかでございま

すが、それぞれの地域に金額的には１０万円ずつ、今年度の予算でプラスをさせていただいて

あります｡ 
それから、芦川の過疎債についてでございます。 
芦川につきましては、合併時におきまして、当時、笛吹市と合併するけれどもどういうこと

をまずやってほしいか、どういうことが一番気になるのかと、こういう話を当時の村長以下執

行部の皆さんとお話し合いをさせていただきました。その中で２つの要件が出ております。 
その１つは、地域間交流事業でございます。これにつきましては現在検討委員会等を立ち上

げまして、芦川の原風景を生かしたあの地域の開発をどうするか、これについて検討を進めさ

せていただいております。過疎債は、一つはこれに使わせていただきたいと考えております。 
それから、もう１つは、希望がありましたのは、若彦路トンネルが開通します。これに向け

てあの地区に農産物の直売所、あるいは道の駅的な案内ができる、芦川地区あるいは笛吹市全

体の観光案内等も含めて、そういうことができる施設を造ってほしい、実は、この２つの希望

をいただいております。 
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したがいまして、その話には私も同感でございます。それに向けて今準備を進めさせていた

だいております。３月９日に、この件につきまして地域の皆さんとの市長との対話集会という

ものも既に計画をさせていただいておりますので、ご理解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。 
堀内君。 

○１０番議員（堀内文藏君） 
旧予定地の件につきましては、地元また地権者は非常に心配しております。時期は同時に進

行ということで、まだはっきりした答弁はいただけなかったのですが、そのへんもぜひ前向き

にひとつお願いいたします。 
次に、焼却場施設をはじめこれらの施設建設は、笛吹市にとっても初めての大事業でありま

すし、県も含め４市共同事業として大事業であります。総事業費も膨大な額になると思います

が、国や県の補助金は何割くらい出るものなのか。また、４市の出資比率はどのくらいの割合

になるのか、そのへんを市長にお聞きいたします。 
いずれにしても、地元市民は市の計画にのっとり、末永く環境が保たれ有効利用できる施設

であることと、４市の発展につながる施設であるよう要望いたし、私の代表質問を終わらせて

いただきます。 
よろしくお願いいたします。 

○議長（中村善次君） 
市長、荻野正直君。 

○市長（荻野正直君） 
今の再々質問でございますが、八千蔵・高家地区につきましては、私が新年の互礼会の席で

もお話しを申し上げましたように、ああいう席で私はお約束をさせていただいたわけですから、

そのようにご理解をいただきたい。ただし、時間的な問題につきましては、先ほどから申し上

げておりますように、境川上寺尾地区の進行と併せて進めていくということでございます。こ

れは単独でやりましても同じような方法で、いわゆる旧地区におきましても、たとえば、その

ままその事業が進んだとしましても、同じだけの時間がかかるわけでありますから、ぜひとも

そのようにご理解をいただきたいと思います。 
次に、焼却場ならびに処分場の件でございますけれども、これにつきましての負担割合は、

前回もお話し申し上げたかと思いますが、均等割を全体で１０％、４市で分けるということで

ございます。そのほかの分につきましては人口割で分配をすると、こういうような状況になっ

ております。 
いろいろ、こういうような組合をつくるときの方法があるわけですが、甲府市、笛吹市ある

いは甲州市、山梨市のそれぞれの人口状況、かなり条件が違いますから、均等割というのを

１０％と大変低くしたというのが、今回の大きな特色で、なおかつ甲府市さんにもご理解をい

ただけたなと思っております。 
以上であります。 

○議長（中村善次君） 
以上で新和会の代表質問を終わります。 
次に、公明党の代表質問を行います。 
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川村惠子君。 
○２８番議員（川村惠子君） 

公明党を代表して、次の４点にわたり質問をさせていただきます。 
まず、はじめに特別支援教育支援員の拡充についてお伺いいたします。 
昨年６月、学校教育法が改正され、小中学校等に在籍する教育上、特別の支援を必要とする

障害のある児童生徒に対して、障害による困難を克服するため、教育特別支援教育を行うこと

が法律上明確に位置付けられました。子ども一人ひとりのニーズに応じた教育をすべきとの観

点から、障害を持つ児童生徒への支援教育の推進を図るため、該当児童生徒に対し、日常生活

の介助と学習活動上のサポートを行う、特別支援教育支援員が計画的に配置が行われることに

なりました。 
今回の改正で、特に小中学校の児童生徒に約６％の割合で存在する、学習障害（ＬＤ）や注

意欠陥多動性障害（ＡＤＨＤ）高機能自閉症といわれる発達障害の子どもへの適切な指導や必

要な支援を行うことになりました。 
今年４月からの特別支援教育の本格実施に向け、①情緒障害学級と自閉症学級との分離、②

教育における具体的な指導法カリキュラムに位置付けるなど、子どもたちに対する地域や学校

での総合的な支援が行われることになりますが、市の現状と取り組みについてお伺いいたしま

す。 
第２点目に、「早寝・早起き・朝ごはん」運動の推進についてお伺いいたします。 
文部科学省は、親と子どもの豊かな育ちを支援するため、早寝・早起きや朝食をとるなど子

どもの望ましい基本的生活習慣を育成し、生活リズムを向上させる「早寝・早起き・朝ごはん」

国民運動の全国展開を推進しております。 
子どもたちが健やかに成長していくためには、適切な運動、調和のとれた食事、十分な休養・

睡眠が大切ですが、近年、よく体を動かし、よく食べ、よく寝るという、成長期の子どもにとっ

て当たり前で必要不可欠な基本的生活習慣が大きく乱れ、それが学習意欲や体力・気力の低下、

いじめへの要因の一つとして叱責されております。例えば、テレビを見るなど夜更かしをする

と体内時計と実際の時間とのずれが生じ、時差ぼけのような状態になってしまい、そうなると

体調が崩れ意欲が低下します。 
そこで、家庭における食事や睡眠などの乱れを個々の家庭や子どもの問題として見過ごすこ

となく、社会全体の問題として地域による一丸となった取り組みが重要な課題として、「早寝・

早起き・朝ごはん」運動が展開されることになりました。 
近年の調査では、就寝時間が午後１０時以降という小中学生が過半数を占め、子どもの生活

夜型化が進行、朝の欠食率は小学生が１５％、中学生は２２％に上っています。 
今、「早寝・早起き・朝ごはん」運動の推進は非常に注目されており、本市に置いても検討し

ていただくよう提案いたしますが、ご所見をお聞かせください｡ 
第３点目に、妊婦無料健診の拡充についてお伺いいたします。 
厚生労働省は、２００６年度の日本の合計特殊出生率は１．３０と公表しました。急速な少

子化が進んでおり、子育てを経済的にも、また精神的にも最大限支援すべきであると、改めて

痛感しております。 
こうした中、国や地方自治体を挙げてさまざまな子育て支援策が講じられており、笛吹市で

もファミリーサポートセンターの開所、延長保育、一時保育などの保育サービスの充実など体
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制が拡充してきました。 
しかしながら、子育て世帯が抱える、出産育児にかかる経済的負担については、まだまだ深

刻なものがあり、特に妊娠中の支援策は出産後のそれに比べ十分とはいえません。安心して出

産できる環境をつくることは、緊急の課題であると考えます。 
妊娠から出産までの間に受ける妊婦の健診の回数は、平均して１４回程度になります。費用

は１回５千円、血液検査を伴うと１万円から１万５千円程度かかると一般的にいわれておりま

す。妊婦の経過や病院の方針によって金額も異なりますが、健康保険が適用しないため、家計

への負担は大きいものになっております。流産や早産、妊娠中毒症、未熟児出産を未然に防ぎ、

母体と胎児を守るためには大変大切な健診であります。 
母子健康法の第１３条に、市区町村は必要に応じ妊産婦または乳児もしくは幼児に対して健

康診査を行い、また健康診査を受けることを勧奨しなければならないとあります。 
出産まで安心して健診を受けられるように、無料化の拡充についてお伺いいたします。 
最後に４点目として、安心して子育てできる居住支援の拡充についてお伺いいたします。 
公明党は、子育て世帯が安心して子育てができる居住支援を図るため、ネストづくり支援と

して、新婚世帯や子育て世帯の住宅確保が円滑に行えるよう政府に要請してきました。 
その中で、平成１９年度に新たに創設されるのが地域優良賃貸住宅制度で、従来からある特

定優良賃貸住宅制度、高齢者向け優良賃貸住宅制度を再編することにより、公的賃貸住宅ストッ

クの子育て世帯等の施策対象のミスマッチが解消され、施策対象の居住の安定がより効率的に

確保されるとしています。 
現在、公営住宅と補完する公的賃貸住宅である特定優良賃貸住宅の空き率は、全国で６．６％

に上り、需給のミスマッチが起こっています。これを子育て世帯に対象を広げるとともに、財

政的支援によって子育て世帯への居住支援が大きく前進することが期待されています。 
本市においても検討していただくよう提案いたしますが、ご所見をお聞かせください。 
以上で質問を終わります。 

○議長（中村善次君） 
答弁を求めます。 
市長、荻野正直君。 

○市長（荻野正直君） 
公明党、川村惠子議員の代表質問にお答えいたします。 
ご質問の順序は若干くるいますけれども、ご理解いただきたいと思います。 
はじめに、妊婦無料健診の拡充についてのご質問にお答えいたします。 
現在、実施しています妊婦一般健康診査につきましては、母子保健法に基づきまして実施し

ております。市に妊娠届けを提出していただく際に、２回の妊婦一般健康診査受診票を交付い

たしております。 
１回目は妊娠６カ月までに、２回目は妊娠６カ月以後出産までに受診していただいています。

ここ２年の健診利用状況は、平成１７年度が延べ１，２８７人、費用は８７０万円です。今年

度１月末現在でございますが、１，００４人で、費用は６７６万６千円でございます。実施状

況については、市は市長会と契約しまして、市長会が山梨県医師会と契約し、国で示された検

査項目について、診療報酬基準を基に統一単価で実施しています。 
さて、ご質問の妊婦無料健診の拡大についてですが、平成１９年１月末に厚生労働省から出
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産世帯の負担軽減を図るため、妊婦の無料健診を初期から３６週程度までの間に、最低５回を

無料化する、妊婦健康診査の公費負担が望ましいというあり方が示されました。 
本市といたしましては、本事業を実施するにあたり、医療機関等との協議などいくつかの課

題がありますが、妊娠中の健診費用負担の軽減を図り、生み育てやすい環境づくりを推進する

ため、１９年度の早い時期に実施をしていきたいと考えております。 
続きまして、安心して子育てができる居住支援の充実についてでございます。 
質問の中にありました地域優良賃貸住宅制度につきましては、いままでの公的賃貸住宅制度

を再編し、子育て世帯が各地域において、居住の安定に特に配慮が必要な世帯に施策対象を重

点化し、整備費助成および家賃低廉化助成を通じて、民間事業者等による良質な賃貸住宅の供

給を促進する制度として、平成１９年度から創設される制度です。 
この制度につきましては、既に平成１９年度、国土交通省関係で予算が計上されてはおりま

すが、現時点では国の実施要綱等が定まっていないため、県としても具体的な施策が示せない

状況であります。 
本件につきましては、現在策定中の市の総合計画の中で、快適な生活環境づくりの基本方針

をめざして、住宅・住環境の整備、公営住宅の計画的な整備等、市の今後の住宅計画を推し進

める中で、国・県の住生活基本計画の動向を見ながら、本制度の活用を検討していくことと考

えております。 
また、市営住宅の特定優良賃貸住宅については、若者の定住の促進を図る目的で、一部家賃

補助の要綱の策定作業を進めており、公営住宅・民間住宅の効率的活用を図りながら、住宅政

策を推進していくこととしております。 
以上で答弁とさせていただきます。 
なお、特別支援教育支援員の拡充について、「早寝・早起き・朝ごはん」運動の推進について

は、教育長よりお答えさせていただきます。 
○議長（中村善次君） 

教育長、芦原正純君。 
○教育長（芦原正純君） 

川村惠子議員の代表質問にお答えいたします。 
最初に、特別支援教育支援員の拡充についてのご質問ですが、特別支援教育とは、以前は障

害児教育ということばで表現されておりました。昨年６月、学校教育法の一部改正で、本年４月

より正式に実施されるものであります。 

この教育の基本となっているのは、ノーマライゼイションの精神で、将来を担う子どもたち

が、それぞれの個性を尊重し合う中で自立した社会人となり、お互いに助け合いながら、幸せ

に暮らせる社会の実現を目指すものであります。 

これまで障害の程度に応じて、特殊学級など特別の場で指導を行ってきたものが、障害のあ

る子ども一人ひとりの教育的ニーズに配慮して、適切な教育的支援に転換してきたのが、この

特別支援教育であります。 

特別支援教育の対象者は、従来の特殊教育対象の障害だけでなく、学習障害、注意欠陥多動

性障害、高機能自閉症の子どもたちに及びます。それら障害を一つの個性としてとらえ、尊重

しつつ、それぞれに適切な指導、支援が行われます。 

文部科学省の発表では、通常学級におけるこれらの障害者の率は、全児童生徒の約６％とさ
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れています。５００人規模の学校では３０人は存在するということになります。 

さて、笛吹市の平成１９年度の特別支援にかかわる状況のご報告をいたします。 

市内小中学校における特別支援対象者は２４４名であります。このうち特殊学級に在籍する

のは８２名、通常学級に在籍し支援の対象となっている、いわゆる発達障害の児童生徒は

１６２名を数えます。 

ちなみに、市内小中学校への県から設置される特殊学級数でありますが、平成１８年度は

２７クラス、１９年度もこれに準じて設置される予定であります。 

さて、笛吹市では、既にこの特別支援教育につきましては、先進的に取り組んでおり、合併

後の平成１７年度から障害のある子どもが在籍する学校支援のため、市単講師・介助員を配置

しております。１９年度も学校の状況を精査する中で、引き続き配置をしていく考えでおりま

す。 

なお、本年４月の本格的実施に向けての準備状況でありますが、該当者の調査をして実態を

把握する作業に並行して、県の専門家チームや必要に応じ児童相談所のメンタルクリニック等

に相談しながら、個々にどのような支援をしていったらよいかの計画を立案中であります。 

続きまして、「早寝・早起き・朝ごはん」運動の推進についてのご質問にお答えいたします。 

この国民運動につきましては、平成１７年の食育基本法の施行により、食育の重要さが一段

と高まってきた状況に伴い、子どもの望ましい基本的生活習慣に注目が集まってきたものです。 

この運動は早寝・早起き・朝ごはんに限られたものではなく、読書の習慣、体を積極的に動

かすこと、規則正しい睡眠などの重要性も視野に入っています。 

いずれにしても、親が親の役割を果たすなどの、家庭の役割が大変重要であると考えられま

す。 

市内の学校現場においての食育教育の内容につきましては、既に昨年の議会でも答弁させて

いただいておりますが、それ以外にもこの運動を市内各校も取り入れて実施しております。 

学校によっては、就寝時刻、起床の時刻、朝食の有無など「生活アンケート」を一定期間、

児童生徒に行い、状況の把握に努めております。 

朝食の有無についての、市内小学３年生、５年生を対象とした調査によりますと、毎朝食べ

る８８％、ときどき食べる１１％、食べないは１％という結果が、また、就寝時刻につきまし

ては、ほぼ半数が９時から１０時に就寝という結果が報告されております。 

この運動を定着させるため、学校では「給食だより」等を中心に、保護者にあてて、規律の

ある生活の大切さを掲載したお知らせも定期的に発行し、啓発を図っております。 

繰り返しになりますが、この運動の成否の鍵は、家庭のあり方にかかっているといっても過

言ではないと考えられます。その意味から、今後、さらに学校と家庭の連携を密にしていく方

途を推進してまいりたいと思います。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（中村善次君） 

再質問を許します。 

川村君。 

○２８番議員（川村惠子君） 

何点か再質問をさせていただきます。 

まず、はじめに、特別支援教育についてでございますが、先生方も変わる教育制度や、さま
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ざまな事務処理、部活動の指導など激務に追われて、物理的にも精神的にも大変だと思います

が、こうした特別な支援を必要な子どもが正しく理解されず放置されると、不登校やいじめ、

第二次障害に発展することもあるといわれています。また、引きこもりやニートになってしま

う恐れがあると聞きましたけれども、教職員の理解と専門性をさらに向上するために、これか

らどのようにされていくのか詳しくお聞かせください。 

それから、「早寝・早起き・朝ごはん」運動の推進についてですが、学校と家庭では連携がと

れているようですが、全国的に展開をするよう進めている以上は、市としても地域の方にも力

になっていただくことが大切だと思います。 

その中で、青森県の鶴田町では、早寝・早起き・朝ごはん・トイレ・１０分間読書・お手伝

いをモットーにして、全国初の「朝ごはん条例」を制定している町もありました。 

また、福岡県八女市では、家訓コンクールを実施して、生活習慣を習得させるため先進的な

取り組みを行っております。 

運動を推進するためには、家庭と、特に地域にも広く訴えて気運を高めることが大事だと思

いますが、これから地域に対しては、どのように啓発・啓蒙されていくのかお伺いいたします。 

それから、妊婦無料健診の拡充拡大については、ほんとうに１９年度の実施に向けて取り組

むという、前向きなうれしい答弁をいただきました。各市町村においては格差が生じる中でう

れしく思います。 

また、妊婦の歯科検診についてお伺いしたいのですが、歯周病に感染すると、血液中で増え

るサイトカインという物質が早産を誘発することされており、最近の研究結果によれば、歯周

病にかかった妊婦の早産率は、そうでない妊婦の約５倍にもなると報告されています。 

笛吹市においては、歯科検診をどのように推進されているのかお伺いいたします。 

以上で再質問を終わります。 

○議長（中村善次君） 

答弁を求めます。 

芦原教育長。 

○教育長（芦原正純君） 

はじめの、特別支援教育支援員の研修ということにつきましては、現在、県のほうでは各学

校のそういった職員に対する研修会というものは実施しております。ただ、市担講師、それか

ら介助員につきましては、今のところ市としてはまだ研修はいたしておりませんが、いずれに

しても、学校にあります支援コーディネーターを中心にして、校内でのそういった研修を常に

実施いたしております。さらにそれをサポートしていきたいと考えております。 

また、食育、特に朝ごはん運動のことに関してでございますが、学校においては学校栄養職

員それから養護教員が中心となって、特に総合的学習の時間、こういうふうなものを利用いた

しまして、今、授業の中でこのことについて子どもたちにも話をしておりますし、それからＰ

ＴＡの会合とか、あらゆる機会を通じまして保護者にこの大切さを訴えております。 

また、そういった会合を通して地域のほうへも、そういったことは伝わるような方策を取っ

ております。学校からのいろいろな広報、ＰＴＡだよりとか、各家庭へのお願いというような

形の中に、それらのことも含めてお願いをしているのが実情でございます。 

以上です。 
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○議長（中村善次君） 

保健福祉部長。 

○保健福祉部長（内藤運富君） 

再質問の歯科検診についてお答えいたします。 

妊婦一般健康診査以外に市といたしましては、妊婦さん全員を対象とした母親学級、また健

康相談事業および訪問事業等を実施いたしております。 

ご質問の歯科検診につきましては、議員のご指摘のとおり、妊婦中は特に体の変化により、

口の中の病気が起こりやすいために検診を通じて異常を早期発見とも、歯科保健の啓発のため

実施をいたしております。また、経産婦の歯科検診につきましても、託児ボランティアのご協

力をいただく中で実施をいたしております。 

ご質問の状況でございますが、実施回数といたしましては、初産婦および経産婦の方々が受

診できるようになっておりますが、１７年度実績といたしましては、初産婦、経産婦それぞれ

年６回ずつ、合わせまして１２回を分けきめ細かに実施をいたしております。１８年度につき

ましても引き続き実施中でございます。 

この事業につきましては、今後も引き続き実施をしていく予定でございます。 

以上でございます。 

○議長（中村善次君） 

市長、荻野正直君。 

○市長（荻野正直君） 

学校教育についてちょっと補足をさせていただきますけれども、現在、笛吹市におきまして

は、教育の体制といたしまして教育アドバイザー、そして、今年度から指導主事の配置、もち

ろん市担によります指導主事の配置、そして、先ほどもお話ししましたように、市担教育を他

の市町村より過分に配置をいたしております。 

この体制を取る中で、今、学校内におきます各種の課題に取り組んでいきたいと思います。 

ちなみに、全国的な状況の中で笛吹市がどんな状況なのかと申しますと、中学校におきまし

ては全体で、ある機関の調査でありますからどこまで正しいかということを言われますと、若

干疑問がありますけれども、２５番目くらい、小学校におきましては２２番目くらい。平均い

たしましても全国で２５番以内に入っているというような状況でございますからぜひとも、今、

笛吹市の教育のあり方、そして、なおかつ大きなテーマであります笛吹市教育のあり方という

ものにつきまして、これから進めてまいりたいと思っておりますから、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。 

川村君。 

○２８番議員（川村惠子君） 

ぜひ、２１世紀を担う子どもたちにとって、素晴らしい施策が充実することを望みまして、

質問を終わります。 

○議長（中村善次君） 

以上で公明党の代表質問を終わります。 

暫時休憩いたします。 
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再開は１１時１０分といたします。 

休憩  午前１０時５５分 

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

再開  午前１１時１０分 

○議長（中村善次君） 

再開いたします。 
次に、日本共産党笛吹市議団の代表質問を行います。 
亀山和子君。 

○６番議員（亀山和子君） 
日本共産党を代表して、通告に基づきまして代表質問を行います。 
まず、１９年度一般会計予算案のうち教育費について伺います。 
１９年度一般会計予算案は、およそ２５７億６，９００万円となっておりまして、これを

１８年度の当初予算と比較しますとマイナス２．６２％、金額にして６億９，４００万円の減

額ということでありました。うち教育費は２４億９千万円ですけれども、これは１８年度当初

予算と比較しますとマイナス５％、金額にしておよそ３億４，３００万円の減額であります。

全体予算の減額が６億９千万円ということですので、およそ５０％が教育費で減額するという

ことであります。構成比においても、１８年度当初予算と比較しておよそ１ポイント、ダウン

しました。 
笛吹市の未来を担う子どもたちの教育費予算は、減らすべきではないと考えておりますが、

減額の内訳について伺います。 
特に社会教育費は、１８年度当初予算と比較しまして２３％の減額となっております。その

理由についても伺います。 
次に、負担金における保育料について伺います。 
保育料は、前年度の所得税の額を基準にして決まりますけれども、２００６年は所得税の定

率減税が半減になりました。半減によって収入は増えないのに所得税だけが上がり、今年４月

からの保育料が上がってしまう世帯が生まれる心配も出ております。 
こうした事態を避けるために厚生労働省は、基準改定の通知を出しました。所得税が増えて

も現在の保育料が上がらないようにするための改定であります。しかし、実際の保育料を決め

るのは各自治体であります。この笛吹市において、厚生労働省の通知に沿った基準改定の用意

があるのかどうか伺います。 
次に、芦川小中学校の存続を求める件について伺います。 
昨年８月に芦川村が合併して、わずか８カ月ほどですけれども、小中学校をめぐっては、山

村留学制度や地域外通学者への交通費助成制度の廃止などの方向が出されるなど、保護者や芦

川地区住民は、学校存続に対して大きな危機感を抱いております。 
昨年、３月議会の折りに芦川小中学校の存続か統合かという、上野稔議員の一般質問に対し

て、市長は「合併協議会中であり結論は言えない。しかし、芦川の子どもたちにとって最善の

結論を出していきたい」と答弁しておりました。 
しかし、合併協議会では結論を見ることはできずに、１９年度中に教育委員会で検討される

ことになっています。 
合併後、教育厚生常任委員会として２回、芦川小中学校の視察を行いました。子どもたちの
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授業の様子をつぶさに見たり、教職員との懇談も行ったところですけれども、懇談の中で教職

員からは、なんとか学校を存続させてほしい、２年でも３年でも長く続けさせて欲しいという

要望が出されました。 
教職員から、このような切実な要望が出される背景には、芦川の学校教育が子どもたちの学

びや育ちに大きな役割を果たし、成果を挙げてきたことへの自信と確信が感じられるものでし

たし、また、日々の教育に携わっている教職員の皆さんの、大変に重い要望でもあると受け止

めました。 
また、過日開かれたコミュニティーづくりのシンポジウムの中でも、講師の先生が、旧芦川

村のイメージを笛吹市の奥と位置付けて、今後、笛吹市の中での大事な役割を持つことを話し

ておられましたけれども、これも学校あればこそであり、特に芦川の場合、学校を核としてこ

そコミュニティーづくりがなされていくものと考えております。 
芦川の小中学校が、これまで培ってきた教育の成果をどう評価しているのか。芦川だからで

きた、芦川でなければできない教育とは何か、成果を今後どう発展・維持させていくのか伺い

ます。 
現在、芦川小中学校の在籍児童数は、小学校１５人、中学校が１５人、合計３０人でありま

す。小中学校の保護者全員が存続を強く望んでおります。これは芦川地域の住民にとってもまっ

たく同じ願いだろうと思います。 
先に山村留学制度や地域外通学児交通費助成制度の廃止を決めた折には、十分な民意の反映、

地域住民の意向を十分くみ取った上での結論だったとは言えません。存続を望む保護者や地域

住民の民意を十分尊重しても、当事者の皆さんを蚊帳の外において議論することのないよう求

めるものです。 
以上、代表質問を終わります。 

○議長（中村善次君） 
答弁を求めます。 
教育長、芦原正純君。 

○教育長（芦原正純君） 
日本共産党笛吹市議団、亀山和子議員の代表質問にお答えいたします。 

はじめに、平成１９年度予算案についてお答えいたします。 

教育費の前年度対比減額についてのお尋ねでありますが、ご指摘のとおり、前年度当初予算

と比較いたしますと、１億３，２００万円の減額になっており、５％の減額となっております。 

この減額の主な理由としては、組織変更等に伴う社会教育費の大幅な減額が挙げられます。

社会教育費につきましては、１８年度対比２３％減となりました。これには２つの要因があり

ます。 

１つは、６地区にあった教育委員会の事務所が組織変更に伴って廃止され、業務機能が支所

地域課に編入されたため、職員人件費２億６００万円が減額されました。 

２つ目は、改修工事費にかかわるもので、１８年度には５，２００万円の境川総合会館の改

修工事がありましたが、１９年度につきましては、社会教育施設の大規模改修の予定がないた

めであります。 

次に、学校教育関係予算でありますが、１８年度小中学校費は９億４，５００万円、１９年

度につきましては１０億４，８００万円で、１億３００万円の増額となっており、この増の中



 ３７

には、ご指摘のとおり、一宮西小学校屋内運動場建設工事１億５，９００万円が含まれており

ます。 

ちなみに、小中学校の維持管理費、教育振興費、消耗品費について比較してみますと、１９年

度は５，７００万円の減額となっております。１９年度配分枠予算の中での当初予算計上作業

で、最も心を砕いたことは、笛吹市全２０小中学校、６，６００名の生徒に、あらゆる意味で、

いかにしたら平等に教育を与える環境の整備、条件の整備ができるかということでありました。 

学校施設につきましては、建設年度の違いから新旧はおのずからあり、これにつきましては

今後計画的に建設、改修を行っていかなければなりません。 

しかし、それ以外の、例えば、学用品・消耗品等への保護者負担の均一化、どの学校の子も

同じ教育的配慮が享受できることなど、学校により教育条件に差が出ないことを念頭に置いて

の計上を行いましたし、今後さらに詳細にデータを参考にしながら、より公平な予算計上がで

きるように作業を行いたいと考えております。 

続きまして、芦川小中学校の存続を求める件についてのご質問にお答えいたします。 

明治６年、中芦川学校の開校に源を発する現在の芦川小中学校は、同じく長い歴史を有する

芦川村の歴史と歩みをともにしつつ、これまでさまざまな優秀校の表彰も受け、幾多の輝きを

放ってきたことは、十分に承知をしております。 

ご質問の芦川小中学校の存続に関連して、ここ1年、マスコミ、特に新聞紙上に、同校の記

事が何度か掲載されています。 

論調は、いずれも芦川地区の豊かな自然と優しさにあふれた人情を強調するもので、少人数

で家庭的雰囲気の中で教育が行われ、ほかの学校になじめなかった子どもも、生き生きと通学

し、学校生活を楽しんでいるというものです。 

さらに、学校存続については、このように素晴らしい学校を将来なくすことには賛成できな

いということでも、一貫した表現となっております。 

芦川小中学校の存続問題につきましては、議会でも何度か答弁をさせていただいております。

繰り返しになりますが、笛吹市内には６，６００名の児童生徒を擁しております。 

これら大人数の子ども一人ひとりに、等しく教育の機会・環境を与えることは、笛吹市教育

委員会の教育の第一義としているところであります。児童生徒の数だけから言っても、少人数

でこれまで推移してきた旧芦川村の教育方針とは、おのずから違ってくることにつきましては、

ご理解いただけるものと思います。 

限られた予算の中で、将来を担う子どもたちに、でき得る限りの教育を与える義務と責任が

市には求められ、また、委ねられております。 

合併後、市内の子どもはすべて平等な取り扱いを基本方針としている立場から、芦川小中学

校につきましても、市内の学校の一つとして、新年度予算をはじめとして、あらゆるものを平

等に扱っております。 

芦川地区の保護者からの学校存続の希望に、どのように市として応えるかのお尋ねですが、

これも再度の繰り返してのお答えになりますが、子どもの発達状況や教育効果等や、さらに学

校としての機能が発揮でき、最適規模の学習集団が編成できる学校規模の視点も考慮に入れる

ことも、教育委員会には求められております。 

これら、さまざまな事情を勘案する中で、芦川小中学校に対する今後の運営方針としては、

平成１９年度中に深く状況を精査する中で、運営方針を固め、平成２０年度から、市の新たな
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方針のもとに教育を行うものとするとの考えで、対処してまいる所存であります。 

以上、答弁とさせていただきます。 

なお、負担金における保育料について、定率減税廃止による対応はなされているのかのご質

問につきましては、保健福祉部長よりお答えさせていただきます。 

○議長（中村善次君） 

続いて、内藤保健福祉部長。 

○保健福祉部長（内藤運富君） 

日本共産党笛吹市議団、亀山和子議員の代表質問、保育料について、定率減税廃止による対

応はなされているか、とのご質問についてお答えいたします。 

平成１８年分の所得に対する定率減税が、２０％から１０％に縮減されたことに伴いまして、

平成１９年度における保育所運営費負担金、いわゆる保育料に対する国の徴収基準額表の改正

が予定されております。 

改正案の内容は、徴収基準額表の第４階層から第７階層の税額区分が、定率減税の縮減に伴っ

て引き上げられ、併せて多子世帯の軽減の拡大等が図られるものであります。 

この改正は、国の平成１９年度予算成立後に正式決定される見込みであります。 

市といたしましても、国の徴収基準の改正案を受けまして、定率減税の縮減に対応すべく、

笛吹市保育所費用徴収規則の見直しを行う予定であります。 

また、多子世帯の軽減拡大等につきましても、国に準じて行ってまいります。 
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。 
亀山君。 

○６番議員（亀山和子君） 
１つ目は、教育費のことについてお伺いいたします。 
学校の用務員の件でありますが、これは情報を得たものですから予算にかかわってあえて質

問させていただきます。 
今、市内の小中学校の用務員さんというのは、シルバー人材から派遣されている人、それか

ら臨時職員で賄っております。 
用務員といいますのは、ただ単に学校内の清掃活動をしていればいいという存在ではなくて、

教員やほかの職員と協力し合って、一緒に教育を担っていくとか、子どもたちを見守っていく

とか、学校行事を一緒につくっていくというような、大変大事な役割を持っていると思います

し、また、今働いている方も実際にそういう役割を果たしながら仕事をしていると思います。 
学校教育法にも用務員というのは位置付けられておりますし、また、恒常的に必要な人材な

わけですから、シルバーや臨時で対応するのではなく、正規職員として位置付けられるべきで

はないかと思っております。そのへんの見解をお伺いします。 
２点目は、同じ用務員のことについてですが、現在働いているシルバー以外の臨時の用務員

さんの来年度の処遇について伺います。このことについて情報がありました。 
今、市の臨時職員の制度では、半年ごとの更新となっておりまして、臨時職員として市に登

録するようにという、教育委員会からの指導があったということでした。やはり長い間働き続

けて、教職員や児童や生徒との信頼関係を築き上げてきた現在の用務員さんについては、学校
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側にとっても大変大事な存在であるのではないかと思っております。シルバー以外の臨時職員

の用務員さんの来年度の処遇の方向についてお伺いすると同時に、現在の市内の小中学校でシ

ルバー派遣の用務員さん、臨時の用務員さんの人数についてもお伺いしたいと思います。 
保育料について伺います。 
今、部長から、多子軽減についても拡大が図られるという答弁がありました。その多子軽減

のことについて再質問いたします。 
この基準額の多子軽減の拡大について、厚生労働省から通知があって、拡大が図られたとこ

ろですが、２人目、３人目以降の軽減について、２人目、３人目以降の考え方を今度、厚生労

働省では、兄弟の数は年齢が高い順ぜひ変えていただきたいと思っております。現在は階層の

高い人が保育料の低い児童、すなわち１人目が軽減される対象になっておりますけれども、や

はり全階層にわたって２人目、３人目の軽減を図られるべきではないかと思っておりますので、

見解を示していただきたいと思います。 
芦川の学校についてですが、よくすべての児童が平等にというふうな答弁をするのですが、

平等というのは一体どういうことなのかということについては、また議論の余地がありますの

で、そのことについてはあえて質問しませんが、今後の方向について教育委員会で検討すると

いうことですが、やはり当事者である保護者とか児童生徒とか、学校の教職員であるとか、地

域住民の声を十分これから聞いて、一定の方向を出していかなければいけないと思いますので、

民意を反映するためにどのような方法をこれから用いていくのか、お伺いします。 
○議長（中村善次君） 

答弁を求めます。 
芦原教育長。 

○教育長（芦原正純君） 
再質問の用務員の件についてでございますが、現在、シルバー人材センターから３名の方が

勤務いたしております。今後につきましては、６０歳を超えたような方については、シルバー

人材派遣センターをお願いするような場合もございます。また、現在の用務員の中には６０歳

に達していない方もございますので、その方には登録をしていただいて、本人にその希望があ

ればまた採用をしていただけると、こういうふうな形になっております。 
ただ、用務員さんは、あまり一つの学校に長くなりすぎますと、ちょっとした弊害が出てく

るようでございまして、学校からもそのようなことを言われておりますので、学校の中のこと

をよく知っているということは非常に大事なことですが、ただ、「俺がいなければ学校は何もで

きないんだ」と、そういうふうな形になってしまってはちょっと困ってしまうので、そのへん

のところも十分考慮していく必要があるかと思っております。 
それから、芦川の問題ですが、先ほど言われたいろいろなことを精査する中で、１９年度中

の精査ということの中には、そういった補助金の制度とか、特に地区外・学区外から通ってい

る子どもたち、市内の子どもたちがそこへ行っているのには特に問題と言ったらおかしいんで

すけれども、今、不登校で芦川以外の学校へも転校をさせることもできます。そんなふうなこ

とも含めて１９年度中には精査をしていきたいと、こんなふうに考えております。 
○議長（中村善次君） 

内藤保健福祉部長。 
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○保健福祉部長（内藤運富君） 
亀山議員の再質問にお答えいたします。 
先ほど申されましたように、年齢が高い順に国の方針が示されております。当市におきまし

ても、この基準を基に進めたいと考えております。 
詳細につきましては、３月２０日ころ国から示されるということになっております。それら

を踏まえて検討を進めてまいりたいと考えております。 
以上でございます。 

○議長（中村善次君） 
再々質問ありますか。 
（ な し ） 
以上で、日本共産党笛吹市議団の代表質問を終わります。 
暫時休憩いたします。 
再開は午後１時３０分といたします。 

休憩  午前１１時４５分 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 １時３０分 
○議長（中村善次君） 

再開します。 
これより、笛政クラブの代表質問を行います。 
志村勢喜君。 

○２３番議員（志村勢喜君） 
笛政クラブの志村でございます。 
議長の許可をいただきましたので、笛政クラブを代表いたしまして、今議会に提案されまし

た、平成１９年度予算案ならびに市政全般について質問をいたします。 
まず、去る２月２５日、笛吹市の至宝であり戦後の俳句会をリードされた飯田龍太先生が、

輝かしい俳句作品の数々と、山梨県立文学館の創設に代表される偉大なる功績を残され、他界

されました。 
質問に先立ち、心から哀悼の意を捧げご冥福をお祈り申し上げます。 
飯田龍太先生の代表の句として、「大寒の 一戸もかくれなき 故郷」という一句がございま

す。 
冬の厳しい寒さとともに「山廬」と称したご自宅から小黒坂の家並みを見渡し、その見通し

の壮観さを読まれたものと言われておりますが、この冬は非常に暖かくあまり寒さを感じない

まま春を迎えつつあり、また、景気は回復基調にあるとはいえ、まだまだ地方の経済や政治を

取り巻く状況は、その見通しがはっきり明瞭とまでは至っていないものと感じております。 
亥年には、大きな出来事が起きるといわれますが、県では横内新知事が誕生し、笛吹市にお

いても、今年は大きな飛躍が期待される中で、市長の力強い市政運営に対し、笛政クラブとい

たしましても一層の推進力となっていく所存でございます。 
それでは、通告に従って質問をいたします。 
はじめに、平成１９年度予算編成にあたっての、市長の方針と財政運営の考え方について伺

います。 
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市長の施政方針でも示されたとおり、財政運営は今後も厳しく、しかし行政水準の維持向上

を図らなければならないということで、まさに選択と集中による財政運営が求められていると

考えております。 
市では、昨年度、枠配分予算を導入し、笛吹市として年間を通した予算の執行結果を踏まえ

た決算認定も行われました。また、今年度も間もなく年度末を迎えることから、事業確定に伴

う補正予算案も上程されており、平成１８年度の予算執行状況にも見通しがついてきた段階に

あると思われます。 
平成１６年１０月の合併からおおよそ２年半が経過して、市長の市政運営、財政運営の舵取

りにも安定感が出てきたのではないかと推察いたします。 
しかし、合併前に想定された財政状況とは異なり、地方交付税や各種交付金、支出金等依存

財源は少なくなってきております。自主財源確保に大変な苦労があるという状況が生じてきて

いる中で、これらの見通し等も含め、平成１９年度の財政運営の展望と財源確保等の課題につ

いて現状をお伺いいたします。 
次に、予算編成上での政策的なポイントについてお聞きいたします。 
まず、枠配分予算という方法については、昨年来、議会においても何度も質問されてきてお

り、市長の政策的な意思表示が強く表れているものと承知しております。 
このことについて、導入初年度を振り返ってどうだったのか、財政の効率化につながったの

か、市民の要望を十分反映するような執行ができたのかどうか、枠配分予算導入後の効果と今

後の方向性についてお尋ねをいたします。 
先月末には、平成１９年度の市政運営にあたり、事業の方法や期限、工程、予算額を示した

マニフェストの説明会が実施され、限られた予算の中で新しい事業にも意欲的に着手していく

という、前向きな市政が伝わってきました。 
一方、いわゆる財政指標というものを使って財政状況の変動を判断し、財政運営の参考にさ

れるこうした作業も毎年行われていると思いますが、具体的に財政力指数、経営収支比率、公

債費負担比率の３点について、合併当初からどのように変化してきているのか、そうしたもの

を踏まえて、平成１９年度の予算編成にあたって設定している目標、これは見込みということ

ですが、ございましたらお伺いいたしたいと思います。 
さて、枠配分予算の導入や、この後にお聞きいたします行政評価といったことは、税金をど

う使うのか、財政の健全化をいかに行っていくのかという意味では、非常に重要であると思い

ます。これから依存財源が減少していく中で、総体的に自主財源比率が伸びるというようなこ

とがあっても、実際の自主財源、予算規模は縮小していくということが想定されます。そのた

め財政の健全な運営により、自主的で安定的な行政を行っていく努力を続けることが欠かせな

いのは、論を待たないと思いますが、市長の財政健全化についての考えをお伺いいたします。 
次に、３年目に入った市長の行政運営全般にわたっての方針、方向性についてお尋ねいたし

ます。 
笛吹市の長期的な指針となる総合計画の策定に関しましては、昨年の第１回定例会で、わが

笛政クラブの前島議員の代表質問に対し、市長の「いよいよ作業に着手していく」というご答

弁もあり、現在、躍動するふれあい文化都市の実現に向けて、具体的な作業に取り掛かってい

るものと承知しております。 
かつて、こうした行政の政策計画の策定にあたっては、市民にはよく分からない、内容もよ
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く知らないといった中で出来上がった計画も、読まれているのか、いないのか、本当に手垢の

付いていないきれいな冊子が、ロッカーに大事にしまってあったというような、あまり笑えな

い状況も側聞したものでございます。 
しかし、市民と協働が不可欠な現在にあっては、策定段階からその情報が十分公開され、市

政の基本方針となる長期計画こそ、職員のバイブルとして行政運営のマニフェストとして活用

されることが望まれる、そのような位置付けへと発展してきていると伺っております。 
そこで、アンケートや意見徴集など一連の経過も含めて、これまでの作業の進み具合、庁内

検討の状況についてお伺いをいたします。 
続いて、施政方針でも力強く表明されました行政評価の取り組みについて、お尋ねいたしま

す。 
市では、平成１７年に取りまとめた行財政改革大綱に盛り込んだ事務事業の見直しの手法と

して、昨年度から事務事業評価の導入を進めていると伺っております。これを今後予算に反映

させ、総合計画を基にした施策評価へと発展させていくとしておりますが、具体的な工程・方

法について、また、どのような効果が期待されるのか、また、市民や議員はどのような形でこ

れにかかわっていくことになるのか、といったことについてお聞かせください。 
さらに、さまざまな方法で改革を実行に移していくためには、市役所職員の意識改革が大切

であり、その基盤になるものと考えますが、例えば、先に行われました山梨県知事選挙におけ

る笛吹市の開票事務の迅速化の成功は、他の自治体からも注目されることとなり、まさに職員

に対する意識改革の成果だったのではないかと、感心しているところでございます。 
他方、社会経済情勢の急速な変化の中で、行政のスピード化、効率化、業務の改善といった

要請も強まり､行政改革と併せて職員の意識改革は、まさに終わりなきテーマであると思います。 
これまでに､また現在取り組んでいる職員の意識改革についても、その内容をお聞かせいただ

きたいと思います。 
さて、平成１９年度には地域づくり推進事業を推進され、市民による主体的な地域活動の創

設を支援し、将来的な自治基本条例の制定も視野に入っていると伺っております。また、職員

提案制度を採用し、市民活動支援課を新設して、市民のさまざまな活動を支援していくという

方針もお聞きしております。 
この広い笛吹市で、地域ごとに魅力的で活発な活動があちこちで実践されていくことは、そ

のまま笛吹市の活力につながるものと考えます。そのことと同時に市の外側、つまり市外の方々、

県外の人たちから見れば、笛吹市というところはどんなところなんだろう、どんな魅力がある

まちだろうというようなことも、笛吹市のまちづくりを考えていくときに、重要な視点である

と思います。 
そういう意味では、笛吹市としての一体感、これが笛吹市というようなものをつくっていく、

イメージできる形にしていくということも大切であると思いますが、このような観点での取り

組みについて、どのようなことを行っていこうと考えているのかお伺いいたします。 
次に、主要施策についてお尋ねいたします。 
まず、市の主幹産業でございます観光と農業の施策について、一体的にお伺いいたします。 
現在、ＮＨＫの大河ドラマ「風林火山」の放映に伴って、県でも官民挙げて風林火山博を開

催しており、これから本格的な観光シーズンを迎え、県内各地で盛りだくさんのイベントや事

業が待ち構えております。 
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笛吹市においても「日本一早い桃のお花見」が始まり、すぐに笛吹市の「桃の花まつり」が

始まり、また、「水ウォーク」や夏の風物詩「鵜飼」「サマーカーニバル」や「二十日祭」、各地

の夏祭り、花火大会等、観光のイベントが続きます。これに併せて市役所本庁舎の前の笛吹川

河川敷には、多くのお客さまに快適にイベント等を楽しんでいただけるような観覧席の整備も

行われています。 
そこで、桃・ぶどう日本一の郷・観光都市としての笛吹市の施策展開と、ＰＲや観光客の増

加、おもてなし対策等についてお聞かせください。 
また、市では新年度から産業経済部を産業観光部に改称し、担当も観光企画、観光振興、商

工労働の３つに拡大し、観光施策を強化する計画であると伺っております。大変期待をしてい

るところでございますが、これらの担当では、具体的にどのような業務を行うのか、どのよう

な点について教化を図っていくのか、現在想定している範囲で結構でございますので、お聞か

せください。 
今、笛吹市の観光資源に結びつく地域支援は、甲斐の国千年の都として象徴される史跡や文

化財をはじめ、さまざまな分野で活躍された歴史に名を残されている先人たちの築いた遺産

等々多数ございます。 
さらに、夏の観光シーズンはまさに果実のシーズンでもあり、笛吹市の農業が観光の資源と

しても大いに活躍できる機会でもあります。しかしながら、その農業は産業として後継者不足、

耕作放棄地の増加といった問題も抱えています。農業は観光資源という視点でも、その持続的

な安定は大変重要であるわけですが、そのための支援・サポートを重点的に行い、振興を図っ

ていかなければならないと考えます。 
例えば、今年度、剪定枝を破砕処理するチッパーの導入に対して、共同購入に際して補助を

行う事業を展開しましたが、これは剪定枝を焼却するのではなく、土に返すということを促進

するだけでなく、防災面からも環境面からも評価ができるものであり、地域の農業経営に対す

る、小さなことかもしれませんが、非常に重要な意義のあるものであったと認識しております。

平成１９年度も継続されるということですから、さらに期待を寄せているところでございます

が、こうした農業経営を下支えする事業、そういったことについて、また、農地や景観の保全

といった点も含めて、広角的な視点からの農業施策についての考えをお伺いいたしたいと思い

ます。 
また、これも大切な観光施策と関連して、笛吹市の観光連盟の活動について現状がどのよう

になっているのか、今後の展開、方向性についてもお伺いしておきたいと思います。 
次に、峡東病院の改修に関する費用、活用方法についてお伺いいたします。 
地域医療の核となっております石和峡東病院が笛吹中央病院として、石和町四日市場地内へ

新築移転し、旧峡東病院の建物が市に返納されました。これまでの経過については、議会にお

いても改修整備を行い、庁舎としての活用を図ってはどうかといった質疑もございました。そ

の後、市として旧峡東病院改修計画基本調査に着手、先日、全員協議会では、改修費用、活用

方法等についての具体的な資料をもとに説明がされました。 
これを受けて、今後の取り組みについて、笛政クラブとしての考えも披れきする中で質問を

いたします。 
調査結果によれば、改修費用が当初の見込みより約２億円ほど増加することとなり、この点

につきましては、市長としても改修判断に大変悩んでおられるものと推察いたします。しかし、
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現在の分庁舎方式での市民サービスには、その不便さが指摘されていること、併せて合併後の

職員の一体化、事務事業の効率化といった観点でも、早期の有効な対策が必要であるという思

いから、調査の実施をしたものと理解しております。 
全員協議会では市長から、今後の地方自治の方向性、いわゆる道州制への移行が不可避であ

ること、もうすぐ先に大きなプロジェクトである、ごみ処理場の整備等の大きな行政課題も抱

えていること、さらに財政状況も勘案した中での調査の説明がされておりました。 
現在の状況を総合的に考えますと、旧峡東病院の改修を計画に沿って進めていくことが適切

であると思われますが、市長の決断をお伺いいたします。 
次に、都市再生交通拠点整備計画についてお尋ねいたします。 
石和駅前土地区画整理事業もいよいよ最終段階に入り、平成２０年度末の完成予定を目指し

て整備が進められてきております。 
笛吹市の交通拠点であり玄関口である石和温泉駅の整備については、地域住民はもとより、

市民の皆さまからの強い要望が多数寄せられております。 
わが笛政クラブといたしましても、山本議員、宝議員の議会での質問をはじめ、これまで継

続して提言を行ってまいりました。 
市としても、ＪＲとの協議を重ねる中で検討会議を設けて具体的な調査にあたり、いよいよ

石和温泉駅および周辺整備事業として、平成１９年度マニフェストにも位置付けられ、先月、

議員に対しても詳細な計画の説明がされました。 
また、今後、平成２０年度から５年間で、まちづくり交付金事業として実施するため、要望

書の提出に関連した費用も新年度予算案に計上されております。 
観光都市にふさわしい玄関口としての駅、あるいは、市民の日常生活を支える交通拠点とし

ての駅が、利便性が向上し、誰からも親しまれる駅に生まれ変わることは強く待望され、大変

有意義であると受け止めております。 
これからの事業スケジュールとして、基本計画策定のための計画案が、これはパースとあり

ますから、平面図を立体的におこした具体的な空間イメージができるレベルのものということ

になると思いますが、これが３月に原案をまとめる予定となっております。 
そこで、駅舎改築、南北自由通路の新設と併せて駅周辺の整備も検討されておりますが、駅

の北口、北側の整備について、地域住民とのコンセンサスも十分図りながら、将来的な構想を

さらに検討していく必要があると感じておりますが、これまでの検討も踏まえ、本計画・事業

についてお伺いいたします。 
次に、教育と子育て支援策についてお尋ねいたします。 
先ず、保育所に導入した指定管理者制度の状況についてお聞きいたします。 
昨年度、石和第三保育所と第四保育所に応募した法人を指定管理者として指定し、業務開始

は１年の猶予を持たせ、今年４月からの開始に向けて準備を進めてきているものと理解してお

りますが、その後の状況はどのようになっているのでしょうか。それぞれの保育所の現状と今

後のについてお伺いいたします。 
先般、２月２１日、厚生労働省が発表した人口動態統計の速報によると、２００６年（平成

１８年）に生まれた子どもの数は、外国人も含めて約１１２万人余りとなり、いわゆる合計特

殊出生率も過去最低だった一昨年の１．２６から、４年ぶりに１．３を上回る数値となること

が見込まれております。 
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年明けの国会では、厚生労働大臣が産む役目の人に、１人頭で頑張ってもらうという発言が

ありまして、さまざまな議論が巻き起こりましたが、これからの人口減少社会を展望するとき

に、少子化に対する施策はそのようなものではなく、いかに子育てに対する支援を行うか、若

い世代の人たちが子どもを持てる、持ちたいと思えるような環境を整備するか、そうして子を

持つ男女がしっかりと仕事をしながら夫婦で、家族で、地域で子どもを育てていかれるために、

いかに多面的なサポートをしていかれるのかということが重要であると考えます。 
そこで、既に取り組みを開始しておりますファミリーサポートセンター事業について、今年

開催された、キッズサポーター養成講座の状況も含めて、その進捗状況と今後の具体的な事業

内容をお尋ねいたします。 
ところで、市では先ごろ、市内在住の義務教育を受けている、または将来受ける可能性のあ

る子どもの保護者を対象とした、通学区域に関するアンケートを実施したと聞いております。 
学校教育の問題は、特に学齢期の児童生徒にとって、心身ともに大変な成長を遂げる時期に

あり、昨年１２月、教育基本法が改正、施行されたわけですが、人格の形成、機会均等といっ

た根幹の部分、次代を担う子どもたちをはぐくむ環境を充実し整備をしていくということは、

どのような状況にあっても変わりのないことであると考えます。 
平成の時代に入ってからは、週五日制への移行、生きる力を育てる教育、総合学習の時間の

導入、ゆとり教育に伴う学力の低下、インターネットの活用などと、教育現場を取り巻く環境

はめまぐるしく変わり、一方、いじめ、不登校の問題や教員の指導力不足といった、看過でき

ない問題も増加してきております。 
そのような中で、学校の持つ機能は非常に重要、かつ、子どもはもとより保護者、さらには

地域住民にとっても影響の及ぶものであり、それだけに何か製造設計を変更するにも十分な議

論とエネルギーがいるだろうと感じております。 
通学区域、いわゆる学区の問題もそのうちの一つかと思いますが、例えば､家から近距離に小

学校があるものの、学区の関係でそこには通えない。かつては畑だったような行政区の境界の

ようなところも、宅地化され住宅ができ、隣の地区だったらすぐそこの学校に通えたが、これ

がかなわない、こうした声もいくつか聞いております。 
市としては、学区指定規則があり、学校の適正規模といった考え方もあり、あるいは教育現

場から寄せられる諸般の課題もありましょう。また、通学距離や通学時間に配慮する必要もあ

り、登下校時の通学安全も十分確保しなければなりません。さらに地域づくりの推進という観

点からは、小学校区というのが一つの枠組みとして想定され、事業に着手しようという状況に

あるわけですが、こうした状況の中にあって、今回行われたアンケートについて、また、通学

区域の変更等の検討について、現在の状況をお伺いいたします。 
次に、環境問題についてお尋ねいたします。 
私たちの経済活動の拡大が環境問題に及ぼす影響は大きく、情報化､グローバル化、家族構成

の変化や生活スタイルの変容とともに、環境問題の課題も変化してきているといわれます。 
笛吹市では、平成１８年度を「ごみ減量元年」と位置付け､市長のリーダーシップの下に、ご

みの減量化、環境に配慮したＢＤＦ燃料製造プラントの竣工など、鋭意環境問題に取り組んで

いるものと承知しております。 
特に、ごみのうち家庭から出される生活系のごみについては、可燃ごみの減量を中心として、

これを分別の徹底によってリユース、リサイクルに回す。あるいは、ごみ自体の発生を抑制す
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るリデュース、これは市でも生ごみ処理機やコンポスターの購入に２分の１の補助を実施する

などしていますが、さらに、今挙げた慣行用語の、いわゆる３つのＲに加え、笛吹市では、例

えばスーパーなどで買い物の際に、マイバッグを持参したり、レジ袋や過剰包装を断るなどと

いったリフューズを加え、４つのＲで取り組み、他の自治体に先んじているものと認識し、評

価しているところでございます。 
さらに、可燃ごみに混入している資源ごみのうち、容器包装リサイクル法の対象とする紙類、

ペットボトル、プラスチック製容器などの回収を行い、ミックスペーパーをはじめとしたリサ

イクルへと回すことで、減量化をさらに促進すべく回収回数の見直しも検討されていると伺っ

ております。 
そこで、この平成２３年３月末までの生活系可燃ごみの５３％減量の実現に向けて、ごみ減

量元年の状況、実績はどのような見込みがあるのか、併せて、５カ年の数値目標や、２年目と

なる平成１９年度からの取り組みについても、答弁を求めます。 
さて、先ほど堀内議員の代表質問でもありました、先月８日、境川町上寺尾地区の開発推進

対策委員会の方々は、市長のもとを訪れ、市を経由し峡東地区最終処分場整備検討委員会に対

して、可燃型処分場の建設を受け入れる応募書類を提出されました。 
また、昨年９月末には、甲府市では現甲府市環境センターの焼却施設等粗大ごみの処理施設

について、平成２２年度以降も４年間使用期限を延長することで、甲府市のごみ処理施設検討

委員会と合意をしております。 
今後は、そのごみの処理について県の廃棄物総合計画の見直しがされる予定の、ごみ処理広

域計画等とともに、ごみ・廃棄物の処理への取り組みが進展していくものと考えておりますが、

これまでの経過と今後の見通しについて市長の見解をお伺いします。これにつきましは、堀内

代表の答弁の中で聞いておりますので、踏まえながら答弁をしていただければ結構です。 
最後に、防災対策についてお尋ねいたします。 
昨年度、笛吹市では地域防災計画を策定し、これに基づいて職員初動体制の災害時行動マニュ

アルを作成すると伺っております。 
これは具体的にどのような内容のものであるのか、どういった災害の状況を想定したもので

あるのか等をお聞かせいただきたいと思います。 
年々、行政課題は複雑化してきており、一方で財源確保や行政改革といった、困難であって

も避けて通れない道を進んでいかなければならない状況に直面している中で、市長と市幹部職

員が中心となって行政評価を導入し、将来の方向性をしっかり見極め、縦割りの弊害をなくし、

施策を中心に据えた行政を進めていくという方針は、時代の要請に合致したものと考えます。 
感覚だけにおぼれて俳句を作ることは、金肥だけで作物を栽培することに似ている。金肥だ

けで作った土地はやせ細っていくのみであるとは、冒頭出ました飯田龍太先生の言葉でありま

すが、あれもこれもと行政にねだり、使い放題お金を使えるという状況ではなくなりました。

職員も市民も学習し、しっかり議論を重ねる土作りをして、市民と協働でみんなでつくる笛吹

市を、市役所も議会も一緒になって実現していかなければならないということを最後に申し上

げ、代表質問を終わります。 
○議長（中村善次君） 

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） 
笛政クラブ、志村勢喜議員の代表質問にお答えいたします。 

はじめに、平成１９年度予算編成にあたっての方針についてのご質問にお答えいたします。 

編成方針と財政運営の考え方ということで、いくつか具体的な項目でご質問いただきました

が、平成１９年度予算につきましては、三位一体改革による税源移譲によりまして市税は増加

いたしますが、所得譲与税や交付金は減少し、国庫支出金や地方交付税も減少が見込まれる状

況であります。 

また、歳出におきましては、少子高齢化対策をはじめ、環境問題への対応や都市基盤整備、

教育問題など、取り組むべき課題は山積しており、扶助費、公債費といった義務的経費は、ま

すます増加し、厳しい財政運営が今後も予想されております。 

こうした状況にありましても、多様化する市民ニーズに応え、限られた財源の中で行政サー

ビスの維持向上に努めていくことが求められております。 

こうしたことから、最小のコストで最大の効果が発揮できるよう優先度を明確にして、施策

の展開を図れるよう心がけ、予算編成を行ったところであります。 

ご質問のうち、はじめの財政運営の展望と課題につきましては、地方分権が進む中で税源移

譲による市税の増加が、国庫補助や交付税の減少をどの程度補えるかを見極めながら、市税を

中心とする自主財源の確保策が大変重要な課題であると思われます。 

また、歳出面におきましては、集中改革プランを着実に実施していくことが、コスト削減に

結びつくものと考えております。 

次に、予算編成の政策的な重点ポイントとして枠配分予算の効果と方向性、「財政指標の変化

と新年度の目標です。 

枠配分予算は、各部局の裁量の強化と主体的な事業の展開を図りながら、すべての事務事業

について、成果の検証を実施し自主的な見直しを行うことにより、経常的な経費を抑制し、よ

り市民満足度の高い事業に財源の重点的配分を行うことができるものと考えております。 

今後は、事務事業評価の導入により、評価結果を翌年度以降の予算編成に反映することで、

費用対効果の高い行政運営に転換していきたいと考えております。 

また、財政指標の変化と１９年度予算編成における目標設定については、財政指標の中で特

に重要視される実質公債費比率が、平成１７年度決算で１４．２％となっておりますが、地方

債の発行にあたり国の許可が必要となる１８％を一つの基準数値としてとらえております。 

なお、当年度の自主財源を基本とする歳入見込みの中で予算目標額を設定し、編成作業を行っ

たわけですが、厳しい状況の結果として、前年度と同様に７億円余りは基金からの繰入金を行

うこととしております。 

次に、財政健全化の考え方についてですが、地方分権三位一体改革により、国庫補助負担金、

地方交付税、地方譲与税、特例交付金等が廃止、縮減されており、所得税から個人住民税への

税源移譲により市税は増額することになっておりますが、これは市の収納体制にも大きく関わ

るものとして、徴収率のアップを図れるような体制の中で、自主財源を主体とした歳入構造に

改めていく必要もあろうかと考えております。 

さらに、行財政改革大綱による集中改革プランの実施により、スリム化を図りながら、改革

項目、目標の達成度を公表することにより、市民と一体となった改革を進めていきたいと考え

ております。 
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続きまして、市政３年目を迎えて行政運営全般の方針についてお答えいたします。 

はじめに、長期総合計画の策定状況、計画の性格、スタイルなどですが、現在、策定作業を

進めている笛吹市総合計画につきましては、長期的な展望に基づく総合的、計画的な市のまち

づくりの指針となるものであり、各種部門計画の基本となる市の最上位計画でもあります。 

計画策定にあたっては、合併時に策定された「新笛吹市基本計画」が、新市の建設を総合的

かつ効果的に推進することを目的とし、市内の速やかな一体化の推進と、住民福祉の向上を図

り、地域の均衡ある発展に資するよう適切に配慮されたものであると同時に、合併に伴う財政

支援を受けるための重要な計画であることから、この計画を包含し、さらに新たな市民ニーズ

を取り入れることを基本的な考え方として計画策定を進めております。 

なお、厳しい財政状況の中ですが、的確な財政見通しの下、実行性の高い計画にしていきた

いと考えております。 

また、総合計画は基本構想および基本計画、実施計画をもって構成することといたしており

ます。 

計画期間については、基本構想を平成２０年度から２９年度までの１０年とし、基本計画に

ついては、前期基本計画を平成２０年度から２４年度まで、後期基本計画を平成２５年度から

２９年度までのそれぞれ５年間といたします。 

また、実施計画については、計画期間を３年とし、毎年度見直しを行うローリング方式によ

り、事業の進行管理を行うこととしております。 

具体的な作業といたしましては、幅広くご意見やご提案をいただくため、これまでに市民ア

ンケート調査や出身者アンケート調査、こども議会、女性議会、各種団体インタビュー調査等

を実施いたしました。 

現在は人口や産業、土地利用等基礎資料の収集・分析を行うと同時に、将来フレームの検討

を行っているところであります。また、市民ワークショップでは、市民の視点から、今後優先

的に行うべきプロジェクトの提案をいだくため、合計７回にわたりご検討をいただいていると

ころであります。 

このように計画策定に際しては、多くの市民の皆さんに参画をいただいているところであり、

これらから得られたご意見やご提案などを貴重な資料として、計画策定に携わってまいりたい

と考えております。 

今後は、「新笛吹市基本計画」に掲げられている施策に対する関係各課のヒアリングなどを実

施し、庁内の計画策定組織であります、総合計画策定本部にて計画の原案づくりに向けて検討

を重ねてまいります。 

また、来年度には、庁内で検討いたしました基本構想案、基本計画案について、４月から１０月

にかけ、笛吹市総合計画審議会でご審議をいただくと同時に、市内約１０カ所による市民ミー

ティングやインターネットなどを利用したパブリックコメントを実施する中で、成案化を図っ

てまいりたいと考えております。 

基本構想につきましては、１２月議会へ上程してまいりたいと考えております。 

今後も、市の将来像であります｢躍動するふれあい文化都市｣の実現に向けた、総合計画の策

定に取り組んでまいりますので、ご理解をお願い申し上げます。 

次に、行財政改革の進行状況についてですが、昨年３月、ヒト、モノ、カネ、情報を効果的

に活用し、簡素で魅力的な市政を実現するため、「第1次笛吹市行財政改革大綱」を策定いたし
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ました。また、その中でも特に財政面での改革を推進するため、具体的な数値目標を定めた「笛

吹市集中改革プラン２００５」を策定し、公表したところでございます。 

その後、いわゆる公共サービス改革法等が成立・施行され、これを受けて総務省は、８月３１日

付けで、地方公共団体における行政改革の更なる推進のための指針を示しました。 

そこで、本市におきましても、当指針に示された市場化テストの導入や、連結決算バランス

シートの作成といった改革内容を加えた「行政改革実施計画」を策定しました。 

本実施計画は、行政面での改革について各課が考えた取り組みをまとめたもので、具体的な

進め方と工程表とから構成されています。 

この実施計画により、行政改革大綱の具体的な改革に定めた改革の進捗状況を管理していま

す。年度途中ですが、平成１８年度に予定している改革は４０項目あり、そのうち３６の改革

に取り組んでいるところであります。これにより、平成２１年度までの５年間で実施する５５の

改革のうち、１９の改革が終了したことになります。 
続きまして、集中改革プランの進捗状況ですが、まず、定員適正化計画の実施については、

旧芦川村職員と東八広域消防職員の受け入れに伴い、平成２２年度当初の職員数を５６０人か

ら６５７人に変更しました。これにより、平成１７年度当初から１９年度当初までの削減目標

も３６人から５４人に上方修正いたしました。年度途中ですが、平成１９年度当初までの削減

目標は１００％達成できる見込みであります。 

続いて、市税納税率の向上の進捗状況ですが、平成１８年度は、収税課や市税等収納率向上

対策本部を設置するなど収税態勢を強化し、臨戸徴収や滞納処分、滞納者の実態把握に努めて

まいりました。平成１９年度には、滞納者に対する早め早めの対応ができるよう滞納整理シス

テムを構築し、このシステムを活用し、新たな滞納を増やさないよう努力してまいります。 

続いて、事務事業の再編整理に伴う行政評価制度の導入についてですが、先月１６日、全職

員を対象とした行政評価研修に市議会議員各位をご招待申し上げましたところ、大勢の皆さま

にご出席いただき、誠にありがとうございました。当研修において、行政評価の必要性を改め

て認識していただけたのではないかと思っております。 

さて、行政評価制度の導入状況ですが、昨年４月に庁内ワーキンググループを設置して、事

務事業評価制度の検討や職員研修を実施してきました。１２月には、各課長にすべての事務事

業について評価表の作成を指示し、これから個々の事務事業の評価作業に移っていくところで

あります。進捗状況につきましては、十分な態勢で臨めなかったこともあり、目標とする工程

に若干の遅れがでています。 

行政評価制度は市役所の仕事の考え方を、これまでのように「いくら予算を付けたか」では

なく、「いかに成果を上げたか」に変えていくものであり、とても大きな行政改革になります。

この制度が正しく機能すれば、市役所職員が市民の視点で仕事に取り組み、市民第一主義の市

政が実現するものと考えています。 

制度を正しく導入していくためには、かなりの期間を要し、相当の事務量が見込まれますの

で、平成１９年度以降、さらに力を注いでいく予定であります。 

続いて、公共施設運営の見直しについての進捗状況ですが、現在、芦川町の公共施設を除き、

２９施設に指定管理制度を導入しており、平成１８年度までの目標を１００％達成しておりま

す。 

日本全体の債務残高が千兆円を超える厳しい財政状況の下、躍動するふれあい文化都市を実
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現するため、市民第一主義の行政改革に前向きに取り組んでまいりたいと考えております。 

次に、職員の意識改革についての質問にお答えいたします。 

行財政改革を行うためには、職員一人ひとりが今日の厳しい財政状況を認識して、慣例にこ

だわらず改革・改善に向けた行動を起こすことが大切であり、そのためには、職員の意識改革

が重要であり、「意識改革なくして改革の目標達成は困難である」ことを認識し、取り組んでい

るところであります。 

職員の意識改革を推進するためには、能力開発と人材育成強化のための職員研修の実施や、

行政評価制度、人事評価制度、自己申告制度、昇任・昇格制度、提案制度等の改革制度の導入

により、意識改革を図っているところです。 

また、地域活動への積極的な参加や、民間経営感覚の習得等による意識改革などに取り組ん

でいるところです。 

今後も、市民の視点に立った市民満足度の高い行政を追求し、職員の意識改革の推進に努力

してまいりたいと考えております。 

次に、笛吹市の一体感の創出に向けた取り組みについてのご質問でございます。 
現在、笛吹市が誕生いたしまして、教育、福祉、産業、インフラ整備など全般にわたって、

全市的な観点からの事業展開を行っております。 

これらの取り組みの中で、各種機関や団体も一本化され、その活動の中で徐々に笛吹市民と

しての一体感も醸成されていくのではないかと、期待をしているところであります。 

また、笛吹市の一体感の創出に向けた取り組みについて、これまでの具体的な施策としては、

「市の木、花、鳥」など市のシンボルの制定や、「桃・ぶどう日本一」の宣言などがございます。

市民としてのまちづくり意識や誇りを持っていただくなどの効果もございます。 

今後は、さらなる行政への参加・参画の推進や、市民と行政との協働のまちづくり活動、お

よび各種の市民活動を通じて各地域間の交流を促進するなど、さらに一体感の醸成に向けた取

り組みに努力してまいりたいと考えています。 

続きまして、主要な施策についてのご質問にお答えいたします。 
はじめに、観光・農業施策についてのご質問です。 
観光施策については、平成１８年８月策定された「新笛吹市基本計画」の中にも、笛吹市の

玄関口である石和温泉駅の周辺の整備の位置付けがなされるとともに、笛吹市都市再生交通拠

点整備計画の検討も進められ、石和温泉駅の整備、アクセス道路の整備、散策路等の整備の具

体的な整備計画が方向付けされ、平成１９年度において実施に向け作業が図られております。 
また、笛吹市にとって観光は重要な要素であり、果樹振興の有機的な連携と、地域が誇れる

多様な歴史文化施策を生かした観光の振興に努めていきたいと考えております。 
また、現在の産業経済部も産業観光部に改め、観光商工課も観光企画、観光振興（観光連盟）、

商工労働担当にそれぞれ分担をしまして、いままで行ってきた事業、イベントにおいても、よ

り効果的に活動ができるよう、人員配置においても検討を進めてまいりたいと考えております。 
次に、観光連盟の活動状況についてであります。 

観光連盟につきましては、昨年の４月に設立され、笛吹市観光連盟として活動を実施してま

いり、1年が経過しようとしております。 

その間、連盟役員会において連盟のあり方、組織、業務、体制、および法人化に向けての検

討を重ねてまいりました。 
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観光連盟主催の事業としては、ハウス桃園の開園、桃の花まつり、桃の花バス等の実施、観

光客誘客促進事業として桃の花配りキャンペーン、県主催観光キャンペーンへの参加、訪日教

育旅行団の受け入れをはじめ、外客へも力をそそいでまいりました。その他ヴァンフォーレ甲

府支援事業、観光研修会開催も行い、各観光協会各位の皆さまをはじめとして積極的に参加、

協力をいただいております。 

また、教育委員会にも協力を要請し、笛吹市武田氏マスター、千年の都ガイド学習会を開催

して、ボランティアガイド育成に向けて活動中であります。 

次に、農業・景観の保全、観光産業との協働のご質問でございます。 

農業の実態につきましては、農業従事者の高齢化をはじめ担い手不足や、農地の遊休化等々

の課題がたくさんございます。 

当面する農業振興にかかわる活動のあり方として、今年度、ＪＡをはじめ農業関係機関の担

当者に農業の調査機関を含めて、農業振興行動計画の策定に取り組みました。 

具体的な内容としては、営農支援機能の集約と推進体制の整備を図るための、農業経営支援

センター的な組織の設置に向けた具体的な検討をはじめ、シルバー人材センターと連携を図る

援農システムの構築や、作物振興と有利販売等、施策の展開として１７項目を掲げ、今後３カ

年の農業振興にかかわる具体的行動目標をここで策定いたしました。 

今後、この策定にかかわった農業関係機関が、相互に計画に示された役割分担のもと、密な

る連携を図り、具体的な事業実施に向けての取り組みを図っていきたいと考えております。 

また、果樹産地の１０年後の姿を描く「果樹産地構造改革計画」の策定作業が、ＪＡを中心

とする農業関係機関で構成する産地協議会で取り組みが進められており、詰めの段階となって

おります。 

この中には、担い手の考え方と確保の方法や販売戦略と、具体的な販売目標、また、品目品

種の生産計画などが盛り込まれることとなっております。 

これからの農業経営に関する各種の事業実施についての、具体的な国や県に関する支援措置

については、この計画に基づいて実施がされることとなっております。 

ＪＡ笛吹との連携で、今年の出荷箱には「桃・ぶどう日本一と温泉の郷、山梨県笛吹市」が

入ることとなりました。 

以前から共同で取り組んでおります、都市に向けての果実の消費拡大宣伝はもとより、農業

生産にかかわる特産物は、地域の貴重な資源として、観光をはじめ、市のＰＲの材料としての

活用が図れます。 

観光産業、石和温泉組合、ＪＡ等々との連絡会などにより、なお一層の連携のもと、施策の

展開に向けて積極的に取り組んでいきたいと考えております。 

次に、旧峡東病院改修に関する費用、活用方法等についてのご質問にお答えいたします。 

昨年７月の臨時議会において、予算の議決をいただき、病院建物周囲のボイラー室、煙突等

付属施設の取り壊しを行いました。 

その後、改修計画基本調査を行い、概要と概算見積りが出来上がり、２月２０日には総務常

任委員会に報告したところであります。 

旧峡東病院は、昭和４５年に完成された建築物で、新耐震法の施行以前のものであり、耐震

改修が必要となります。また、病院から事務所とする場合には用途変更となりますので、想定

加重の変更もあります。そのため、耐震補強方法として、外枠工法で行うことになります。こ
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の工法により、既存建物の負荷を軽減させ活用することができます。 

活用方法につきましては、事務所として活用するよう配置の再検討をしているところです。 

概算工事費としては、建築、電気、機械設備、移転費等を合わせて５億５千万円前後が見込

まれております。 

次に、都市再生交通拠点整備計画についてのご質問でございます。 

現在、進めております駅舎を中心とする一体性を持たせた石和温泉駅周辺整備事業を、国土

交通省管轄のまちづくり交付金事業として実施することを視野に入れ、石和温泉駅周辺整備推

進委員会を設置し、協議、検討を重ねているところであります。 

今後は、周辺住民の方々との合意、ＪＲとの協定等が必要であると考えております。 

今年度中に策定する基本計画を基に、交付期間、まちづくりの目標、目標の実現状況を定量

化する指標、交付期間内に実施する事業等を記載し、その計画に基づいて総合的・戦略的にソ

フトやハ－ドのさまざまな事業を連携的に実施し、地域の創意工夫を生かしたオ－ダ－メイド

型の計画を図れるよう、都市再生整備計画書を作成し、１９年度に国の次年度予算への本要望

の採択、２０年度から２４年度の５年間で事業の実施を行うよう取り組んでまいります。 
次に、教育・子育て支援についてのご質問のうち、保育所の指定管理とファミリーサポート

事業についてお答えいたします。 
保育所への指定管理者制度導入につきまして、本年４月から石和第三保育所が指定管理者導

入保育所として、社会福祉法人宮前保育園により運営がスタートいたします。 

指定管理導入による急激な変化や児童への影響のないよう、これまでの保育内容を継続しな

がらも、保護者会での合意のもとに、給食については特色ある宮前方式を導入することとし、

アレルギー対応食や離乳食、病後児対応食など、きめ細かい対応を導入し、完全給食について

も試行期間を設けて実施することとしております。 

また、午後７時までの延長保育や一時保育の実施など、保護者の要望に沿った特色ある運営

に向け準備を進めております。 

指定管理者となる宮前保育園は、長年にわたり優れた保育所運営の実績を持っており、指定

管理者として安心して任せられる事業者であると期待しております。 

なお、市内には公立保育所が１４保育所ありますが、今後も、的確にニーズを把握するとと

もに、十分な話し合いの場をもちながら、公立保育所への指定管理者導入を進めてまいりたい

と考えております。 

次に、ファミリーサポートセンター事業についてでありますが、核家族化が進み、夫婦共働

き家庭が増加する中で、行政・地域・家庭が連携をとりながら、子育てを社会全体で支えてい

く必要性があります。 
市では、平成１９年度から、子育て支援の新たな取り組みとして、ファミリーサポートセン

ター事業を実施いたします。 
この事業は、育児等の援助を受けたい方、いわゆる依頼会員と、援助をしていただける方（提

供会員）による相互会員組織として、ファミリーサポートセンターを立ち上げ、市民が仕事と

育児を両立し、安心して働くことのできる環境づくりを推進するための新しい取り組みであり

ます。 
事業の拠点となりますセンター事務所は、当面、ふれあいの家内に設置し、

専門のアドバイザーを配置し、事業推進を図ってまいります。ふれあいの家は、
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旧石和保健所であります。 

次に、環境問題についてのご質問にお答えいたします。 

まず、ごみ減量状況ですが、平成１８年４月から１２月までの可燃ごみ収集実績量は約８，

５００トンで、今年度の推計量は約１万１，４００トンとなる見込みです。 

昨年度の可燃ごみ収集量は約１万２，２００トンであり、今年度の年間推計量約１万１，

４００トンから見ると８００トンの減、率にいたしますと約６．１％の減となりますが、スロー

ガンで揚げている、ごみ減量５３％までにはさらなる努力が必要となってまいります。 

収集量においては、先にも述べたとおり可燃ごみについては約６．１％の減となっておりま

すが、資源物等を含む全体の量を見ると、昨年度収集量約１万４，４００トンに対し、本年度

推測収集量は約１万４、９００トンとなり、約３．５％の増となります。 

この結果、環境に悪影響を及ぼす可燃ごみは減少しているものの、資源物等が増加している

ため、市民の分別浸透が図られていることがうかがわれます。 

次に、最終処分場についてでありますが、去る２月８日、上寺尾区より、峡東地区最終処分

場整備検討委員会宛に、公共関与による最終処分場誘致の応募があり、この応募書類は市を経

由して整備検討委員会に提出する運びとなっております。その後、県・山梨市・甲州市および

当市で構成しております、峡東地区最終処分場整備検討委員会での協議となり、処分場建設の

可能性を見極めながら結論付けが行われる運びとなります。 

次に、防災対策についてのご質問でございます。 

笛吹市地域防災計画は、市防災会議委員の皆さまのご尽力により、昨年６月に策定すること

ができました。 

昨年度から各区長会を通じて、防災についての啓発を進めてきております。 

市では、平常時から発災時の応急対策を迅速に行うため、地震防災に関する組織・施設の整

備や、必要な物資および資材の備蓄などを計画的に実施しております。 

また、発災初動期に重要な地震情報や被災状況の迅速な伝達を行うために、市防災行政無線

の通信強化に努めるため、１９年度はデジタル統合化に向けて実施設計を進めていきたいと考

えております。 
また、本年度は緊急対応の職員体制につきまして、発災時の市職員の行動を示した「職員初

動体制」を全職員に示してきました。 
初動体制は、通常業務の職員配置とは異なり、各職員は在住地域の各部署に駆けつけるよう

になっていますが、現在、班ごとの詳細な行動計画や防災関係機関および事業者との協定書作

成について、取り組みを進めております。 
しかしながら、災害予防の一番の担い手は、なんと言いましても「自らの地域は自ら守る」

といわれていますように市民一人ひとりであります。 

本年も昨年に引き続き市の統一した防災訓練を実施するとともに、防災教育など行政区を対

象とし防災意識の啓発を図るよう、取り組みを進めてまいります。 

さらに、本年度は自主防災組織防災設備整備費補助事業を実施し、行政区での防災備品等整

備に活用していただいております。１９年度につきましても、引き続き行政区の防災設備の充

実を図り、かつ地域消防団との連携強化を図りながら、災害時の「自助」「共助」部分である地

域防災対策の強化に努めていきたいと思います。 

以上で、答弁とさせていただきます。 
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 なお、主要な施策、教育・子育て支援のご質問のうち、通学区域の関係につきましては、

教育長よりお答えさせていただきます。 

○議長（中村善次君） 

芦原教育長。 

○教育長（芦原正純君） 

笛政クラブ、志村勢喜議員の代表質問、主要な施策、教育・子育て支援についてのうち、通

学区域についてお答えいたします。 
小学校の通学区域につきましては、既にご承知のとおり、合併以前は近隣に小中学校があっ

ても、それが他町村立の学校であったり、地域ごとに指定されている通学区域外の学校であっ

た場合、基本的にそれらの学校への通学は認められておりませんでした。 

それらを背景に、合併協定項目の「小中学校等の通学区域等の取り扱い」には、当面は現行

どおりとし、区域境の地域については弾力的運用に努め、新市において、児童生徒数の動向を

踏まえる中で、各学校の適正規模や、適正配置の検討とあわせて通学区域の見直しを行うとの

方針が示されました。 

これを受け、昨年５月、山梨総研と調査委託契約を交わし、１０月には１６名のメンバーか

らなる検討委員を委嘱、同時に通学区域検討の諮問を行いました。 

現在、市民からのより多くの考え方を見直しに反映させるため、小中学生、保護者を対象に

アンケート調査を実施、回収も終了して分析に入っている段階であります。 

アンケート調査の対象者が広がったため、当初予定していました１８年度終了予定のこの事

業は、１９年度に繰越しとなりますが、いずれにいたしましても、今後の笛吹市の教育の根幹

ともなる事業でもありますので、諸事情を勘案する中、慎重の上にも慎重を期し、作業を進め

てまいりたいと考えております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（中村善次君） 

再質問を許します。 

志村君。 

○２３番議員（志村勢喜君） 

大変、丁寧に答弁をしていただきましてありがとうございました。 

先ほどの市長の答弁の中で、予算編成あるいは行財政改革等の行政運営については、市長の

方針が行動的で、また、リーダーシップを持って進めていただいているということで、私ども

も、職員の皆さんが研修をする中で、議員のほうも研修をさせていただいたりということで、

その姿勢は十分うかがえまして、笛吹市が本当にこれからの地方自治体の行政の役割というよ

うな部分で、本当に進んできているのではないかということを私は感じておるところでござい

ます。 

予算編成の中で１つだけ、そういう観点に立って、行政評価をしながら、その評価をしたも

のをまた次年度の予算に生かしていくというような方向で、枠配分方式等が進められているわ

けですが、いずれにいたしましても、どの所管においても施策の重要性、あるいは優先性、あ

るいは必要性というようなものを評価しながら、施策の展開をしていくという、各部局の自主

性によって予算の実施ということでございますけれども、そうした中で、非常に小さい身近な

ことの要望等が役所のほうへたくさん、区長さんあるいは市民の皆さんから直接要望している
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というようなことが、たぶんたくさんあるのではないかということで、１８年度の当初につい

ても、市長の予算編成あるいは事業執行にあたって、できるだけそうしたものを重点的に考え

ながら、施策を進めていくというふうなお話があったわけですが、そういう観点から１９年の

予算編成も、主要施策の中に当然、地域住住民あるいは区長さん方から要望されているものが、

主要施策として入っているわけでございますが、そのへん非常に身近な細かい、いわゆる自主

財源でやらなければならないというものも、市民の側に立てば非常に痛切といいますか、身近

に感じている問題でございますから、そういう声は私のほうにも入っていることでございます

から、そういう点について、これは各部がそれなりに優先順位を付けながら進めていくとは思

いますが、ちっと聞いてみますと、たくさんあるというようなことでございますから、また、

ぜひそのへんも考慮しながら、あるいは、補正とかいろいろな形の中で考えていただきたいと

いうこと、これは要望ということでお願いしておきたいと思います。 

今も話をしましたように、非常に行政が改革されてきたという中で、行政評価のことですが、

特に行政評価を進めていく、その事務事業の評価、そういうものが私どもは議会を通してかな

り理解もしてきているということでございますが、それを市民に、役所のほうではこういう形

で今から行政は進めていく、こういう形の改革をしているというようなことを、これはたぶん

ホームページを通じて公表されているのではないかと思っておるわけでございますが、ただ、

今の段階ではインターネットの利用者が、そうは言っても、まだまだ少ないと思いますので、

当然広報、あるいは、ほかのペーパー等での公表をぜひ進めて、市民にも十分周知をしていた

だくような考えがあるかどうかということをお伺いしたい。 

次に、笛吹市の一体感の取り組みということで、市長のおっしゃるとおり、市のシンボルの

制定がされ、あるいは、桃・ぶどう日本一の郷というような、また、甲斐の国千年の都、果実

と温泉の郷といったふうな、非常に素晴らしいキャッチフレーズがあるわけですが、市民にも

こうした魅力を十分知っていただいて、自覚を深めていただくと。また、市民も一人ひとりが、

市長が、また市の関係者、あるいは議員が思っているように、市民一人ひとりが笛吹市の営業

ができる、いわゆる、そういうおもてなしができるような人材を育てていくような取り組み。

例えば、「観光おもてなしの心」とか、あるいは「笛吹市の魅力発見」とか、あるいは、笛吹市

の各そうしたところを巡る「スタンプラリー」、これはほかの宗教団体なんかもやっているよう

ですが、そうしたような取り組みを考えながら、市民がそういうことを楽しみながら学んでい

かれるような、そういう笛吹市の一体感、市民がそうした一体感を持てるような取り組みは、

いかがかなということでお聞きしたいと思います。 

それから、観光と農業の関係で、特に農業の振興ということで、先ほどの市長の答弁の中で、

非常によかったと思っているのは、１９年度、農業振興指導体制検討事業というものに取り組

んでいただけるということで、これは３年間かけて、まず基本計画を作っていくということだ

と思いますが。これは若干、私の主観も入ってくるわけでございますが、本当に観光と農業と

いうことで、笛吹市の観光が長く続いていくには、やはり笛吹市の持続性のある農業を続けて

いかなければ、なかなか自然の景観、そうしたものが非常に大事だという観点の中で、実は、

この間、衆議院の予算委員会の集中会議を聞いていましたら、農業問題というのは中山間地を

含めて、今日本の食糧自給率ということを兼ねながら、特に中山間地の農業というのは崩壊し

ていってしまうのではないかということを国会の委員会で、私もたまたま聞き、そんなことを

国会で話をしているのかということを思ったわけです。 
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その内容は、犬の放し飼いを禁じているのは日本だけではないかと、外国では犬なんかは放

して、災害を防いでいるんだということを議論しておりました。ですが、国的には犬をつない

でおかなければいけないという、そういうものはないと。ただ地方自治体が条例でしていると。

国とすれば狂犬病の予防注射の決めはあるけれども、そういうことはないと。言ってみれば、

その話を聞いてみまして、それだけ農業の環境が非常に深刻な状況にあると。これはこの笛吹

市は、来年度の予算書を見ても、中山間地の直接支払いという交付金は１，２００万円くらい

ですから、それほどはそういうようにはないかと思うわけですが、そうは言っても、イノシシ、

クマ等々の対策のために今年もたくさん組んで、中山間地の農業をなんとか守っていかなけれ

ばならないというようなことで、本当にこれは一つの国策といいますか、ほかの企業との兼ね

合いの中で農業政策が、そういう状況の中で追い詰められてきたというようなことではないか

と。 

私は、先日うちの委員会で釈迦堂遺跡博物館を研修してきました。そのときに向こうの中山

間地はいいところだなと、いい景観だなと。ここから今１０日、２０日経って咲いてくるこの

桃源郷は、本当に農業を守っていかなければ自然の景観が保たれないということを痛切に考え

たわけです。 

そうした中で、今回のこの農業振興指導体制検討事業というのは、そのマニュアルを読ませ

ていただきますと、そういう点で農地を守るためには、いままでも施策といいますか活用をし

てきているわけですが、法人化とかいろいろあるわけですが、それがなかなか構築されていか

ない。 

そうした中で、今度はこういう一つの拠点整備をしながら、併せて農業観光を守っていくと

いうことで、こういう事業を１９年度から進めていくということは、非常にうれしいわけでご

ざいます。その中に一つだけお願いしておきたいのは、農業政策の中へも、それは自分たちで

やれと言えば、それはそうかもしれませんけれども、ある面では教育の指導主事とか、あるい

は、福祉のほうの専門職とか、こういうものがここまできてしまうと、農業の事務的な仕事は

職員が立派にしていただけるわけですよ。ですけれども、本当に現場で担い手をどうつくって

いくか、シルバー人材センターに応援していただいたり、団塊の方たちに活躍してもらったり、

そういう担い手をどういうようにしてつくっていくというのは、やはりそういう専門の指導者

がいないと、なかなかできないのが実態です。今、農業後継者は本当に作れない方のものをつ

くってあげたり、中山間地へ行けば集落農業、できない人のお手伝いをしながらやっていくと

か、そして、できる人が借りながらやっていくとか、農地利用集積とかいろいろあるわけです

が、そういうものをやっていくのには、こういう中へこれからは専門に、それに携わる人材を

考えていただきたいなということを要望しておきます。 

ちょっと話が長くなって申し訳ないですが、たまたま私のほうの会派は時間がありますから、

ちょっと我慢していただいて。 
実は、今の農業情勢はそういうように違っていて、私が高校を卒業したころは産地間形成、

産地を作るために、私は旧石和町の富士見です。当時、私が３３年に昭和３３年に高校を卒業

して、ちょうど果樹へ転換をしていくときでございまして、富士見村がどういう基幹産業をやっ

ていくかというときに、実は、今の荻野市長のお父さんは農業の専門職で、富士見をどういう

ようにしていくのかという、その役場の専門職として真剣に取り組んできた。ここに農業委員

会長さんもおいでになります。農業委員会長さんも私も、荻野市長のお父さんが先頭に立って、
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今の長野県の小布施町へ、あの当時の小布施町はリンゴ一色の町でした。そこへ研修に入って

その産地をつくっていこうじゃないかということで、そういう構造をつくっていくには、指導

者、リーダーがいることが必要だなという観点に立って、ぜひ、これは農業だけを守るという

ことではなくて、できるだけ農地を守っていこうということだけではなくて、この峡東地区の

自然の景観が観光にとっても一番資源として結びついている。そして、一番持続的に笛吹市の

観光と農業が直結していって長く、日本一の桃、日本一のぶどうの生産量という形の中で、笛

吹市をＰＲしていけるのではないかと思っておりますから、非常にこの施策についてはありが

たいと思っております。 
ぜひ、そのへんを要望しながら、この点についてはひとつ、勝手に私の主観を入れながらお

聞きをしたわけですが、ちょっと時間が長くなってしまいましたが、ここまでを再質問として、

あとは再々質問としてお聞きしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 
○議長（中村善次君） 

市長、荻野正直君。 
○市長（荻野正直君） 

志村議員の再質問にお答えいたします。 
市民要望については、要望ということでございますから、基本的な考えだけちょっと申し上

げますと、市民要望につきましては、現在たくさんの要望がきております。出していただく基

準として、それぞれの地域の中でも、優先順位を付けて出していただきたいということを一つ

お願いしております。なおかつ、今私が思いますに、これからどういうふうな形になっていく

かまだ分かりませんけれども、できる限り小学校区を中心とした自治組織をつくっていただき

たいと、こういうお話もしてございます。いわゆる、出してきたものの中でも、なおかつ優先

順位というような形で出していただけるような、そういう体制を今後目指していきたいと思い

ます。 
と申しますのは、先ほどから再三そういうお話が出ますけれども、やはり限られた範囲内の

予算の中でやっていく。なおかつ、市民が納得できる仕事のやり方というのは、地域の皆さん

方に優先順位をつけていただいた、そのことを優先的にやっていくということが基本ではない

かなと思っております。 
次に、行政評価についてでございますが、過日、勉強会もさせていただきました。このこと

をどういうふうに市民にアピールしていくかということでございますが、その一つが、市長と

部長で書いたマニフェストでございます。 
と言うのは、やはり分かりやすく、そして評価がしやすい状況で市民にお知らせしていくと

いうことが、一番ポイントではないかと思います。いくら予算書ができても、分厚い予算書を

市民全部に配るわけにいきませんし、それから、あまりおおざっぱに概略説明しても、ご理解

いただけないというふうに思いますから、今回そういう試みをさせていただきました。 
年度末が半分怖くもあり半分楽しみでもありと、こんな状況でございます。 
なおかつ、もちろんホームページでもこれにつきましては公表させていただきますし、一番

願っておりますのは、今、市内でＣＡＴＶ、きらめきテレビ（株）を設立していただきました。

一日も早く、このきらめきテレビが全市にＣＡＴＶの放送ができて、今日も生放送で市民にお

知らせをしていただけるような、そういう状況が一日も早くくるように、私も努力していきた

いと考えております。 
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それから、市民の一体感でございますが、これは合併して２年半が経ちますが、いくつかそ

れに向って、旧町村の垣根をできるだけ早く取り除きたいということで、いくつかの試みをし

ております。成果も出始めております。 
例えば、今、老人クラブ関係ですと、「やってみるじゃん」という活動をしていますが、つい

先日もある地域でやりました。大変大勢の方に集まっていただいて、後から感想を聞きました

ら、「やっぱりみんなで一緒にやるのはいいね」と、「来年は全市一体となってできないかな」

と、こんな話も受けたのですが、これにつきましては、やはり入る場所もないし、やはり地区

ごとにやっていただくしかないと思いますけれども、そういうような展開。 
あるいは、先ほどご提案いただきました、全市を挙げてのおもてなしの心、あるいは、笛吹

市の魅力発見というようなことでございますが、今取り組んでいる方法といたしまして、過日

も観光ガイドの講座をスコレー大学で催させていただきました。第１回でございますから、

４０人強の方の参加があったわけですが、これにつきましても、全市からご応募いただきまし

て、そして第１期生が誕生いたしました。まだまだ実施に移るまでは時間がかかりますけれど

も、そういうふうな形で一歩前進です。 
そのほかに、シルバー体操指導員でありますとか、あるいは、健康入浴指導員とかございま

すけれども、こういったものも各町だけでなくて、全市の中からそういう方が集まっていただ

く。こういう方たちが核になりまして、そして全市に広げていただくと、こういうことを夢見

て今、一つずつの講座でありますけれども設営がされております。 
それから、観光と農業でございます。これは大変、旧町村におきましてもそうですし、特に

温泉街を抱える旧石和町においても大変大きな課題でございます。なかなか妙案がないわけで

ありますけれども、ただ、ここのところ大きく変わっておりますのは、提案型になりつつある。

いままでは行政では何をやってくれるのかというような話が多かったわけでありますが、こう

したほうがいいのではないかとかいうような形で、提案がたくさんいただけるようになりまし

た。私は、だいぶ前進してきているのではないかと思っております。 
その中で、特に農業の問題でありますが、国におきましても農業問題は、自給力から始まり

まして大きな課題であります。特に私どもの市にとりましては、観光と農業は切っても切り離

せない状況であります。これを何とかしたいということで、先ほどもご答弁申し上げましたよ

うに、農業振興指導サポート事業というものを立ち上げて、前進させていきたいと思います。 
と言うのは、私が思いますのに、今技術的な問題につきましては相当、それぞれの農家の人

たちは前進していると思います。ただし、それをまとめて指導していくという体制をどうもっ

ていくか、これは行政と地域にいる指導者、それぞれの力をどう借りるかという、このことが

大きなポイントではないかと思います。 
そういった方向に向けて新年度から取り組んでいきたいと思っております。 
口で言うような形にはなかなか進まないと思います。しかし、前へ一歩踏み出さなければ前

進しないわけであります。ぜひとも、そういった意味でご理解をいただきながら、またご協力

も賜りたいと思います。 
よろしくお願いいたします。 

○議長（中村善次君） 
再々質問ありますか。 
志村君。 
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○２３番議員（志村勢喜君） 
ありがとうございました。 
申し訳ないですが、再々質問で再質問を。 
続きまして、主要施策のほうで質問しました旧峡東病院に関する件で、最後のところで市長

の決断を伺いたいということであったわけですが、答弁の中では、いままで経過を話していた

だいて、議会のほうでは通知をいただきまして、１２日に全員協議会でその問題を協議してい

くという状況になっているわけですが。 
この中で、私もこういうことは資料でちょっと見たということで、私自身が実際それを経験

しているわけでも、見ているわけでもないわけですが、今、そういう調査して、資料をもって

の改修の説明があった。そういう中で、少しでも効率的に効果的に改修を行っていくために、

実は、エスコという事業があるというようなことを資料で見て、エスコというのは、省エネル

ギーということで、特に電気の関係だと思いますが、２５％削減する。エスコというのは会社

組織のようですが、契約をしていく中で、その２５％が達成されなければ工事費というものは

払わなくてもいいというか、契約条項があるようです。いわゆる成果を見た中でお代をいただ

くという、エスコという会社が省エネルギーに関する包括的なサービスを提供していくという

ことで。 
実は、東京では三鷹市の市役所、全国でも庁舎あるいは都立病院等々が、そのエスコ事業を

１９９９年から２００３年度にかけて５年間の契約期間で、年間の電気使用料を２５％削減す

ることに成功したということで、私もこれを見て、峡東病院改修という中で、私も全然こうい

うことが分かりませんが、これを見てみますと、板橋区においても江東区でも本庁舎に導入さ

れているということで、最近、地方自治体とか、あるいは公共施設が、こうしたものを研究し

ているということがあるわけです。 
こういったことをぜひ、私も分かりませんから、できたら役所のほうで研究もしてみたらい

かがかなということで、できれば本来の市長の答弁を求めたかったのは、提出したとおりで改

修を進めていきたいというような答弁を聞きたかったわけですけれども、１２日に全員協議会

が控えておりますから、ぜひそのへん、そういうことが研究できたら、してみていただきたい

ということをお願いしておきたいと思います。 
次に、石和駅の改修、いわゆる都市再生交通拠点整備計画でございますが、これも調査が終

わりまして、先ほど調査をしたように、できれば３月までに基本計画を策定して、この秋には

その申請を、できたらまちづくり交付金の事業に合わせてその交付金をいただきたいという説

明ですが。 
これも、たまたま住民の話の中で、駅舎南北自由通路は計画に入っていると、あと北側はい

かがかなと。やはり交通のアクセス、あるいは将来的に春日居まで含めて、あるいは甲府の桜

井町くらいまで含めて、観光だけでなくて一般日常生活の乗降客の動向というものが、北が整

備されてくれば、かなり広い範囲にわたっての利用がある。と同時に、観光面でも、この間聞

いてみますと、向こうの地区の人たちが、農政課の指導をしたり、協力してもらって、大蔵経

寺山のおてんぐさんのどこかに桜を植えて、景観整備を将来の景観的な面で図っていきたいと

いうことで、自分たちで植えたと。 
あるいは、明日の一般質問でも、うちの山本議員のほうから質問します、春日居の西山の開

発とか、大蔵経寺山から春日居の遊歩道的な散策ルートというふうなことが、将来的には見え
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てくるなということを考えたときに、この駅舎を改修して南北自由通路をつくる。それからす

ると、今の保育園の状況は、今の状態の中での調査結果の計画が出されてきたということです

から、これは３月くらいまでに基本計画を作っていくということになれば、本当に日がないわ

けですが、できるだけ地域の住民の方々と、当然検討会議の中には区長さん方も入っていると

は思うわけですが、検討していただいて、長年の要望であったし、長年の住民の皆さん、ある

いは笛吹市の交通拠点としての石和温泉駅の改修に伴う整備計画でございますから、ぜひその

へんを十分なコンセンサスを図って進めてもらいたいということをお願いしたい、お聞きをし

たいということでございます。 
ファミリーサポート事業のことですが、これはそういうことでファミリーサポートセンター

の開設は、児童館とか子育て支援センター等とともに、増加する団塊の世代の退職者の経験豊

かな人材の活躍も期待できるわけです。 
そういう観点から、特に中高年の女性を中心に子育ての担い手として、提供会員という立場

での活動が期待されると思うわけですが、講座の修了者、市内で活動する個人、団体、グルー

プ等での人材の育成、活用といった点について、何か具体策があるか分かりませんけれども、

もし具体策があるのであればお答えをいただきたいと思います。 
最後に、環境問題でお願いします。 
ごみ減量５３％の件でございますが、これは本当に市長の大きな英断で、ごみ減量５３％と

いう計画を昨年つくったのですね。市民の皆さんも理解をしながら、環境問題の一つとして取

り組んできて、その成果が先ほどの答弁の中にあったように、資源ごみが増えているというこ

とは、いわゆる、生ごみ、可燃ごみの減少が１．６％あったというようなことでございますが、

これはかなり一般生活者にはいきわたってきて努力をして、いろいろな形で進めていくのでは

ないかということでございますが、生活系のごみと事業系のごみの割合が７対３ということで、

生活系のごみのほうが多いのですが、これは平成１４年度以降、生活系のごみは、ほぼ横ばい

の状況に対し、事業系のごみは２０％も増えているということで、県内で特別一般廃棄物とい

われるものとして、し尿処理を除いた一般廃棄物が約３３万トン排出されている。そして生活

系のごみは２３万８千トン排出されている。事業系のごみが９万４千トン、これは平成１５年

度の資料ですが、出ています。割合は事業系のごみが少ないですが、ただ、全体としては順に

増加をしているということでございますから、リサイクルという点では、非常に事業系のごみ

は取り組みやすいということのようです。 
そういうような状況もあるわけですが、今５３％減で一生懸命に一般市民の方が努力してい

るわけでございますから、ぜひ事業系のごみの方たちにも、同じようにごみの減量に協力して

もらうような指導といいますか、そういうものをしてもらいたいと考えております。そうすれ

ば、全体的なごみの量が減ってくるわけですから、このへんについてお聞きしたい。 
最後でございますが、上寺尾の処理場の問題です。これは堀内新和会の会長のほうから出さ

れましたが、ただ、私がお願いしたいのは、いわゆる迷惑施設でございます。ですから、周り

の人が考えていることと、地元の人が考えていることでは、だいぶ認識的に違います。あくま

でも今は候補地であって、あそこの地域の方は、それを基に地域の振興を図っていきたいとい

うのが第一の目的だと、私は思っています。必ずそれは出てきます。ですから、私のお願いし

たいのは、今は環境に配慮したりいろいろあるから、やはり環境に対する安全・安心ですが、

地元から出てくる地域振興策は、ぜひ行政が受けていただいて、なぜかと言うと、それをもっ
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てこなければ、そこの地域は行政の手もなかなか入らないへき地、どうにもならないというこ

とがあるから、受け入れてくるわけです。必ず振興策は出てくると思いますから、それを行政、

４市で、ぜひ地元の要望を強く受け止めて、それに応えて初めてそこで協定が結ばれて、あそ

こに建設するということになるわけでございまして、そこが削れてやれば、まだ候補地でその

ままそれはできないということになります。 
もっといろいろあるわけですが、時間もありませんからここまで、よろしくお願いします。 

○議長（中村善次君） 
荻野市長。 

○市長（荻野正直君） 
志村議員さんの再々質問でございますが、峡東病院につきましては、１２日に皆さんでご協

議いただけるということでございますので、これにつきましては、そこでご協議をいただきた

いと思います。よろしくご理解いただきたいと思います。 
また、ご提案いただきましたエスコの事業でございますが、大変勉強不足で申し訳ありませ

ん。私、今日初めて伺いましたから、しっかり勉強させていただきたいというふうに、ご理解

いただきたいと思います。 
また、石和温泉駅舎周辺の整備事業でございますが、これにつきましては、平成１９年度の

うちに計画を作ってということで今進めているわけでありますが、一番大きな課題となります

のは、どこまで投資ができるかと。理想的なものはいろいろな形で絵が書けるわけでございま

すが、どこまで投資ができるかということが一つのポイントになると思います。特に、南北通

路をつくる場合の費用対効果、こういったものにつきましても調査をしっかりいたしまして、

結論を出していきたいと思います。 
また、現在、ＪＲ貨物との話の内容でございますが、ＪＲ貨物は北口に通路をつくる場合に

は、今の貨物レーンの跡をすべて購入していただきたいという、大きな宿題をいただいており

まして、これにつきましても、どのくらい費用がかかるのかということについても、今、向こ

うのほうからの答え待ちであります。 
もろもろの課題、解決しなければならない問題がたくさんございますけれども、積極的にこ

の問題について取り組んでまいりたいと考えております。 
それから、環境問題でございますが、おっしゃるように事業系のごみ自体の分別収集、これ

につきましても、まだ積極的に手が付いておりません。今やっておりますのは、家庭から排出

されるごみをどうするかという形でやっているわけでございます。つい先日もＢＤＦの実験を

始めたわけでありますが、これにつきましても事業系はまだ入っておりません。プロジェクト

の中には入っておりますけれども、具体的にいつから収集するというようなところまでいって

おりません。確かに、事業系のごみの削減も大きな課題だと思いますから、これについても検

討を始めたいと思います。 
また、上寺尾地区の環境問題でございますが、地域の要望につきましても、おっしゃるよう

に、私自身も甲府の環境センターの隣に住んでおりまして、いろいろな課題がございました。

あれを造った当時は、本当に裸火が見えて、なおかつ洗濯物を干しておけば真っ黒になると、

夜になると大変異臭がするというような状況でございました。こういった問題が、新しい施設

になることによってずいぶん解決できたことも事実であります。しかし、これから造る新しい

施設につきましては、先ほども堀内議員のご質問にもお答えさせていただきましたように、ま
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ず、最新の施設で、なおかつローコストのものを選択していくということと、なおかつ、これ

だけ地域住民の方のご理解をいただいたわけでありますから、これに対して行政といたしまし

ても、しっかりとお応えしなければいけないと、こういう心構えでございます。 
なお、ファミリーサポート事業につきましては、福祉事務所長のほうからお答えいたします。 

○議長（中村善次君） 
岡部保健福祉事務所長。 

○福祉事務所長（岡部敏朗君） 
志村議員さんの再々質問のファミリーサポート関係につきまして、お答えさせていただきま

す。 
まず、子育ての援助を行う提供会員につきましては、１月から２月にかけまして、石和と御

坂地区で講習会の開催を行いました。 
内容といたしまして、子どもの食育でありますとか安全、心の発達など、子育て全般につい

ての研修会を３日間行いまして、受講者につきましては、おおむね６０人程度が受講してござ

います。 
それから、援助を受けたい方につきましては、現在広報等で募集しておりまして、何件か問

い合わせがきている状況でございます。 
両方の、援助を行う会員と援助を受けたい会員の登録をこれから行いまして、４月から新し

い事業のスタートをしてまいりたいと考えております。 
それから、子育支援の人材の育成についてはということでございますが、この点に関しまし

ては、当面、提供の側につきましては、新規の事業を行うわけでありますので、子育てのサポー

トに専念して、しっかりとした事業を進めていきたいと考えております。 
なお、幅広い活用方法につきましては、今後新たに設置されます市民活動支援課や、あるい

は、子育て支援団体や子育てサークルのグループとの連携や協力を図りながら、今後子育て支

援の充実に努めてまいりたいと考えております。 
以上でございます。 

○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。 
再開は３時４０分といたします。 

休憩  午後 ３時３０分 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ３時４０分 
○議長（中村善次君） 

再開します。 
次に、正鵠会の代表質問を行います。 
雨宮四郎君。 

○８番議員（雨宮四郎君） 
正鵠会の雨宮でございます。 
議長のお許しをいただきましたので、会派を代表して、今定例市議会に提出されました案件

ならびに市政全般について、質問をさせていただきます。 
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８２０兆円もの負債を抱えた日本の政府は、三位一体改革を推進し、地方分権型社会の構築

に力を注いでおります。 
こうした中で、昨年９月には安倍内閣が発足し、「地方の活力なくして国の活力なし」と掲げ、

やる気のある地方が独自の施策を展開し、魅力ある地方に生まれ変わるよう支援をすると表明

いたしました。 
また、昨年１２月には、行政の経費を抑制して国民負担の上昇を抑えることを基本とした、

地方分権改革推進法が成立し、本年４月よりの施行が予想されるところでもあります。 
こうした社会情勢にあって、地方自治体の対応は日々厳しい状況に追いやられておりますが、

既に全国では北海道夕張市の財政破綻をはじめとし、数年後には破綻するだろうとされる市も

耳にしております。 
中央集権型社会から多くの負債を抱えての地方分権型社会への移行は、国民にとっても自治

体にとっても、多くの犠牲と負担がかかるものであります。「地方のことは地方で」の時代に入っ

てきましたが、足腰の強い自治体形成が早急の課題となってまいりました。 
笛吹市も合併以来、２年４カ月を経過いたしましたが、この間、総合計画の策定をはじめ多

くの計画がほぼ整い、市の方向性が見えてきたように思われます。 
しかし、なんといっても国からの交付金の削減、補助金の削減、各種税金の減収等、一般財

源で厳しい内容になっておることは周知のとおりであります。 
少ない財源での市政運営には、幾多の壁がはだかるわけでありますが、当面、すべてのもの

の合理化と経費削減、費用対効果を重視しつつ運営をすることが重要であると考えます。 
市長の施策であります、月次予算についても財源の健全運用面から高く評価をするところで

あります。今後においては、一般財源の拡充と拡大が重要課題であります。 
行政当局、議会、市民が一体となって前進することが、笛吹市の発展につながるものと確信

し、以下、質問に入ります。 
はじめに、地域間格差についてお伺いいたします。 
笛吹市は６町村が合意のもと合併が成立し、昨年８月には芦川村との合併を経て、現在に至っ

ておりますが、以来、２年４カ月経過いたしました。 
国の三位一体改革の波は非常に厳しく、本市においても年々、５億円から６億円の地方交付

税が削減されております。市長をはじめ市政執行者の皆さまにおかれましては、試行錯誤の日々

が続いておりますが、合併協議会での「負担は少なくサービスは大きく」の合い言葉が、市民

の皆さまに強く印象に残っていると言われております。 
財政の厳しい中での対応は大変であるわけですが、こうした時期こそ、市長の方針でありま

す「公平・公正で透明度の高い市政」が問われるものと考えます。 
平成１６年１０月、笛吹市誕生前の各町村では、それぞれ地域の特色、必要性に応じて行政

を運営されてきたものでありますが、合併後の公的サービスの平準化や、全市的な視点からの

インフラ整備に対し、地域間格差を感じているという市民の声も聞かれております。 
そこで、次の４点についてお伺いいたします。 
１点目、合併前の各町村の財政状況はどうなっていたのか、あえてお伺いいたします。 
２点目、合併前の各町村の行政運営における特徴および課題等をお伺いいたします。 
３点目、それぞれの各町村の課題に対し、合併後の取り組み状況はどうなっているのか。 
４点目、これを踏まえて、平成１９年度予算編成にあたって地域間バランスをどのように配
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慮されたのか、以上、お伺いいたします。 
次に、観光開発についてお伺いいたします。 
１点目として、笛吹市は、石和、春日居両温泉郷と桃・ぶどう日本一を誇る、いわゆる温泉

と果実の郷であります。年間を通して多くの観光客が訪れ、バブルの最盛期には１７０万人も

の来客があったともいわれておりますが、市や観光協会、旅館組合等の必死の努力にもかかわ

らず、近年は半減した状況にあるといわれております。 
石和温泉駅前整備や駅舎と散策コース等が検討され、観光の活性化を図るべく対策中であり

ます。その中で市長は、石和温泉駅は観光客の玄関口であるとよく言われておりますが、本市

への来客状況については、中央線石和温泉駅の利用者数は全体の約３分の１、ほかの３分の２の

方々は中央自動車道を利用し、また、ごく一部の方は一般道を使って来訪するとのことであり

ます。 
こうした状況を総合すると、中央自動車道一宮御坂インターこそ、笛吹市の表玄関と言って

も過言ではないと思いますが、現在、インター周辺は何の整備もされていない状況にあります。

今後、整備開発等のお考えがあるのか市長にお伺いいたします。 
２点目として、平成８年５月に開設した山梨県森林公園金川の森は、御坂町、一宮町、石和

町の３町にまたがる自然豊かな公園であります。延べ面積３６ヘクタール、総延長約４キロメー

トルを有しております。中央には金川の清流が流れ、四季折々の花が咲き、野鳥の種類も豊富

であります。また、昆虫もカブトムシをはじめたくさん生息しております。 
こうした環境の中で、幼児がアスレチック場で遊ぶ姿や、児童の水遊び、親子のサイクリン

グ、森林浴や散策等、年間２０万人の利用客があるそうです。 
こうした広大な公園の周囲は桃畑も多く、その上、中央道一宮御坂インターも隣接しており、

観光的な開発をするのには絶好の条件が整っている場所であると、開設以来考えております。 
石和、春日居両温泉郷の宿泊客が翌日、笛吹市内の観光地めぐりができるような開発を望む

ものであります。 
現在、県の博物館をはじめ、甲斐国分寺遺跡の発掘も行われておりますが、この２点を結ぶ

直線上に金川の森は存在しております。この森を利用した開発は、相乗効果にも結びつき、観

光の活性化にも連動するものと確信しております。 
県営金川の森周辺の観光開発について、市長はどのようなお考えをお持ちなのかお伺いいた

します。 
３点目として、バブル経済崩壊後は、年月を増すごとに不況の波が高く押し寄せ、現在に至っ

てもその波をしずめることのできないままであります。 
近年、主要都市では、いざなぎ景気を上回ってきたとの発表もありましたが、まだまだ地方

まで到達するのには時間がかかりそうであり、観光と農業を主体とした笛吹市にとっては、先

行きが懸念されるところであります。特に観光面では、石和・春日居温泉郷の集客数の減少は

甚だしく、経営困難なホテル・旅館が増えている状態であります。市の財政にも大きく影響し

ていることは、皆さま周知のとおりであります。 
自治体として、真剣に集客率の向上対策に取り組まなければならない時期であろうと思いま

す。 
ＮＨＫ大河ドラマ「風林火山」をはじめ、いくつかの短期的な集客も大事でありますが、先

ほども述べましたように、観光客が宿泊した翌日、笛吹市内での観光地めぐりができるところ
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があってこそ、その効果が増大するものと思います。 
財政の厳しいこの時期にこそ、長期展望に立っての観光開発が望まれ、長期計画の策定が必

要不可欠のものであると思いますが、市長はどのように考えておられるのかお伺いいたします。 
次に、学校施設についてお伺いいたします。 
学校は教育の場であると同時に、児童生徒が一日の大半を過ごす生活の場でもあります。児

童生徒の健康と安全に十分に留意する必要があることはもちろん、豊かな人間性をはぐくむ潤

いのある快適な空間として、整備・維持される必要があると思います。 
学校もひと昔前から見ますと、訪問者が格段に増え、来校者の存在が当たり前になっている

中で、児童生徒の案全を考えていくことは大事なことであると考えております。 
近年、学校は安全な場所であるという考えを崩されてしまいました。 
そんな中、笛吹市では青色パトロールを実施したり、登下校時の児童生徒の案全対策に努力

しております。しかし、各学校にフェンス等の施設整備など、なかなか先生の目の届かないと

ころが数多くあると思われます。 
各学校のフェンス・植栽について、どのくらい現状を把握しているのか。例えば、樹木の剪

定をするときに死角にならないように考慮しておりますか。児童・生徒・外来者などの足元が

見えるようにするとか、高さ制限をするなど、何らかの措置を講じておられるでしょうか。児

童生徒の安全を確保していく上で、学校環境を整えることも大切な一つと考えております。 
個性輝く自立した人づくりを推進するためにも、地域に開かれた学校施設と防犯対策のあり

方として、学校施設は地域住民にとって身近なものとし、さまざまな学習機会を提供する生涯

学習の場や、地域のまちづくりの核としての位置付け、災害時の一時的な避難場所としての役

割が期待されております。 
家庭や地域社会とともに児童生徒を育てていくという観点から、保護者や地域の方々が学校

における諸活動に参加することは大切であります。 
また、これを促進することにより、地域と協力態勢の確立がなされ、学校施設の防犯対策を

講じる上で、敷地周辺をフェンスにより囲むことの整備は必要であると思いますが、現在の各

学校の周辺防犯システム、フェンス等の未設置校の今後の基本的な推進計画のお考えをお伺い

いたします。 
また、各学校における防犯対策の危機管理マニュアルの作成状況を併せてお伺いいたします。 
次に、職員の人事配置は適正か、についてお伺いいたします。 
先般、発生いたしました水道管工事を無断発注し、代金が未払いになっていた件につきまし

ては、全３１カ所中、１９カ所の工事については昨年１２月に決裁が終了し、残りの１２カ所

については、現在、調査委員会で調査中であります。 
今回の職員の不祥事に対しては遺憾に思うところでありますが、今後、このような不祥事が

二度と起こらないような対策を考えるべきだと思います。 
そこで、水道課の現状と人事に関する調査をいたしました。 
現在、水道事業は工務課１３名、業務課１０名の計２３名で構成されております。工事関係

を主に担当している工務第一係は、石和、御坂、八代、一宮、春日居、境川、芦川の各地に、

おのおの１名の担当者がおり、運営がなされております。この７名の残業時間が非常に多いこ

とから、その内容を分析いたしますと、現在、配管工事中のところもあったり、就業時間外の

故障・修理・事務作業等が多いとのことであります。平日の時間外はもちろん、土曜・日曜日
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の休日、そして代休も取れない状態であり、家庭的にも負担が多く、過酷な状況であると分か

りました。 
ちなみに、近隣４市の状況を調査いたしましたところ、水道課職員１人当たりの給水者数は、

山梨市では２，１４２名、甲州市では１，２０３名、南アルプス市では１，８４６名、甲府市

では２，０９７名、なんと笛吹市は３，４１６名でありました。 
こうした数字を見ても、笛吹市の水道課職員の人数は極端に少ない配置となっております。

４市の平均を基準に計算いたしますと４２名の職員が必要となります。現在２３名の配置です

ので、１９名の増員があっても決しておかしくない人数配置であると、言えると思います。 
こうした現状と水道課職員の増員について、市長のお考えをお伺いいたします。 
最後に、農地の現状についてお伺いいたします。 
近年、時代の流れとともに農業を取り巻く情勢は、兼業農家の増大と後継者不足が続いてお

ります。また、生産物の単価低迷等も重複し、非常に厳しい状況となっております。 
笛吹市の農地面積は、現在約４１．６平方キロメートルありますが、流動化現象がますます

考えられるところでもあります。 
農業地域振興整備協議会の皆さまをはじめ、農地と農業を守ることを目的とした農業委員の

皆さまのご苦労に対して、心より敬意を表するところであります。 
そこで、合併後の農業振興地域整備計画書に基づき提出された、農地法第４条および５条の

申請の件数と状況をお伺いいたします。 
以上をもちまして、正鵠会の代表質問を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。 
市長、荻野正直君。 

○市長（荻野正直君） 
正鵠会の雨宮四郎議員の代表質問にお答えいたします。 

はじめに、地域間格差を問うのうち、合併前の各町村の財政状況はのご質問です。 

各町村にそれぞれ特徴がありましたので、一言では申し上げられませんけれども、財政状況

の代表的な指標として、財政基盤の強さを示す財政力指数を参考までに申し上げます。 

平成１５年度の各町村の数字ですが、石和町が０．７４、御坂町が０．４４、一宮町が０．

４２、八代町が０．３７、境川村が０．４４、春日居町が０．４５となっておりました。 

この数字は標準的な行政を行う上で自主財源の比率とも言えるもので、比較的人口規模が大

きい市町村ほど財政力も大きい傾向があります。 

なお、現状では平成１８年度の笛吹市の財政力指数は０．６２となっており、県内では南ア

ルプス市が笛吹市に近い０．６０となっております。また、合併前の芦川村については０．０８と

なっておりました。 

次に、合併前の各町村の行政運営における特徴および課題と合併後の取り組みはということ

でございます。 

これも財政状況と同様に各町村それぞれ特徴があり、平成１５年度の状況で、石和町では学

校建設があり教育費が全体の３０％を占めており、御坂町は民生費が２０％で最も多く、一宮

町は総務費が２３％、八代町では教育費が２４％となっており、境川村は総務費２０％、春日

居町では総務費が２２％と、それぞれ最も多い予算となっておりました。 
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これらは、それぞれの町村で福祉施設の建設、学校教育施設、道路整備など取り組んでいた

内容の違いによるもので、課題もそれぞれの町村で数多く抱えておりました。 

こうした中で、建設事業の大半は合併前あるいは合併直後に終了しておりまして、現在も継

続している事業としては、石和駅前土地区画整理事業、甲斐国分寺史跡整備事業、土地改良事

業のような大規模事業や、祭り・イベント事業などで、これらは合併前からの継続事業として

取り組んでおります。 

また、合併前からの課題につきましては、それぞれの町村にさまざまな課題があり数も多い

ため、何が課題ということはここでは申し上げませんが、合併後の市の課題として、一つひと

つに取り組んでおります。 

なお、これらを踏まえて、平成１９年度予算編成において地域間のバランスは、ということ

でありますが、主な地域事業予算としまして、まず民生費では、児童福祉施設として御坂児童

センター建設事業に１億９千万円、かすがい東保育所建設用地の確保に８，５００万円が予定

されております。 

次に、農林水産業費では、県営畑総事業負担金として３億３００万円が、御坂町大野寺、一

宮町北部、境川町寺尾、春日居町分などのほか、八代町および芦川町の中山間事業に５，２００万

円、石和町今井川改修事業に７，６００万円などが予定されております。 

次に、土木費では、市道改良整備事業として、御坂４２０号線、一宮３の３００号線、八代

５３号線、境川１０号線、春日居３の２８９号線と、石和１７号線などに総額６億６千万円を

予定しており、このほか準用河川西田川整備事業に５千万円、石和駅前土地区画整理事業２億

３千万円や市内各地の公園の維持管理事業費３，２００万円などを予定しております。 

次に、消防費については、耐震貯水槽が一宮町に２基、１，５００万円、御坂町に１基、６５０万

円を、消防団詰め所や小型動力ポンプ車を春日居町や御坂町等に予定しております。 

次に、教育費では、一宮西小屋内運動場の改築事業に１億５，９００万円、春日居町桑戸コ

ミュニティーセンター建設事業２，８００万円、甲斐国分寺史跡整備事業１億８千万円などが

大きなものとして予定されております。 

さらに、公営企業部につきましても各地区の上水道、簡易水道、公共下水道、集落排水の施

設整備状況に応じた事業予算を、それぞれの特別会計で予定しております。 

こうした内容で新年度も、それぞれの地域に対する事業を予定しておりますが、地域間の各

事業への取り組みは優先度や年次計画の中で実施するものと、地域の特徴として事業展開して

いるものなどがあり、一概に特定の地域だけに集中しているとは言えないものもあります。 

いずれにいたしましても、現状では統一的な事業でありましても、まだ地域によって事業の

進捗状況の相違による多少の偏りはあろうかと思われますが、市民一人ひとりに公平なサービ

スが行えるよう進めている途中段階として、とらえていただきたいと考えております。 

今後も常に地域の特性を生かしながら、全市的視点に立った市民サービスが提供できるよう

進めてまいりたいと考えております。 

続きまして、観光開発についてお答えいたします。 

はじめに、中央自動車道一宮御坂インター周辺の観光開発について、県営金川の森周辺の開

発についてでありますが、中央自動車道一宮御坂インターチェンジは、自動車交通の玄関口で

あり、笛吹市へ訪れる観光客の交通手段の約６０％を自動車が占め、首都圏から１時間と気が

るに行動できる範囲に位置して、立地条件にも恵まれていることもあり、周辺、一宮・御坂町



 ６８

地内には数多くの観光農園が営業を行っております。ぶどう祭り、ワイン祭り等実施し観光客

の誘客に努力しているところでもあります。 

また、山梨県森林公園金川の森も整備されており施設も充実しているので、それらも利用し、

地区観光協会とも連携を図りながら周辺営業者にも協力をいただき、当面、今あるもの、利用

できるものを積極的にどのように結び付けていくかを考えていきたいと思います。 

次に、観光開発の長期計画策定についてでございます。 

観光振興計画につきましては現在策定しておりませんが、当面の観光施策につきましては、

平成１６年度に国土交通省の協力をいただき調査を行った国土施策創発調査報告書をもとに、

観光振興を展開したいと思っております。 

続いて、職員の人事配置は適正かについて、水道課職員の現状と課題のご質問について、お

答えいたします。 

適正な職員配置を行うためには、行政需要や環境の変化に対応した事務事業を効果的に、し

かも効率的に遂行するために、必要な人員を配置することであると認識をいたしております。 

また、事務事業の執行方法や管理体制の整備、さらに組織機構の見直し等に合わせた職員配

置として、適正に行っているところであります。 

公営企業部水道業務課および水道工務課の職員配置につきましては、事務事業の執行方法や

管理体制等にあわせた職員配置として、２４名の職員が業務にあたっております。 

１９年度の職員配置につきましても、事業計画の状況を精査して適切な人員配置に努めてま

いります。 

課題であり、業務負担となっている漏水対応につきましては、水道台帳の整備を行うととも

に、御坂町、一宮町地域の石綿管布設個所における管路布設替え工事を推進するなど、執行方

法と管理体制を整備し、対応していきたいと考えております。 

続きまして、農地の現状と将来像を問うの質問、農地転用申請とその認可についてお答えし

ます。 
農地を農地以外の用途にしようとする場合には、農地法第４条または第５条に基づく県知事

の許可が必要となります。 
農地を農地以外の用途にしようとする、いわゆる農地転用の許可申請は、市の農業委員会の

審査を経て、県知事に進達されます。 
農業委員会および県の審査においては、国が示す農地転用許可基準に基づき、その事業の必

要性、確実性、周辺農地への影響等により適否が判断されることになりますが、農業振興地域

の指定されております笛吹市においては、転用しようとする農地が、農業振興地域の農用地区

域に含まれておらないことが必要です。 
なお、今年度の申請につきましては、農用地の所有者が自ら転用を行う農地法第４条の許可

申請が３６件、５３筆、２万３，９７６平方メートル、事業者が農地を借りたり、買ったりし

てなどして転用を行う農地法第５条の申請が１５２件、２１０筆、１０万４，００５平方メー

トル申請され、処理されております。 
申請については毎月７日から１３日まで受け付け、問題がなければ翌月の月末に許可されま

す。 
以上、答弁とさせていただきます。 

なお、学校施設についてのご質問につきましては、教育長より答弁させていただきます。 
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○議長（中村善次君） 
芦原教育長。 

○教育長（芦原正純君） 
正鵠会、雨宮四郎議員の学校施設についてのご質問にお答えいたします。 
ご質問の中にもありますように、学校にかかわる安全対策につきましては、各種補助事業な

ども適切に取り入れ、また、多くの市民の皆さまの献身的なご協力をいただきながら、児童生

徒が安全に教育を受けられるよう、さまざまな方策を実施しているところであります。 

まず、学校施設でありますが、笛吹市の小中２０校が管理している全棟数は９０棟以上にの

ぼります。 

これらのうち、耐震診断が必要な昭和５６年以前のものは５６棟、耐震診断が必要でない

５７年以降のものが３４棟となっております。これら全体の耐震化率は９１％を超え、平成１９、

２０年度の耐震工事を行うと、ほぼ補強を必要とされた施設は耐震化されることになります。 

次に、学校施設の防犯対策の状況についてご説明いたします。 

学校の建築年度の新旧とともに、防犯対策の施設もさまざまであります。大きく分けると防

犯カメラとエリアサイレンの２種類になります。 

防犯カメラは１０校、エリアサイレンは５校、それらを備えていない学校は６校というのが

現在の状況であります。 

閉じることのできる通学門につきましては、一部ある学校を含めて１１校、ない学校は９校

であります。ご質問にありますフェンスにつきましては、全部あるのは１０校、一部あるのは

８校、全くないのは２校であります。 

植栽につきましては、学校側から安全上のため伐採して欲しいという希望は、現在ありませ

んが、防犯的見地から植栽について、改めて学校側と協議し、精査してまいりたいと考えてお

ります。 

また、数校ではありますが、道路際で繁茂しすぎた樹木につきまして、学校の希望に沿って、

予算措置を行っている経過もございますので、申し添えさせていただきます。 

このように、子どもたちが安全に授業を受けられるために、さまざまな防犯施設整備施策を

行っております。不審者に対する危機管理マニュアルにつきましては、既に全校で策定済みで、

教職員の危機管理体制における意識の向上と、迅速な対応を図っているところであります。 

フェンスやエリアサイレンに代表される防犯システムに関しては、旧町村のころから、それ

ぞれの事情により設置してきた経過があり、この防犯対策については、まだ教育委員会として

も、統一的な見解のもとで実施していないのが現状であります。 

学校をフェンスで囲うのがよいのか、防犯カメラが効果的であるのか等、今後さまざまな角

度から検討を加えて、これからの笛吹市の学校の安全を守る、確固たる方針を考えていく所存

であります。 
以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（中村善次君） 

再質問を許します。 

雨宮君。 

○８番議員（雨宮四郎君） 
ありがとうございました。 
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いくつか再質問をさせていただきたいと思います。 
地域間格差という問いに対しましては、各部ごと、各課の職員の皆さまに多大なご苦労をい

ただきました。きめ細かな数字やデータ等、短期間で作成していただき、過酷な作業であった

と伺っております。このことにつきまして、会派を代表して心より感謝申し上げたいと思いま

す。 
私どもは、職員や市民が行政に対して不公平感や疑惑の念を持つことは、組織の破壊と笛吹

市の発展を著しく阻害するものと考えております。 
今後におきましても、緻密なデータと数字等をもって、公平・公正な行政運営を強く推し進

めていただきたいと思っております。 
このことは要望ですので、答弁は必要ございません。 
次に、職員の人事配置は適正か、の中で水道課職員の人事についてでございますが、市長は

適正な人事配置をするというような答弁でございましたが、この課に対しましては、既に３月

人事異動の時期でもございますが、大体でも結構ですので、どのくらい水道課の職員を増やす

予定があるのか、あったらお聞かせを願いたいと思います。 
３点目に、農地についてお伺いいたします。 
現在、農振法にかかわる申請窓口は農政課となっておりますが、合併後、見直しが行われ、

農業振興地域整備計画書に基づき審査を行っていると思いますが、一次審査で要件に合ってい

る場合はともかく、申請時、要件に合っていない申請地の受け付けはどうしているのか｡要件に

合っていない場合はそこで断っているのか、それでも受けてしまっているのか、このへんをお

伺いしたいと思います。 
さらに、申請してより認可がされるまでの手続きの日数は、今どのくらいかかっておるのか、

合わせてお伺いしたいと思います。そして、現在、除外申請の件数はどのくらい留保されてお

るのか、合わせてお伺いいたします。 
以上です。 

○議長（中村善次君） 
市長、荻野正直君。 

○市長（荻野正直君） 
再質問にお答えいたします。 
水道課の職員の増員でございますが、新年度の場合は、今予定しておりますのは２名の増員

を予定しております。１名は山古志村に執行している職員が戻りました。なおかつ１名の増員

をさせていただきたいと考えております。 
農振除外については、部長からお答えいたします。 

○議長（中村善次君） 
産業経済部長、保坂利定君。 

○産業経済部長（保坂利定君） 
雨宮議員の再質問にお答えいたします。 
果実と観光の活性化と連携、その中で特色ある本市の農業振興を図っていく上で、議員ご指

摘の高齢化・兼業化あるいは宅地の混在化、価格の低迷等々、農振の除外は重要な課題であり

ます。 
この中で、整備要件といたします４つの基準を設けまして、去年の３月に、各支所を中心に



 ７１

申請を受け付けました。この申請の受付につきましては３３３件になります。７４９筆、実に

４３町歩という面積になります。 
この受付の時点で申請時、要件に合っていないものはどうしたかというご質問ですが、支所

で４つの基準を県の同一基準と統一的な基準を市で定めてありますので、これに合致していな

いものは申請時にお断りした経過があります。ただ、この件数については、われわれは把握し

ておりません。 
これからの日程ですが、支所で地域協議会、事務的な協議会を開いていただきまして、まず、

〇、△、×の基準をいただきました。このいただいたものをわれわれ庁舎の中で、事務的に法

令に関する関係各課の協議を行いまして、協議をしてございます。その中で今夜、農村整備計

画の審議会を開催を予定しておりますので、この中で最終的な市としての考え方・方針を決定

いたします。 
この後、県と協議に入るわけですが、ご存じのように旧一宮町の大型案件があります。この

案件も徐々に関東農政局と協議しておりますので、この動向を見ながら、県と協議を進めてま

いります。 
県との協議が済んだ時点で、農振法の１１条の関係がありますので、縦覧公告あるいは異議

申し立てに４５日間経過する状況が含まれておりますので、現時点では、われわれの感覚では

５月末には認可が得られるような事務を進めております。 
いずれにいたしましても、この農振問題は本市の「桃・ぶどう日本一」と「」温泉の郷」の

特色ある農業づくりの中で大変重要な課題でありますので、慎重に事務事業を進めているとい

う状況で、ご理解をいただきたいと思います。 
○議長（中村善次君） 

再々質問ございますか。 
雨宮君。 

○８番議員（雨宮四郎君） 
今の答弁にかかわる点をもう１点お聞きしたいと思いますが、農業振興地域整備計画書の見

直しがどの自治体でもされておりますが、総合見直しについては５年から６年くらいで見直さ

れると思いますが、随時見直しについては現在、笛吹市ではいままでに行われておりませんね。

自治体によっては、６カ月ごとに見直しをしているところがありますが、笛吹市としては今後

どのような対応を考えているのか、お聞かせ願いたいと思います。 
以上です。 

○議長（中村善次君） 
保坂産業経済部長。 

○産業経済部長（保坂利定君） 
再々質問の随時見直しの件でありますが、まず、今回の農振の除外状況を踏まえながら、関

係機関、特に農業委員会あるいはＪＡ等々、県等も含めまして十分な協議をした中で、随時見

直し、あるいは総合見直しを何年ごとに行っていくかということは、検討してまいりたいと思

います。 
○議長（中村善次君） 

以上で正鵠会の代表質問を終わります。 
続いて、清新会の代表質問を行います。 
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井上一已君。 
○１番議員（井上一已君） 

議長の許可をいただきましたので、今議会におきましては私、井上が清新会を代表して代表

質問をさせていただきたいと思います。 
通告のとおり、質問は大きく分けて２つであります。教育問題と観光問題についてお聞きし

たいと思います。 
私は、昨年まで教育厚生常任委員をしておりまして、いつも全国の小中学生の俳句大会の表

彰式に参加をさせていただいたわけでありますが、参加をさせていただいて、非常に俳句の良

さを味あわせていただいたのであります。 
そんな面から、去る２月２５日、飯田龍太先生がお亡くなりになりました。 
私は、今申し上げましたように、詩心は全然ないわけでありますが、そんなことで影響され

まして、かつて買っておりました飯田龍太全集、１０巻あるわけですが、それを時にどれとな

く開いて学ぶ程度の文学にも、うといものでありましたが、しかしながら、そういう中で非常

に鋭い感性、それから慈愛満ちた作品に触れることができました。そのたびに心が洗われるよ

うな思いがしたわけでありますが、議会初日、市長はその一句を紹介したわけでありますが、

「どの子にも 涼しく風の 吹く日かな」という句であります。広瀬直人先生が選んだ３０句

の中の１つであります。 
私は、こんな句を思い出したわけでありますが、「雪の峰 しづかに春の のぼりゆく.」と、 
きっとアルプスを眺めながらうたった秀句だと思っております。 
こんな句を思い出したわけでありますが、先生に感謝を申し上げながら、心からご冥福をお

祈り申し上げたいと存じます。 
それでは、質問に入らせていただきたいと思います。 
自殺にまで追い込むいじめ問題が全国各地において起きています。後を絶ちません。私は、

いじめの問題をまず取り上げたいと思います。 
しかし、深刻で悲惨なこの問題は、笛吹市においてはまったく聞こえてきません。表には出

ておりません。非常にうれしく思うのでありますが、実情につきましては、また後で伺いたい

と思います。 
戦後の児童生徒の非行・問題の行動力を見たときに、要因は貧困である、また、高度経済成

長に伴う急速な社会構造の変化によるものである等々、その要因が指摘されています。 
１９７３年（昭和４８年）以降に起こった非行は、調べてみますと校内暴力、いじめ、不登

校、学級崩壊、凶悪な犯罪等が挙げられています。そして、平成３年（１９９１年）以降であ

りますが、バブルが崩壊しました。その後、１０年を経済政治の分野では、失われた１０年と

呼んでいますが、バブル崩壊によって企業倒産、リストラで４００万人を超えるフリーターが

生まれ、こうした社会の変化は子どもたちに大きな影響を与えたのも事実であります。まだそ

れは尾を引いているのであります。 
とすれば、いじめをなくすためには、社会構造を変えることも必要なことかもしれません。

しかし、それ以上に心を変えることがもっと大事だと思うわけであります。 
私は、このいじめの問題を取り上げるにあたり、政府をはじめ県や市、また教育関係団体が

どのような対策を取ってきたのか、資料を収集しました。その中からいくつかの実例を挙げた

いと思います。素晴らしい取り組みがなされているのであります。 
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一昨日、３月３日の夜でありますが、ご覧になった方々も多いと思いますが、ＮＨＫもいじ

めの問題を取り上げていました。今、日本はどうなっているのであろうかという声が聞こえて

きました。怒りや嘆きにも似た声があちらこちらから聞こえてきます。 
そういうときに、まず政府の対応はどうであろうかと考えるわけでありますが、このような

社会状況の中で安倍首相は、平成１８年９月、衆参両院の本会議において首相就任後、初の所

信表明を行いました。教育関係のことも述べております。近年の児童生徒の学力の低下、体力

不足、加えて非行、生徒指導上の問題行動の発生、特にいじめにより自殺する児童生徒の増加

に伴い､教育再生を掲げ、教育基本法の早期改正、内閣には教育再生会議を早急に発足させるこ

とを明らかにしたのであります。政府はこんな取り組みをしたのであります。 
それを受けて、教育再生会議は本年１月１８日、第一次報告の最終案を発表いたしました。

その中で、教育再生のための当面の取り組みとして、７つの提言と５つの緊急対応を明らかに

したのであります。その中で、いじめの問題に対しては、２４時間対応のいじめ相談体制を敷

く。一方、反社会的行動となる子どもに対しては、毅然たる態度で指導をする。そのために法

令や通知の見直しを行うとしています。また、内閣官房文部科学省は政府広報として、もうご

覧になった方もいるのでありますが、「ストップいじめ」を新聞に掲載、学校・家庭・地域が連

携して、この問題に取り組むよう訴えています。これが政府の対応であります。 
次に、先生たちはどうかということでありますが、日教組でありますが、日本教職員組合は、

去る２月１０日から１２日までの３日間、大分県の別府市を中心に第５６次教育研究集会を開

催しております。その研究集会の複数の分科会で、児童生徒の自殺が続き深刻さが増している。

いじめ問題が取り上げられ、ＮＰＯや自治体活動、スクールカウンセラーなどと連携をしなけ

れば、これはとても防げない。また、学校も含めた地域全体で子どもが自主的・主体的に参加

するまちづくの実践等をしなければいけない。地域との連携の必要性と大切さが発表されてい

ます。これが日教組の取り組みでありました。 
次に、県や市の対応を申し上げたいと思いますが、全部ではありませんが、全国の県や市は、

この深刻な問題に対応するために、それぞれ独自の対策を講じています。 
地方で発行する新聞、地方紙でありますが、それをわずかではありますが眺めてみますと、

佐賀県伊万里市は、いじめ撲滅をまちづくりの一環としてとらえ、「いじめなし都市宣言」を行っ

ています。京都市でありますが、臨床心理士６名、校長経験者６名、計１２名で、年中無休２４時

間対応でいじめ相談を受け付けています。新潟県見附市でありますが、市教育委員会から独立

したいじめ対策室を設け、児童生徒・保護者の相談に乗っています。 
これが他県のわずかな状況でありますが、申し上げました。 
次に、県内の状況でありますが、県内では公立小中学校校長会、ならびに同じ教頭会、山梨

県教職員組合、県ＰＴＡ協議会の教育４団体が、「一人で悩まないで」という緊急メッセージを

送るとともに、教師、保護者、大人に向かって、いじめを根絶するため協力を求めているので

あります。 
それでは、隣接の山梨市も行っているわけですが、小中学生を対象にして、「いじめ１１０番

の相談電話」を開設し、子どもの相談に応えられる体制を整えようとしています。 
また、匿名のメールシステムを開発した県内の大学や、ある高校では、生徒同士によるカウ

ンセリングを行っています。「ストップいじめ」に向けて、それぞれの立場立場で大きく動き始

めているのであります。 
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さて、笛吹市においても教育委員会と市内２４校の小中学校は、いじめ問題を重要な課題と

位置付け、その対応には全力を傾けていると思いますが、次の２点について伺います。 
まず、１点目でありますが、市内小中学校のいじめの現状について、説明をいただきたいと

思います。 
質問の２番目、市教育委員会と学校が取り組んでいる、いじめ対策について伺います。 
次に、申し上げたいと思いますが、今は心の教育の時代といわれています。今こそ子どもの

心に迫る教育の営みの必要性が熱く語られています。 
いじめ・自殺・不登校・凶悪な犯罪等が続く中で、心の教育が強く叫ばれるようになりまし

た。ある教育学者は、教育の大事な役割は、児童生徒にいかに自信と勇気をもたせるかにある。

自己否定する自分に対して、励ましと勇気を与えるもう一人の自分を育てる。言い換えるなら

ば、私の中にもう一人の私を育てることだといっています。心の教育を行う上で貴重な意見だ

と思っています。 
笛吹市は、きらめきのある文化都市を創造することを一つの柱に掲げています。そのために

は、次代を担う豊かな心を持った人材を育て上げることが必要でありましょう。既に市内小中

学校２０校は、それぞれ教育方針、教育目標を立て、熱心に懸命に心の教育を含め教育活動を

行っておりますが、そこで、３番目の質問をしたいと思います。 
今、必要とされている豊かな心をはぐくむ教育を、笛吹市におきましては、いつ・どこで・

どのように行っているのか伺いたいと思います。 
また、教育基本法改正の賛成・反体の両派の論拠にもなっているといわれている、新渡戸稲

造教授、この方は盛岡市出身でありますが、東大教授、東京女子大学の学長も務められました。

その後はアメリカに永住された方であります。英文で、この新渡戸教授は「武士道」という書

物を著しています。この先生は、旧５千円札の肖像でも知られている方でありますが、その新

渡戸教授は武士道の中で、義理の「義」、勇気の「勇」「仁」「礼」「誠」「名誉」等々について触

れられております。日本人としては珍しくない言葉であると思います。意味もすぐに分かる言

葉であります。 
先生のこの理念は、心の教育を進める上で、取り入れるに値すると考え主張する方々が多く

います。私もその一人でございますが、笛吹教育ともいう教育の確立を目指す笛吹市は、この

理念についてどのようにお考えになっているのか、見解を伺いたいと思います。 
次に、本市の観光振興と新設の観覧席の活用について伺います。 
ＮＨＫの「風林火山」の放映は、観光面で大きな影響を与えています。県風林火山博実行委

員会で企画し、本年１月２０日に開幕した「甲斐の国風林火山博」が、予想をはるかに超える

県内外からの見学者がにぎわっていることが報道されています。会場はご存じのように甲府市

内の県民情報プラザの特設会場であります。１階は「観光物産ゾーン」「甲斐の国うまいものゾー

ン」、地下１階は「大河ドラマ風林火山ゾーン」として「戦国合戦エリア」等、５つのエリアを

設けて武田氏を紹介しています。 
また、県内各地で春の観光シーズにあわせて、風林火山にかかわるさまざまな催し、そのほ

か春の観光シーズに向けての多彩な催しが行われています。 
甲州市は恵林寺信玄公博物館の信玄公・勘助の企画展、塩山でありますが、甘草屋敷のひな

祭り・桃の花まつりの企画。山梨市は、つい最近、観光キャラバン隊を繰り出しました。大津

市の瀬田唐橋への出陣でありました。精力的に観光ＰＲの取り組みを行っています。その結果
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として、観光客急増の朗報が新聞で報道されています。 
本市にも武田氏ゆかりの寺社が存在しています。今回で、具体的にはいままで言いませんで

したが３回くらい、この問題については教えることでありますが、今日は具体的に触れたいと

思います。 
今回は、２つだけ紹介します。ともに一宮町にあるものを紹介したいと思います。 
武田氏にゆかりのある神社でありますが、旧国幣中社の浅間神社であります。何があるかと

いうことでございますが、第１０５代後奈良天皇の書いた般若心経がありますが、これを武田

信玄公が浅間神社に奉納したわけであります。包装紙にくるんで奉納しているわけであります

が、その包装に「武田大膳大夫晴信奉納」と自筆でされています。これは国の重要文化財になっ

ているのであります。それから、武田信玄公がさらに奉納したものに刀剣があるわけですが、

一徳斉助則の太刀であります。刀身は３尺４寸８分といいますので、１メートルちょっと長い、

大人でも抜くにはちょっと大変な刀だというふうに思っております。これは県指定の文化財に

なっているのであります。さらに、武田信玄公自詠の短冊があります。「 うつし植る初瀬の花

の・・・」と続く短歌でありますが、これはまだ文化財の指定にはなっていないのであります

が、このように貴重な武田家ゆかりの文化財が浅間神社にも存在するのであります。それ以上

に、ここには文化財が存在するのであります。 

浅間神社は県下一の神社であります。国幣中社でありましたから。国幣中社は一つもありま

せん。お参りができ、しかも御利益も得られるということであります。呼べば来て喜ばれると

ころではないかなというふうに思っております。これはやはり共同してなんとかお客さんに来

ていただきたい、集客を図りたい文化財の一つだと思うのであります。 
もう１つでありますが、慈眼寺、これは真言宗の寺でありますが、本堂、庫裏それから鐘楼、

この３棟が全部国の重要文化財であります。全国的には珍しいといわれておりますが、武田氏

に関係あるものとしては、いくつかあるわけです。浅間神社も武田家の戦勝祈願所であったわ

けですが、この慈眼寺も戦勝祈願所であったわけであります。信玄公戦勝祈願の依頼の手紙が

残されています。そして、祈祷席も決まっていたのです。祈祷席の定め書きもあります。そし

て、高野山引導院宛て文書の控えがあります。勝頼の遺物を高野山金剛峯寺に送ってください

というお願いの手紙の控えがあるということであります。これも重要な文化財の一つでありま

す。それから、七条袈裟、水晶の念珠、毘沙門天像それから地蔵尊像、この４つはすべて信玄

公の寄進であります。袈裟、念珠、毘沙門天、地蔵尊像の説明の要はないと思いますが、こう

いうふうに武田家にかかわる文化財が慈眼寺にもあるのであります。大切に保存されています。 
このように、笛吹市にも武田家ゆかりの貴重な文化財が保存されています。世に出さないと

もったいない気がするのであります。 
そこで、市長に伺いますが、武田家ゆかりの寺社を生かした観光振興について、市長の考え

を伺いたいと思うのであります。 
次に、市では鵜飼、花火大会などのイベン対応、また年内を通して川の自然から与えられる

安らぎ・癒しの機能への対応として、河川敷に観覧席を設けることを計画しています。これは

施政方針の中にかかれている言葉であります。間もなく工事は完了するとのことであります。 
多額の工事費が必要でありますが、かけての観覧席であります。訪れた人々に喜んでもらえ

るような、魅力あふれるイベントをぜひ企画していただきたいと思います。花大会をおやりに

なる。川中島の合戦はおやりになる。ほかにやはり考える必要があるのではないかと思います。 
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笛吹川の流れはゆったりとした流れ、そして、その清流には心が引かれるものがあります。

街と川と観覧席、人のどよめきでいっぱいになる、そんな光景を一緒になってつくり出したい

ものであります。この観覧席も貴重な財産にしたいものであります。 
このことにつきまして、以下の２点伺いたいと思います。 
観覧席を活用し新しいイベントを開催し、それを大きく育てていく、そのような考え方をお

持ちになっているのかどうか、伺いたいと思うのであります。 
質問の３番目、他のことを知ることは非常に大事であると思いますが、そんな意味から他県

で観覧席を設けている河川名、その規模、観覧席を活用して行っているイベント等を伺いたい

と思います。県内にも観覧席を設けているところがあると聞いておりますし、他県にもあると

いうふうに聞いています。具体的には承知しておりませんので伺いたいと思っております。 
以上で、私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。 

○議長（中村善次君） 
本日の会議時間は、議事日程の都合によってあらかじめ延長いたします。 
答弁を求めます。 
市長、荻野正直君。 

○市長（荻野正直君）  
清新会、井上一已議員の、本市の観光振興と新設の観覧席の活用についてのご質問にお答え

申し上げます。 
はじめに、本市の武田氏ゆかりの寺社を紹介し観光客を誘致する考えは、についてでござい

ます。 

大河ドラマ「風林火山」にかかわる武田氏ゆかりの史跡につきましては、市観光連盟が主体

となり、教育委員会や史跡に精通しているＮＰＯ法人「プロジェクト・あい」の協力を得まし

て、施設内容や現地での対応など、観光客の満足を得られるかどうかを中心に調査検討いたし

ました。 

その結果、選び出された史跡１２カ所をマップに作成し、既に宿泊施設、市内小中学校にも

配布し、ＰＲとともに広く活用をお願いいたしております。 

このほかにも数多くの文化財・史跡が点在しており、これらも含めて有効活用するためには、

観光関連業者はもちろん、多くの市民の方に知っていただくとともに、周辺の古代史跡などと

併せて紹介することで魅力が増すものと考えております。 

今後、学習会等の際には、ご理解ご参加のほどをお願いしたいと存じます。 

なお、スコレー大学受講生の皆さまが、ボランティアガイドを務めていただくこととなり、

この春の試験運用に向けて努力していただいております。積極的な活動に深く感謝していると

ころでございます。 

次に、観覧席を活用し、新しいイベントをつくり出し、それを育む考えはないかでございま

す。 

笛吹川を活用するイベントは、名実ともに本市を代表する誘客事業として効果的であります

ので、積極的に実施したいと考えております。 

現在、春の川中島合戦戦国絵巻、夏の鵜飼・連夜花火・温泉まつり・花火大会、秋のやな漁

などを実施しておりますが、階段観覧席は、延長約５００メートルに約２，９００席が設けら
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れておりますので、この観覧席が有効に活用できますよう検討してまいります。 

例えば、音楽祭などは最適ではないかと考えております。企画にあたりましては、市観光連

盟や青年会議所などのご意見をいただき検討してまいりますが、市民の皆さまからもご提案を

いただきたいと存じます。 

なお、河川の利用にあたりましては、国土交通省のご理解・ご協力を得られるものでなけれ

ばなりませんので、この点も踏まえながら具体的事業の協議検討を進めてまいりたいと考えて

おります。 

次に、他県で観覧席を設けている河川名と観光客の規模と、そこを中心に行っている主なイベ

ントは、のご質問です。 

階段観覧席のあるイベントにつきましては、たくさん他県にあると思われますが、調べた範

囲でお答えさせていただきます。 
まず、県内では、神明の花火大会（市川三郷町 富士川）が延長１３０メートル、４，９００席

であります。また、いたばし花火大会（東京都板橋区 荒川）が延長５００メートル、１万８，

９００席となっており、ともに花火大会以外のイベントは行っておりません。 
次に、米沢上杉まつり川中島合戦（山形県松川）が延長６０メートル、１，２００席であり、

利用しております。そのほかに諏訪湖湖上祭、袋井遠州の花火大会、足利花火大会などは仮設

の桟敷席で開催いたしております。 
以上で、答弁とさせていただきます。 
なお、豊かな心をはぐくむ教育の充実については、教育長よりお答え申し上げます。 

○議長（中村善次君） 

芦原教育長。 

○教育長（芦原正純君） 
清新会、井上一已議員の、豊かな心をはぐくむ教育の充実についてのご質問にお答えいたし

ます。 
はじめに、市内小中学校における、いじめの現状および対策でありますが、ご指摘のとおり、

政府の教育再生会議にもありますように、学校におけるいじめにつきましては、とりわけ国を

挙げてのすみやかな対策が講じられる、大きな問題となっております。 

議論が進められ、集約されてきた結果、これまで漠然としていた、いじめの中身および表現

も、しだいに定義付けがなされ、いじめる側に対して、いじめられる側を守り・防ぐという方

向性が明確になってきたように感じられます。 

そのような問題に対し、笛吹市の行っている対応についてご説明申し上げます。 

組織的なものから申し上げますと、まず、中学校には県単、市単のスクールカウンセラーを

配置しております。また、小学校においては、担任を中心として、児童指導の先生がその役目

を果たしております。 

学校現場においては、これらの先生方の日夜を分かたぬご努力により、学校内での問題の早

期発見とともに、迅速な対応がなされております。 

また、教育委員会においては、教育アドバイザーが市内２０校を定期的にくまなく訪問し、

校長先生方の抱える問題の相談に乗り、解決へのアドバイスを行うとともに、教育委員会内に

開設されている「ひまわり相談室」には、常時３名の相談員が控え、学校や家庭からの相談に

応じております。 
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いじめをはじめ、教育的配慮が必要と判断した場合には、時により転校等の措置も行い、子

どもを守ることを相談事業の第一義として対処しております。 

このように、教育相談、カウンセラー、アドバイザー、指導員らがそれぞれの機能を発揮さ

せる中で、情報を交換し合い、問題発見、解決に向けて全力を傾注しております。 

現在のいじめの件数でありますが、小中合わせて３１件の報告がなされております。 

次に、豊かな心をはぐくむ教育についてのご質問にお答えいたします。 

これまで学校においては、さまざまな機会をとらえて、教育の基本でもある、心の豊かさの

育成に努力を傾注してまいりました。 

総合的学習の時間、給食の時間を使っての、食べることの大切さ、人生の豊かさが学べる読

書の推進、命の大切さを小動物を飼育する過程で学ぶ動物飼育支援事業など、普段の学校生活

に複合的に、これらを取り入れることが豊かな心をはぐくむ教育につながっていくものと考え

ております。 

特に読書につきましては、人の心に豊かさを宿す最大のものであると考えております。 

そのような意味から、各小中学校では、図書館司書の指導のもと、全校で授業が始まる前の

「朝の読書」を行っております。時間も長くても１５分程度ではありますが、読書の習慣と同

時に想像力や表現力、さらに思考力を養う上で実績が上がっているとの報告がなされておりま

す。 

また、新渡戸博士の著書「武士道」は、自己責任・他者への配慮・義務の遂行という面から

とらえていると聞き及んでおります。 

これは、現在、笛吹市がモデル校３校の指定を受け、実施している「心に元気をはぐくむ道

徳教育推進事業」の中に取り入れているものにも共通しているものでもあります。 

今後も、この方針を堅持しながら教育を進めていきたいと考えております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（中村善次君） 

再質問を許します。 

井上君。 

○１番議員（井上一已君） 

ご答弁ありがとうございました。 

３点ずつ答弁をいただいたわけでありますが、十分に答弁をいただきましてありがとうござ

いました。 

それに関連することで、１つずつお願いしたいと思います。 

まず、委員会でありますが、施政方針の中にもありますように、指導主事という言葉が出て

きたり、教育指導員、カウンセラー、指導員というような言葉が出てくるわけであります。学

校問題を解決するときに、指導主事を中心にしてカウンセラー、指導員、それから教育相談員

が一緒になって計画を練っていき、効果を上げるんだという意味のことが書いてありましたが、

そこで、指導主事は市担の方か、県の負担であるかということが１点。そして、大勢は採用で

きないと思いますので、１人か複数かという点もお願いしたいと思います。 

それから、教育指導員、カウンセラー、指導員、この３人の職の方々でありますが、どうい

う役割を持つのか。教育指導員の役割、カウンセラーの役割、指導員の役割ですね。学校にこ

の３人の先生方は配置されているのかどうか。勤務体制でありますが、常勤か、あるいは非常
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勤か。非常勤であれば週何日か。もちろん指導主事を中心にして相談をするわけでありますか

ら、週のうちに幾日かは一緒になるという計画であろうと思いますが、その点をお伺いしたい

と思います。 

それから、１校１色についてもお願いしたいと思っておりますが、どんな活動に補助を与え

るかということでありますね。いっぱい学校には活動があるわけでありますが、教科指導か校

外活動かクラブ活動か、クラブ活動には文化と体育とがあるわけですが、それから奉仕活動、

そういうようなすべての、いわゆる子どもたちが関係する教育活動であれば補助金を与えるの

かどうか。補助金につきましては、幾ら補助金を出すのかということ。そして、研究期間が１年、

２年、３年とあるわけですが、単年度補助を与えるのか、それが継続された場合、継続につい

ては１年目に補助を出して、２年目にも補助を出すという仕組みかどうか、そのへんもお伺い

したいと思います。 

教育委員会は以上でありますが、産業経済部にお願いしたいと思いますが、今、市長の答弁

を聞きますと、うちの観覧席というのは非常にゆったりとしているなという感じを受けたわけ

であります。 
土曜日にあそこへ行ったわけです。１マスが大体７０センチ、縦が６０センチくらい、２４エ

リアがあるわけですが、その１つのエリアは３０席あるわけです。そして４段になっているわ

けです。そうしますと１２０席ということになりますね。 
今、例を挙げていただきましたが、それを見るとうちの観覧席は非常にゆったりとできてい

るなと。４段あって、それぞれ足を置くところ、通路が８０センチくらいとってありますから、

これは何があっても避難は十分できるのではないかと、もちろん避難通路・階段もありますの

で、そういう感じを受けたわけであります。 
これは堤防の上に造ったということで、もちろん国交省の許可を得たと思いますが、堤防の

強化になっているのではないかと思っていますが、そのへんをちょっとお伺いしたいと思いま

す。 
それから、この施政方針の中にありましたが、笛吹川は非常に安らぎ、癒しになる川だといっ

ておりますが、市長は、今の川を見て本当に癒しになる、それから安らぎになるような川かど

うかということであります。 
ということであれば、これはなかなか整備は大変だと思います。ボランティアの皆さんが

１年に１回はやっているわけでありますが、そういうふうな工夫をして、端的に言いますと草

を刈る、例えばどこかの学校にお願いをする。危険性もありますので、そのへん、笛吹川清流

と言っていますが、らしく風景をつくっていただければありがたいなと思っております。 
以上、申し上げました。 

○議長（中村善次君） 
荻野市長。 

○市長（荻野正直君） 
観覧席が堤防の強化になるかどうかというご質問でございますが、私は間違いなく強化に

なっていると思いますし、また、国土交通省の指導の中でも、以前よりも強化した形でないと、

許可にならなかったというようなことを申させていただきたいと思います。 
また、笛吹川、あの河原の状態で癒しや安らぎになるのかという質問でございますけれども、

大変、とらえ方にとって難しいと思います。と言うのは、人に言わせれば、草がたくさん生え
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ていいという方もありますし、人によっては、あんなに草ぼうぼうでどうするんだという、か

なり両極端なご意見もいただいております。 
今、私といたしましては、あの川をどうしようかということで、過日も国土交通省の甲府事

務所の所長さんと会談をさせていただいています。あれだけ長く草が伸びるというのは、ちょっ

と伸びすぎではないかというふうに思っています。せっかく建設業協会、また議員の皆さん方

に、あるいは区長会の皆さん方にご協力いただきまして、雑木の除去をさせていただいており

ますから、なんとかあの状況が保たれる方法を考えていきたいと思っております。 
これはとても市単独ではあの中をいじれませんから、やはり国土交通省と協力をしながら、

この件については検討させていただきたいと思っておりますから、ご理解いただきたいと思い

ます。 
○議長（中村善次君） 

芦原教育長。 
○教育長（芦原正純君） 

再質問にお答えさせていただきます。 
指導主事につきましては、現役の教員１名を県から派遣していただくもので、給料について

は市のほうで負担をすると、こういうことになっております。 
次に、教育相談員、スクールカウンセラー、指導員についてですが、教育相談員であります

が、現在３名が八代支所「ひまわり相談室」に勤務いたしております。全員が市担でございま

す。１名が常勤、２名が週３日の非常勤となっております。勤務時間につきましては、８時半

から５時半までとなっております。業務内容は、心身に障害を持つ児童生徒の適正就学に関す

ること、また、不登校、問題行動児に関することなどであります。 
それから、スクールカウンセラーにつきましては、心理学の専門的な勉強をされている方と

いうことでございます。市担は１名のみで、石和中学校に週１回の勤務をしております。 
ちなみに、石和中学校につきましては、このほかに県からの派遣のカウンセラーが週３回勤

務をいたしております。ほかの中学校におきましても、県から派遣されるカウンセラーが週に

１回の勤務を行っております。役割につきましては、生徒の抱えるさまざまな相談に乗り解決

を図るものであります。 
さらに、指導員につきまして、教育委員会に２名の市担の指導員が常勤で８時半から５時半

まで勤務しております。 
自立支援指導員につきましては、不登校、問題行動児が立ち直るための手助けをしているも

のでありまして、それからもう１人、情報指導員につきましては、教育委員会および学校にお

けるパソコンにかかわる指導等が主な業務となっております。 
次に、学校の１校１色運動でありますが、事業のねらいとしては、活力と個性ある学校づく

りが目的であります。例えば、学力の向上、体力の向上、心の教育など、さまざまなテーマに

ついて、各校がそれぞれの判断で独自の企画を立てて実施していただく、こういうふうなもの

でございます。 
学校から出されました企画を審査委員会で審査して、市長と協議をさせていただいてから決

定いたします。初年度となりますのは１９年度です。その１９年度単年度事業として、５校に

それぞれ５万円くらいを補助していきたいと考えております。 
なお、継続事業のことですが、一般的に申し上げまして、文科省なんかでこういった指定を
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される研究ですが、大体２年間というのが一つの目安になっております。内容によっては１年

特別延長というようなことがありますので、そんなふうなことを参考にさせていただきながら、

この計画についても進めていきたいと思っております。 
以上です。 

○議長（中村善次君） 
再々質問ありますか。 
（「ありません」の声あり） 
以上で、清新会の代表質問を終わります。 
本日の議事はすべて終了しました。 
本日は、これにて散会いたします。 
明日６日は、午前１０時までに議場にご参集願います。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
散会  午後 ５時２０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３０名であります。 
定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 
本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりです。 
本日、傍聴の申請があり、これを許可しましたので報告します。 
傍聴人に申し上げます。 
傍聴人は騒ぎ立てることは禁止されておりますので、静粛に願います。 
また、携帯電話は電源を切るかマナーモードに設定してください。 
なお、議長の命令に従わないときは、地方自治法第１３１条第１項の規定により、退場を命

じますので、念のため申し添えます。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
○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１１名から１７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分間といたしますので、

ご承知願います。 
それでは、２７番、渡邉清美君。 

○２７番議員（渡邉清美君） 
公明党の渡邉清美です。 
２点質問させていただきます。 
はじめに、カラーバリアフリー対策についてお伺いいたします。 
公明党が全力で推進してきましたバリアフリー、障壁のない社会構築の１つとして、色覚障

害者に優しいまちづくりが各地で具体化し始めております。物の見え方、感じ方が正常とされ

る人と異なる色覚障害者は、男性の２０人に１人、女性の５００人に１人、日本全体で３００万

人はいると推定されております。そうした人々が感じている色覚についての不便を解消するこ

とは、バリアフリー社会の重要な課題の１つであります。人の網膜には赤・緑・青を感じ取る

錐体があり、３つのうち１つが欠けていたり、それぞれの働きが不十分なのが色覚異常であり、

日常生活を困難にするような障害ではないこと、差別につながりかねないなどの意見から、色

覚特性と表現すべきであるという意見もあります。色覚障害を持つ人は、赤系統と緑系統など

の特定の色の区別が難しいそうです。赤と緑の組み合わせを活用しないなど、救い手側が医療

に配慮した書類等を作成するだけではなく、形や文字・記号なども加えることも求められてい

ます。 
身の回りには点線・波線・網目などと、分かりやすい線を組み合わせてみたり、また色の付

いた線は太い線にするなどの対応も必要になってくると思います。身の回りには、カラフルな

印刷物や広告、掲示、表示にあふれ、インターネットのホームページなども多種多様な色に満

ちていますが、色覚障害者のある人にとっては、さまざまな不便をもたらします。 
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また、教育現場についてみれば、小中学校１クラスに当てはめてみれば、男子２０人の中に

１人おり、男女合わせた１００人の中に２人から３人の色覚障害を持った方がいる計算になり

ます。こうした方々は、黒板に赤いチョークを使用すると、文字が分かりにくい場合がありま

す。青と緑は見えにくく、白と黄色は見えやすいようです。特に色覚異常の子どもへの配慮は、

未然にいじめを防ぐことにもつながります。 
平成１５年度より学校における色覚異常の検査が、差別やいじめにつながることから廃止と

なりましたが、一方、検査の廃止に伴い、教師や学校側が色覚異常の児童生徒への意識が薄れ

ることが懸念されており、学校側のさらなる配慮が必要であると考えますが、本市のカラーバ

リアフリー対策について、併せてご所見をお伺いいたします。 
次に、ふれあい戸別収集についてお伺いいたします。 
高齢化や核家族化が進む中、地域のごみステーションにごみ出しするのが困難な独り暮らし

や高齢者のみの世帯、障害者のみの世帯の手助けとして、週に１度は玄関先でごみを収集する

戸別収集を、福祉サービスの１つに加えることが必要ではないかと考えます。 
身近にごみ出しの支援をしてくれる人のいない６５歳以上の高齢者のみの世帯や、重度の障

害者のみの世帯で、分別したごみを地域のごみステーションにまでは持ち運べないが、玄関先

までは出せる世帯も年々増加しつつあります。 
こうしたサービスを通して、同時に安否確認もできることになります。指定日にごみ袋が出

ていれば元気、出ていなければ何かあったのではと、対処できるのではないでしょうか。 
１人でも多くの方が快適な生活ができるよう、喜ばれる「ふれあい戸別収集」を提案いたし

ますが、当局のご所見をお伺いいたします。 
以上で質問を終わります。 
ありがとうございました。 

○議長（中村善次君） 
当局の答弁を求めます。 
１問目の答弁を内藤保健福祉部長。 

○保健福祉部長（内藤運富君） 
渡邉清美議員の一般質問、カラーバリアフリー対策について、お答えをいたします。 
ご指摘の色覚障害は、かつては色盲とか色弱と呼ばれることもありましたが、誤解を与える

として現在は色覚異常、色覚障害と呼ばれることが一般的になってきております。 
さて、議員もご指摘のとおり、日本人には赤色と緑色の区別ができにくい色覚障害の方が最

も多く、男性の約２０人に１人、女性の約４００人に１人で、全国に３００万人近く存在する

といわれております。 
この色覚障害は、かつては誤解や偏見に基づく取り扱いもありましたが、現在ではほとんど

なくなりました。例えば、企業の採用時や小学校における強制検査は廃止され、大学への入学

制限もなくなっております。 
しかし、デザインの分野では、色覚障害者に重要な表示が読みづらくなるという可能性を考

慮して、特定の色使いを避けることが推奨され、ガイドラインも示されております。また、カ

ラーバリアフリーの考え方を積極的に取り入れた情報の発信やまちづくりを展開する、自治体

や企業も出てきております。 
現在、本市では、広報の中身につきましては白黒を基本にしております。ホームページでは
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白黒表示を選択できるようにして、色覚障害者のみなさんにも読みやすくするための工夫をし

ております。また、歩道における点字ブロックの設置につきましても、カラーバリアフリーの

考え方を導入しております。 
今後は、地域福祉計画や障害者基本計画などに基づいて、バリアフリーの考え方やユニバー

サルデザインの施策展開を進め、色覚障害者の方々にとっても、快適で安心な暮らしづくりを

めざしていきたいと考えております。 
以上、答弁といたします。 

○議長（中村善次君） 
続いて、高野教育次長。 

○教育次長（高野あけみ君） 
渡邉清美議員の一般質問、カラーバリアフリー対策についての、学校における色覚検査廃止

にかかわるご質問にお答えいたします。 
まず、検査結果が差別やいじめにつながるため廃止した旨のご質問でありましたが、色覚検

査廃止につきましては、平成１４年３月に学校保健法施行規則の一部改正によるもので、知能

検査法の改正などとともに、児童、生徒、学生および幼児の健康診断の改正の中に含まれて、

改正が行われたものであります。 
色覚検査につきましては、改正前は小学校４年生時に行ってきました。しかし、この改正に

より、健康診断の必須項目からこの検査が削除されることになりました。 
削除の理由として、それまで実施してきた色覚検査において、異常と判別された者であって

も、大半は支障なく学校生活を送ることが可能であることが明らかになってきていること。ま

た、それまで色覚異常がある児童生徒に対しては、既に学校において配慮され、指導されてき

た経過があることを考慮し、この検査を必須の項目から削除したものであります。 
また、ご質問にありますように、検査の廃止により、学校現場における色覚異常の児童生徒

に対して、意識が薄れることへの懸念につきましては、一斉の検査こそ廃止となりましたが、

検査が必要な児童生徒には、学校側で個別の対応を行っておりますことを併せ、付け加えさせ

ていただきます。 
以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（中村善次君） 
２問目の答弁を堀内市民環境部長。 

○市民環境部長（堀内正徽君） 
渡邉清美議員の２問目の一般質問、ふれあい戸別収集についてお答えいたします。 
現在、市では生ごみ等を含む可燃ごみの排出につきましては、週２回の排出回数により、市

内全域に約１，３００カ所において対応しております。これら可燃物置場につきましては、各

地区の役員や環境指導員の申請に基づき要望を受ける中で、適宜内容を精査し、新設・移動等

の対応をさせていただいているところでございます。 
平成１８年４月１日現在の６５歳以上の独り暮らし世帯は１，７０１世帯、要支援者数は

３８３人になっております。 
その中で、独り暮らしの高齢者や障害者への支援としましては、笛吹市社会福祉協議会に登

録されたホームヘルパーにより、ごみ出しサービスのほか、さまざまな居宅サービスを行って

おります。その他にも、戸別収集等を含め居宅支援を必要とされる方は、今後増えることが予



 ８８

測されますが、市内各所に点在していることから、各地区の役員や環境指導員・民生委員・社

会福祉協議会や各種ボランティア団体と連携を図る中で、検討していきたいと思います。 
市としましても、小中学生を対象とする環境教育施策を行っておりますが、この中で今後の

課題としまして、高齢化社会が進む中でのごみ排出等にかかる問題は、地域全体の問題として、

地域においても積極的な取り組みをお願いをする次第でございます。 
以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（中村善次君） 
再質問を許します。 
渡邉君。 

○２７番議員（渡邉清美君） 
ありがとうございました。 
最初のカラーバリアフリー対策ですけれども、今後、書類等を作成する場合、業者に委託す

るような場合は、どうか形や記号なども含めた上で、職員の方にもそういうことがあるという

ことを徹底していただきながら、発注する際にそういうことに、よろしく力を入れていただき

たいと思います。 
そして、学校に対しましては、まだ今後も変わりなく、その点につきましてご配慮をよろし

くお願いいたします。 
そして、戸別収集のほうですけれども、石和町などは前の町の時代から、粗大ごみなんかは

甲府の環境センターへ持っていけば、石和の人たちは受け入れてくれるんですけれども、ほか

の町村の人たちが、合併したからといって、一緒に持っていったらしいんですね。そしたら、

石和町ではないから返されたということで、この点はどうなっているのかという質問を、よく

聞かれますので、どのように今後対応していくのか、その点を知りたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 
○議長（中村善次君） 

堀内市民環境部長。 
○市民環境部長（堀内正徽君） 

再質問にお答え申し上げます。 
ごみの収集系列でございますけれども、現在、市内については３種類というような格好で、

ごみの処理を行っております。ご質問でお尋ねのとおり、石和地区以外、いわゆる旧御坂、一

宮、八代、境川につきましては、甲府市のほうに委託処理という形で行っております。ごみ処

理のほうは委託処理で行っております。そして、旧石和地区におきましては、合併以前から甲

府市と共同処理という形で処理を行っております。そのために、建設に対する焼却分というよ

うな形で、共同で負担しております。そういった形が継続しておりまして、以前から甲府市民

と同じような条件でもって、旧石和地区の人たちも条件で出せるような形で継続してきており

ます。 
これにつきましても、合併後ですから、甲府市のほうにその範囲を広げていただけるように、

申し込んではおりますけれども、理由の１つとして、焼却炉の安全確保にちょっと保障しにく

いというような理由もいただいておりますが、まだ正式な回答はいただいておりません。よろ

しいよというものはいただいておりませんけれども、今後それについては、申し込んでいきた

いというふうに考えております。 
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以上です。 
○議長（中村善次君） 

再々質問はありますか。 
渡邉君。 

○２７番議員（渡邉清美君） 
粗大ごみの件は、どうか甲府市のほうに力強く、また言っていただきたいと思います。よろ

しくお願いします。 
あと１つ、先ほどの福祉サービスの１つということで、粗大ごみはそのほうのヘルパーさん

たちとか、そういう方たちの協力を得ながら、年に１回とかはそういう障害者の方たちのとこ

ろへ回っていくという話は聞いているんですけれども、こうやって普通の可燃ごみなんかも、

そうしていただけたらという、そういう話でもって、またそのへんも広げていただければと、

なお一層思います。 
そして、ごみを本当に減量化ということでやっていますけれども、分別が本当によくできて

いる主婦の方とか、またそういう人たちから声があるんですけれども、私は一生懸命、分別し

ているんだけれども、さほどしていない人とあまり差がなくて、何かスタンプとか、そういう

ものをいただいて、それがいっぱいになれば、例えば市の施設に入るのに無料とか、何かメリッ

トみたいなもの、わずかなものでもいいから、そういうものがあれば、張り合いとなってやれ

るというような意見もありますので、どうぞ今後、そのようなことも配慮していただければ、

考えていただければありがたいと思います。 
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） 
堀内市民環境部長。 

○市民環境部長（堀内正徽君） 
再々質問にお答えを申し上げます。 
ごみの分別につきましては、これは社会的な必要に迫られていることでありまして、ごみの

分別につきましては苦労とか付きものであります。そういった一生懸命やっていただける方が、

模範となりまして、それを波及していただくことが一番ではないかというふうに考えておりま

す。そういったことで、全般的にレベルが上がっていくことが、一番望ましい形ではあります。 
また、スタンプとかそういう報奨制度ということは、今、改めて提案いただきましたという

ことで、承らせていただきます。 
以上です。 

○議長（中村善次君） 
以上で、渡邉清美君の一般質問を終了いたします。 
関連質問を許します。 
１８番、中川秀哉君。 

○１８番議員（中川秀哉君） 
渡邉議員の関連質問で２問、ご質問させていただきます。 
２問目の環境関係について、お伺いさせていただきたいと思います。 
実は、去る２月２８日に、笛吹市で初めてバイオディーゼルフューエルが主動したというこ



 ９０

とで、私も現場を見学させていただいた次第でございます。その中で２点ほど確認のため質問

させていただきたいと思います。 
今回のこの画期的な資料をぜひ市内の皆さまにも、調査また研究、またご確認をいただくと

いう意味で、一番いいのはやはり環境をテーマにした教育というものが、一番住みいいのでは

ないかと。親御さん、またお子さんと共に、この食用油の使い様という、またこのリサイクル

というものを勉強していただきたいというふうに思いまして、そういったような環境教育に対

するお考えを、ぜひお伺いしたいということが１点でございます。 
もう１点は、このバイオディーゼルフューエルを精製するにあたり、いくつかの副産物が発

生するという事実をお伺いしました。その中で１つにはグリセリンというものが発生するとい

うことでございます。このグリセリンというものは、触媒や不変化の脂肪酸などが混入してい

るということで、あまり有効的な利用がないというふうに、資料にはあるんですけれども、こ

ういったことについての活用方法、また今後これを活用しないような技術を構築するのかどう

かということも、併せてお伺いできればと思います。 
以上でございます。 

○議長（中村善次君） 
堀内市民環境部長。 

○市民環境部長（堀内正徽君） 
関連質問、２問についてお答えを申し上げます。 
環境教育をどうしていくかということにつきましては、これは教育委員会と連携を取りまし

て、環境教育を十分やっていきたいというふうに考えております。 
また、環境教育もさながら、このバイオディーゼル燃料を使ったスクールバスに乗っていた

だくことでもって、いわゆる論より証拠ではないですけれども、いままで捨てていた天ぷら油

でもって、この大きなバスが動くということを体感、実感していただくことで、循環型社会と

いうものを体感することで、勉強していただきたいというふうに考えております。 
そして、もう１つの、いわゆるＢＤＦの精製過程でグリセリンが精製します。これはやはり

１０対１の割合でもってグリセリンが出てくるというふうにいわれております。グリセリンで

すけれども、これは澄んだように精製した場合は、保湿成分が有効ですので、化粧品等の成分

として利用されるというふうに聞いておりますけれども、精製したグリセリンの供給のほうが、

だぶついているということで、これはあまり望めないという状況になっております。ほかに使

える方法としましては、動物等の排泄物に混ぜて発酵促進剤になるというふうな話も聞いてお

ります。 
それともう１つは、土壌に入れて土壌改良剤にもなるというような話も聞いておりますけれ

ども、そのへんのところを進めていきたいというふうに思っております。 
グリセリン自体、よく皆さんご存じだと思いますけれども、これはグリセリンに濃い硝酸お

よび硫酸等を混ぜてエステル化といいますか、澄みますと、これはいわゆる無色透明の、ちょっ

とした振動がすれば、ものすごい爆発がするというニトログリセリンというふうなもの、まっ

たく異質なものに生まれ変わります。そういった面を見ますと、この副産物であるグリセリン

につきましては、相当、ポテンシャルが高い副産物というふうに考えておりますので、これを

焼却処理していたのでは、まったく能がありませんので、なんとか土に返すような方法で、循

環型社会のモデルにしていきたいというふうに考えております。 
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以上です。 
○議長（中村善次君） 

再質問ありますか。 
中川君。 

○１８番議員（中川秀哉君） 
質問といいますか、ぜひそのバイオディーゼルフューエルを含めて、実際に排気ガスのマフ

ラーのところで見ると、いままでのものは本当に真っ黒い煙が、そのままタオルに付着される。

それが今度のバイオディーゼルフューエルは本当に無色、ほとんど何も移らないという、そう

いった目で見るところも、環境教育にも十分役立つのではないかと思われます。 
ぜひ、今後、いわゆるマニフェストに載せられている中にもございますとおり、学校教育の

中でもぜひ活用していただきたいなということで、これも含めて、以上で終わらせていただき

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） 
以上で関連質問を終わります。 
一般質問を続けます。 
９番、大久保俊雄君。 

○９番議員（大久保俊雄君） 
笛政クラブの大久保俊雄です。 
議長の許可をいただきましたので、質問をさせていただきます。 
高い内閣支持率でスタートした新政権でしたが、５カ月を経て支持率低下に歯止めがかかり

ません。支持しない一番の理由としては、指導力がないことを挙げております。戦後、最長の

景気拡大を記録したあとも、なかなかへたらないしぶとい景気であります。 
内閣府発表の１２月期ＧＤＰ、これは実質４．８％の高い成長となりましたが、その水準は

いざなぎ景気に到底及びません。企業部門が好調とはいえ大企業が中心で、地方中小零細企業

は低迷しております。 
県内、市内、とりわけ飲食店、宿泊業、運輸業などのサービス分野の中小企業がよくありま

せん。しかし、この分野には多くの人が働いており、規制緩和などで中小企業がさらに活性化

すれば、そこに働く人の給料も上がり消費も伸び、より長い経済成長のためには、今後は所得

の伸びが鈍い家計部門、１人当たりの鈍い賃金の増加が望まれ、今春闘における賃金交渉の動

向も注視されるところであります。 
さらに、今通常国会は労働国会と呼ばれるほど、一連の労働関係法の審議が予定されており、

均衡処遇強化を目指すパート労働改正法案、生活保護との整合性を求める最低賃金法改正案、

年長フリーターの雇用促進を狙う雇用対策法改正案などであります。 
これらは急激な少子高齢化を伴った今後の人口減少社会では、性別や年齢にかかわりなく、

個人が意欲と能力を最大限発揮できる環境、これを整えることが必要であり、個人の能力向上

のためには、多様で柔軟な働き方が選択肢として用意されているものであるか、十分、精査さ

れなければなりません。 
地方自治体においても、地方分権への流れを一層、加速させ、地域の景気判断に基づいたア

ラカルト的な政策発動が望まれます。 
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笛吹市においても、策定されました第１次笛吹市行財政改革大綱に基づき、市政運営を総合

的かつ計画的に行う指針として、第１次総合計画の早急な策定を望む中で、荻野市長のさらな

る指導力を発揮されることを熱望して、以下、質問をさせていただきます。 
まず、組織における人材育成の観点からいくつかお伺いします。 
自治体であれ企業であれ、人は必ずいくつかの組織に属し、組織の定義、これは共通目標達

成のために有機的活動を行う人間の集団であり、公務員は行政サービスの受益者である市民の

利益を実現することが目標であることは、今さら申すまでもありません。しかし、自治体によ

る裏金問題、官製談合、職員による病気休暇制度の悪用、飲酒死亡事故等、次から次へと相次

ぐ不祥事がマスコミをにぎわせております。 
自治体に対する国民、住民の信頼感を失墜させるとともに、分権改革の不十分さも浮き彫り

にされましたが、昨年１２月、地方分権改革推進法が成立、全国知事会も不正根絶宣言を採択。

総務省も昨年１２月２６日には地方公務員の汚職防止を求める通知を各自治体に出しました。

この春は統一地方選も控え、住民の信頼をいかに回復し、第二期分権改革を推進していくか、

まさに正念場を迎えるのではないでしょうか。 
議会としても、首長のチェック機能にとどまらず、唯一の立法機関であることも強く認識し、

不祥事を発生させないためのシステムとしての条例・規則の存在も、極めて重要視しなければ

なりません。 
笛吹市においても、残念ながら３年間無断で水道管工事を発注し、代金が未払いとなった事

件が発生しました。１月３１日付けで調査報告書が提出されましたが、経緯、原因をはじめ法

令違反の有無、再発防止のための具体的計画等について、不十分な部分があると言わざるを得

ません。 
工業部門の中核として、国とともに公共サービスを担ってきた地方自治体は、そもそも公共

の利益を目的とし、市民の信託を受けて公平・平等に法律による行政を展開すべき使命を負っ

てきました。ところが、第１に、最低限求められる法令遵守義務がいとも簡単に破られ、高次

元の判断を必要とされる公正さが組織内で失われたために、発生したのではないでしょうか。 
そして、報告書の最後の行に、「今回の水道問題を真摯に受け止め、二度とこうした不適切な

行為が起こらぬよう対策を講じるとともに、一日も早く市民の信頼回復のために、職員一丸と

なって精進する」と記されております。 
自治体の不祥事を回避するためには、職員と組織のあり方で何が最も重要であるか、キーワー

ドは何であるでしょうか、お伺いいたします。 
２点目に、仕事において目標に向かって自分を行動に駆り立てるために、強いエネルギーを

発動させることを動機付け、モチベーションといいますが、管理者・上司として、大変厳しい

採用試験を勝ち抜いてきた優秀な職員の能力を最大限引き出すためには、どのような方策、研

修がなされているのかお伺いします。 
３点目に、公務員の基本的な仕事は、政策の企画立案業務と許認可やサービス等の執行業務

であります。現在、進んでいる公務員制度改革の目的も、単に給与や公務員数の削減ではなく、

多面的な政策の立案調整能力、いわゆるマネジメント能力の向上と市民住民の要請に対して、

公務員が迅速に誠心誠意対応する能力、いわゆる応答性の強化に主眼が置かれている中で、ど

のような取り組み、方策が取られているか伺います。 
４点目に、現行公務員制度の根幹は成績主義にあり、成績主義の大前提として勤務評定制度



 ９３

を想定しているにもかかわらず、国でも地方でも本格的に客観的な人事評価がなされておりま

せん。 
今後は、まじめにやっているだけではなく結果を出すことが必要であり、私たち議会も予算

や事業を始めるときだけでなく、結果に対しても厳しく精査しなければならないわけで、とり

わけ本市においては、基幹産業である温泉と果実を結び付けた観光客数アップに向け、数値管

理・数値目標が必要であり、さらに高度な政策立案、情報収集、ＰＲ、セール活動等、県内誘

客ナンバーワンの笛吹市実現を目指し、平成１９年度観光客増加に向けて、どのように組織力

アップのために具体的方策が取られているのか、お伺いいたします。 
次に、２点目といたしまして、新年度、新規地方交付税の支援措置に対する本市の対応につ

いて、お伺いいたします。 
政府は２０１１年までに国債の発行や利払いを引いた、国と地方の実質的な収支である基礎

的財政収支、いわゆるプライマリーバランスを黒字にする大目標を立てており、地方交付税の

大幅削減、消費税増税など、さらに国民・市民負担が必要になることは、今さら申すまでもあ

りません。 
しかし、新政権において特筆すべき地方交付税の中で、「頑張る地方応援プログラム」が新し

く設けられました。いままでの交付税は補助金のように扱われ、画一的な財源保障機能が基本

でありましたが、安倍総理はどこを切っても金太郎的な施策は駄目だと。各地方自治体の政策

誘導的な配分方法に極めて大きいウエイトを置き、地方の再建、財政健全化に向けて多様な取

り組みの支援に強い意欲を示し、それを具現化したものが、この「地方応援プログラム」であ

ります。 
同プログラムでは行政改革指標、農業算出額、小売業年間商品販売額、出生率など、９つの

指標で改善が見られた自治体には交付税を上乗せ、これは太いひもが付いていたり、ほかが減

らされたりするのではないプラスアルファの交付税措置でありまして、さらに地域活性化計画

の経費の一部の補助が受けられるものであります。 
支援措置総額は、これは年間３千億円、１９年度は２，２００億円、経費補助は年間５００億

円が上乗せ配分されるものでありまして、１市町村当たり単年度３千万円、３年まで措置され

るわけですから、９千万円という交付税措置がなされるわけでありまして、本市も本制度を積

極的に活用するためのプロジェクトの立ち上げを強く要望するものであります。 
９つの指標に対応するプロジェクトの例としては、観光振興交流プロジェクト、街中再生プ

ロジェクト、少子高齢化対策プロジェクト等々考えられまして、笛吹市としても数多くのアイ

デアを官民で駆使して、魅力ある地域の創出、地域行政サービスの向上に向けて、また激烈な

自治体間競争の真の勝者となるには、本制度の活用は大変有効であると思慮されます。 
本制度の当面のスケジュールは、第１次募集期間が４月から５月、第２次募集期間が８月か

ら９月と、市の総合計画を待っていては到底間に合わないスケジュールであります。本市につ

いて、その取り組みを伺うとともに、新年度、新しい交付金制度、例えば地域自立活性化交付

金ですとか、地域活性化事業費等、各種創設された交付金制度に対して、市として情報収集、

各部署との連携、事業策定等、「そんなものがあったのけ、知らなんだ」ということがないよう、

確実な交付税措置、交付税獲得のために、どのような方策が取られているかお伺いしまして、

以上、２点質問を終わらせていただきます。 
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○議長（中村善次君） 
当局の答弁を求めます。 
１問目の答弁を石川総務部長。 

○総務部長（石川光次君） 
大久保俊雄議員の一般質問、自治体の組織力アップとなる人材育成についての本市の取り組

みを問う、にお答えいたします。 
まず、自治体不祥事を回避する職員と組織の課題において、何が最も重要であるかについて

であります。 
今回の事務遂行における危機管理意識の欠如により発生した職員の不適切な事務処理は、一

職員の問題としてとらえるのではなく、組織体制上の問題としてとらえ、組織体制の整備、事

務管理体制の強化と職員研修の充実に努力していきたいと考えております。 
自治体不祥事発生を抑止するため、組織、職員が同じ目標を決定し、責任の範囲を一致させ

るなど、「プラン・ドゥー・シー・チェックアンドアクション」のマネジメントサイクルと、「報

告・連絡・相談」の徹底による自立的なセルフ・マネジメントを機能させることが重要である

と考えます。 
また、外部からの視線を意識し、組織内に緊張感を与えるため、情報公開や自治体職員間の

交流、さらに市民や企業を交えた幅広い議論を行い、オープンな組織風土をつくることも重要

であると考えます。 
次に、職員の能力を最大限引き出しモチベーションを高めるため、どのような方策が取られ

効果が上がっているか、についてでありますが、笛吹市人材育成基本方針に基づき、一人ひと

りの職員が持つ個性を生かしながら、組織的能力の向上を図るため、職務や職責に応じた役割

を職員自らが認識し、自立的に能力を開発するための参加型研修の提供を行うとともに、職員

として必要な能力の習得や向上を組織として支援し、人材育成を図ってまいります。 
また、昇任・昇格試験制度、人事異動自己申告制度、庁内公募制度等の実施、さらに全職員

を対象として導入を進めている、人事評価制度による意識改革と意欲の醸成を推進しています。 
効果については、研修により受講者本人の行動が職場において、どう貢献したか判定するこ

とは難しいことだと思いますが、研修後のアンケートやレポート等の内容により判断しますと、

職員の努力による自己啓発について、期待も含め、効果が上がっているのではないかと感じて

います。 
次に、マネジメント能力と応答性の強化のためにどのような研修がなされているか、につい

てでありますが、職員の研修は、笛吹市職員研修実施方針に基づき、全職員や各階層別に自立

的な能力開発のための自己啓発研修やキャリアマネージメント研修、さらに実務・実践で生か

せる、政策形成能力を養成する研修等の能力向上研修を行っているところです。 
また、自治体・民間企業への派遣研修など知識の習得・接遇・経営感覚等を目的とした特別

研修等を行い、市政へ反映させることにより、市民満足度の向上に向け、職員一丸になって職

員研修に取り組んでいるところです。 
以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（中村善次君） 
続いて、保坂産業経済部長。 
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○産業経済部長（保坂利定君） 
大久保俊雄議員の一般質問、観光客増加のためにはさらに高度な政策立案、情報収集、セー

ルス活動が必要。来年度に向けて具体的な方針を問う、にお答えいたします。 
観光客増加のための来年度の具体的な方針については、既に平成１８年度補正予算で計上を

いただいた、石和温泉旅館組合で計画・運営管理を行う足湯を中心とした誘客施設が、４月１日

オープンに向け着々と計画が進んでおります。 
その中に、観光と農業が一体となって積極的に観光客を誘客すべく取り組みとして、出店募

集なども行い、旅館組合とともに笛吹市のイメージアップと特産品のＰＲに努めていきたいと

考えております。 
また、１月から始まったＮＨＫ大河ドラマ「風林火山」の放映、県で行っている「風林火山

博」とも連携した観光キャンペーンの実施、武田ゆかりマップ等の作成、石和温泉駅観光案内

所で行う手荷物預りの実施、ボランティアガイドの育成推進、海外からの誘客活動も促進し、

産業経済部を産業観光部に名称変更し、観光商工課を観光企画、観光振興、商工労働に機能し

やすい組織改革を行い、観光連盟とともに誘客活動を進め、おもてなしの心を大切に、「住んで

良し、訪れて良し」の誘客に努めてまいりたいと考えております。 
以上、答弁といたします。 

○議長（中村善次君） 
２問目の答弁を池田秘書政策室長。 

○秘書政策室長（池田聖仁君） 
大久保議員の一般質問、魅力ある地方に生まれ変わるための地方交付税の支援措置に対する

本市の具体的取り組み、についてお答えいたします。 
国は、本年１月、「地方の活力なくして国の活力なし」と、魅力ある地方の創出に向けて「頑

張る地方応援プログラム」を公表いたしました。 
この事業は、前向きに取り組む地方公共団体が、地域の特色を生かした独自のプロジェクト

に取り組む場合に、地方交付税による支援措置を毎年度総額３千億円程度行うというものであ

ります。 
このプロジェクトは、１つ、また複数の事業・施策で構成するものとされ、その応募期間は、

平成１９年度から平成２１年度までの３年間とされております。プロジェクトの策定をした場

合には、具体的な成果目標を掲げ、かつ、住民に公表し、住民の参画などにより、広く地域の

知恵と工夫を凝らすこととされています。 
支援措置は、プロジェクトに取り組むための経費として、１市町村につき単年度３千万円を

３年間措置するほか、プロジェクトによる成果指標を普通交付税の算定に反映させることとさ

れています。このほか各省との連携による支援措置もございます。 
また、プロジェクトの例からしますと、「地域経営改革」「地域特産品発掘」「少子化対策」「定

住促進」「観光振興・交流」「安全・安心なまちづくり」「環境保全」等々が示されております。

地方にとって大変取り組みやすい事業と思われます。 
本市におきましても、この応援プログラムに対し、前向きに取り組んでまいりたいと考えて

おり、既に一部プランも検討しておりますが、具体的には新年度早々から関係部局によるプロ

ジェクトチームを発足させ、応募していきたいと考えております。 
なお、情報収集関係につきましては、これからも積極的に取り組んでまいりたいと考えてお
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ります。 
よろしくお願いします。 

○議長（中村善次君） 
再質問を許します。 
大久保君。 

○９番議員（大久保俊雄君） 
ちょっと時間等の制約がありまして、簡潔にお伺いしますけれども、まず１点、水道工事の

問題に関しては、報告書等、地方公務員法の第２９条１項の職務怠慢に抵触すると、関係すべ

てがありますので、またこちらのほうは監査委員の報告書等も出るはずでしょうから、次年度

はこういうことがないようにお願いしたいということで、要望で結構です。 
あと、退職職員に関しまして、団塊の世代５年間、これはかなり多い。今年２８名が退職で

８名が定年ということで、あと早期退職制度により、イレギュラーな退職が１８名。これは当

初、やはり４月から新しくいろいろ始まるわけですけれども、これは予定されていて支障がな

いのか。片や、水道局のほうが２名増員というようなことで、このイレギュラーな退職制度と

いうものも考慮された中で、人員計画を立てているのかということが１点。 
あと、例えば産業観光部で組織変更をなされたわけですけれども、やはり笛吹市においても、

山梨県もそうですけれども、来年の４月からディスティネーションキャンペーン、これは何百

万人というような訪問者も予定されるわけで、組織が細かくなる上に、やはりＪＲ担当とか、

例えばインバウンド担当、さらに細分化されたプロの行政マンというようなものが当然、必要

になろうかと思うんですけれども、そこらへんの専門的な、組織は今説明があったわけですけ

れども、そこらへんの取り組みをなされるのかどうか。要望としては、やはり専門的なディス

ティネーション対応の専門の職員、場合によっては、このエージェント専門のそういうものも

必要かなということ。 
あと、当然、費用対効果ということが出るわけですけれども、観光客の例えば宿泊客のデー

タですかね、具体的に何人泊まったとかという、当然、基本になるものがないと比較もできな

いわけで、また、例えば稲取なんかの観光連盟は、事務局長を全国から募集して、具体的にこ

の祭りは５％増えたら給与もプラスアルファで払いますよと、いうような制度を取られたわけ

で、例えば観光消費額とか基本的なデータがちょっと足りないのかなと、宿泊客から始まって

ですね。旅館組合等と連携して宿泊客実数、データに基づいてさらに集客アップということも、

これからある部分必要かなと思うわけで、その部分をお伺いするということ。 
基本的に交付金獲得まで秘書政策が、責任の所在といいますかどこの部署が、秘書政策室が

責任を持たれているのかという４点を、ちょっとお伺いしたいんですけれども、お願いします。 
○議長（中村善次君） 

石川総務部長。 
○総務部長（石川光次君） 

大久保議員の再質問、早期退職者に関連しまして、事務にも支障がないかというふうな、そ

んなふうな質問ととらえて、回答させていただきます。 
１８年度の退職者は２６名、２６名の退職者の中で１６名は一般職でございます。一般職に

つきましては、１６名の中で８名採用ということです。それから一般職以外の１０名につきま

しては、消防それから技術専門職ということで、技術専門職につきましては、現場に支障があっ
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てはならないということの中で、臨時職員の対応を考えていきます。 
いずれにしましても、定員適正化計画の中で進めていくという考えですので、事務機構の見

直し、あるいはマネジメントの能力改革、そういった研修を行う中で、こういったことへも支

障がないように組織の見直し等を行う中で、対応を考えていきたいと思います。 
以上です。 

○議長（中村善次君） 
保坂産業経済部長。 

○産業経済部長（保坂利定君） 
大久保議員の再質問にお答えいたします。 
２点あろうかと思いますけれども、まず１点目、ディスティネーションキャンペーンに伴う

組織変更、あるいは各担当の配置ということですけれども、基本的には観光商工課の企画担当

をインバウンド担当、あるいは、それぞれの担当を設けて企画立案をしていく。観光振興のほ

うで実際の行動部隊としての役割を果たしていきたいと思います。 
今、考えているのは、基本的に笛吹市観光連盟の組織体制づくりをしておりますが、県の観

光物産連盟を見本にしながら、将来的には実施運営を踏まえた中でのエージェントなり採用し

ながら、はっきり財政基盤が確立した中で、その組織の立ち上げをしていきたいと考えており

ます。 
もう１点は、事業に対する費用対効果の状況、あるいは数字的なものはどうかというご質問

ですけれども、特に私どもの観光面におきましては、国内外のキャンペーンあるいはイベント

等、短期・長期的なイベント等もありますので、このへんの数字的、あるいは笛吹市の知名度

アップのイメージ的なものの効果もあろうかと思いますので、関係団体、特にＪＡ、商工会、

観光連盟、石和・春日居旅館組合等々と連携を密にしながら、事業の検証をしながら、次の事

業展開に取り組んでいきたい、こんなふうに考えております。 
以上です。 

○議長（中村善次君） 
池田秘書政策室長。 

○秘書政策室長（池田聖仁君） 
秘書政策がどこまで対応していくのかというご質問でございました。 
いろいろな情報がございますけれども、私どもアンテナを高く掲げまして、いろいろな情報

をキャッチしていきたいということでございます。それらの情報が施策の中で活用できるかど

うか。活用できるとした場合については、単独の部署だけでできるのか、複数の部署にかかわ

るのか。秘書政策といたしましては、基本構想段階かつ調整関係につきまして対応してまいる

ということになりました。事業そのものにつきましては、それぞれ事業課のほうで対応すると

いうことになろうと思います。 
以上です。 

○議長（中村善次君） 
再々質問ありますか。 
大久保君。 

○９番議員（大久保俊雄君） 
要望ですけれども、本国会でもいろいろ新しい交付税措置、これが通過されれば、また新し
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いものも出ますので、またそこらへんはお願いすることを要望しまして、終わらせていただき

ます。 
以上です。 

○議長（中村善次君） 
以上で、大久保俊雄君の一般質問を終了します。 
関連質問を許します。 
（ な し ） 
関連質問を終わります。 
続いて、１４番、渡辺正秀君。 
なお、渡辺議員より資料の配布について申し出がありましたので、お手元にお配りしたとお

り許可しましたので、報告いたします。 
○１４番議員（渡辺正秀君） 

議長の許可をいただきましたので、一般質問をさせていただきます。 
第１の質問は、水道工事事件の元工務課長の回答についてであります。 
質問の前に、現水道課の職員の皆さまは、自分たちが起こした事件でもないのに愚痴一つ言

わず、困難な事後処理と業務改善に日夜を問わず取り組んでおられます。心から感謝申し上げ

ます。部長からも職員の皆さんに、よろしくお伝え願いたいと思います。 
はじめに、本事件と調査報告に対する私の所見を述べたいと思います。 
このたびの水道工事費未払い事件は、旧石和町以外に笛吹市内のどこにもない、全国を探し

ても見つからない、まさにあり得ない事件でした。このあり得ないことが起こった原因、土壌

を明らかにしなければ適切な対処と改善はできません。調査報告書はここが欠けており、その

ためまともな対処・改善策を見出せないのではないかと思います。 
私の調査で問題は３１件だけでないこと。また、この事件が起こる原因、土壌の一端が明ら

かになりました。 
まず、３１件だけでなく、保存期間の５年分すべての水道工事台帳を請求しましたが、合併

前の書類はごくわずかしかないということで、提出いただけませんでした。保存期間であるに

もかかわらず資料がないと大変な問題です。 
平成１６年度については、工事２２件中１９件が随意契約、うち１１件が本来、競争入札に

かけるべき１３０万円以上の設計額でありました。 
１７年度分の水道工事、６２件中４７件が随意契約、うち１３件が１３０万円以上で、本来、

競争入札にかけなくてはいけない工事でありました。随意契約２９件のうち、設計額が１２０万

円以上、１３０万円未満の工事が９件、うち４件がまったく同額の見積額１１０万４千円、税

抜きで１０８万円でした。偶然でしょうか。この４件の工事の見積書１８通を点検したところ、

すべて日付欄は空白で処理不備でありました。 
また、競争入札工事のうち１９１．４メートル、４５７万８千円の工事が、わずか９日間で

完成したというものもありました。落札前から準備しなければ不可能ではないかと疑問を持ち、

工事日誌の閲覧を求めたところ、「ファイルに入っていない」「見つからない」ということであ

りました。３１件以外も処理不備のまま業者選定が行われ、工事日誌もないまま支払いがされ

ていたのであります。 
私の調査で業者との馴れ合い、契約なしの現場発注や随意契約が慣例化していた体質になっ
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ていたことが分かりました。 
また、下水道工事と水道工事が別々で、何度も道路を掘り返すようなやり方が慣例化してい

ました。市民奉仕の職員集団が形成されず、無責任な職場になっていたことが分かりました。 
現時点で本事件から導き出される改善策の中心は、第１は業者との馴れ合い打破、公務員と

してのモラルの確立、第２は職員の能力は人それぞれであるが、それを補い向上させる、温か

く厳しい職員集団、職場づくり。第３は当然のことながら、工事執行規則などのルールを守り、

規則違反の現場発注・随意契約をなくすこと。そして、同時に公の仕事は住民の血税で賄われ

ます。その意識を持ってすれば市民奉仕、コスト意識、財源対策を徹底する中で、おのずと計

画的工事も事務処理も厳格に行われることになるのではないでしょうか。 
さて、調査報告書の根本的な問題もさることながら、報告書は調査の過程で表れた矛盾さえ

も解明しておりません。ここでは元工務課長、Ｄ氏の矛盾に満ちた回答について質問いたしま

す。 
報告書６ページ、最下段で元工務課長Ｄ氏は「職員Ａに確認したところ、支払ったというこ

とで処理されていると思った」と回答しておりますが、処理されていればＤ職員自ら決済印を

押したはずであり、虚偽の回答だと思うが、市の見解はどうか。 
７ページ、２５行目、「予算上のものについては、すべて実施しているとともに、年度末には

未払いがないかどうか確認した」と回答しております。資料、表１を見ていただきたいと思い

ます。平成１７年度決算では石和地域の水道管新設事業および改良事業の執行率は、それぞれ

３９．６％、４５．７％、半分以下であります。Ｄ元課長の回答、「予算計上のものはすべて実

施した」、これまた虚偽の回答だと思うが、市の見解を伺います。 
次に、２番目の質問に入ります。 
公営企業部の事業の点検、特に３つの見直しを求め、市当局の見解を伺います。 
公営企業部の下水・水道・簡水の３事業、合計は７４億円と莫大であります。一般会計から

の繰り出しも合計２３億円であります。 
私は、これまでも各事業の見直しを求めてまいりましたが、一向に進みません。下水道事業

については、たびたび質問を行ってきたとおりです。国でさえも平成９年以来、このまま下水

道事業を進めれば多くの自治体で財政破綻する恐れがある。合併浄化槽事業なども併用して見

直しが必要と警鐘を鳴らしております。水道事業については、上水の需要と供給の見込みを出

さなければ水道計画は出ないはずと、資料の作成を求めてきました。 
平成１７年１０月に、当時の伊藤部長、依田課長、大村リーダーが対応して、１、２カ月で

出しましょうというお返事をいただきましたが、いくら催促しても１年半後、今もって出され

ておりません。今回の事件の発覚でそれどころではなかったという実情がよく分かりました。

水道工事をめぐる不祥事が発覚した今、改めて３つの見直しを求め、市当局の見解と決意を伺

います。 
３つの見直し要求の第１番目は、下水道工事について合併浄化槽事業併用を含め抜本的な見

直しを行い、建設費の削減を図ること。第２番目は、水道事業、上水の需給見込みを明らかに

し、琴川ダムと笛吹畑かんの水、併用方針の撤回を含む事業計画の見直しを行うこと。３番目

は、下水道事業受託水道工事の精査と見直し。 
以上ですが、質問部分は非常に簡潔明瞭でございます。答弁も簡潔明瞭にお願いしたいと思

います。 
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以上で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。 
石川総務部長。 

○総務部長（石川光次君） 
渡辺正秀議員の一般質問、水道工事事件の元水道工務課長の回答についてお答えいたします。 
まず、今回の水道工事発注にかかる不適切な事務処理につきましては、市民の皆さまにご心

配、ご迷惑をおかけしましたことに対しまして、お詫び申し上げます。 
今回のご質問は、調査報告書の内容についてのご質問でありますので、最初に調査委員会の

位置付け、および権限などについてご説明申し上げます。 
この調査委員会は、水道事業管理者から委任を受けて、今回の水道工事発注にかかる不適切

な処理および代金未払い問題の経過を把握し、原因を究明することで、不適切な事務処理等の

再発防止に資するため設置したものであります。 
したがいまして、法的な強制力を持ったものでないことをご承知ください。 
はじめに、笛吹市調査委員会報告書の中で、担当職員に確認したところ、支払ったというこ

とで処理されていると思ったと回答していますが、処理されていれば、元課長自ら決済印を押

印したはずであり、事実と異なる回答だと思うが、市の見解は、とのご質問でありますが、調

査報告書で述べたように、工事の執行伺いや支出負担行為の起案・決済により、自分が押印す

ることになるので、未払いであった工事がどれだけあり、どのように処理されたのか、水道工

務課長であれば、当然、確認しなければならないわけです。指摘するように、話の信憑性には

疑問が残るところであります。 
しかしながら、冒頭で述べたように、調査委員会には強制調査権限は与えられていないこと

から、聞き取りの内容をそのまま報告したものであります。 
したがって、関係者からの意見聴取などを重ねながら、原因究明に努めたものであります。 
次に、「予算計上のものについては全て実施している」と前水道工務課長が回答している。し

かし、平成１７年度決算によれば、石和地域の水道管新設事業および改良事業の執行率は３９．

６％、４５．７％であり、決算書および事実とは異なると思うが市の見解はどうか、とのご質

問についてでありますが、聞き取り調査の中で前水道工務課長が回答した内容を報告したもの

であります。 
この中で、「予算計上のものについてはすべて実施しているとともに、緊急な工事については

相手方と担当者で協議させており、年度末には未払いがないかどうかを確認していた」と証言

しており、その後、聴取した関係業者の証言からも事実に反しているといえ、前水道工務課長

が述べたような処理が行われていれば、今回のような問題は起こらなかったと考えられます。 
現在、月次予算、月次決算の報告を通じて、予算執行状況について厳しく確認しているとこ

ろであり、年度末におけるこのような著しい低い執行率については、その原因究明に努めるこ

とになっております。 
今後は、調査委員会から示された再発防止のための提言を尊重する中で、再発防止に努めて

いく所存であります。 
以上、答弁とさせていただきます。 
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○議長（中村善次君） 
２問目の答弁を斉藤公営企業部長。 

○公営企業部長（斉藤宏君） 
渡辺正秀議員の一般質問、公営企業部事業で３つの見直しを求める、にお答えいたします。 
その前に、公営企業部長として今回の不適切な事務処理につきまして、市民の皆さまに改め

てお詫びを申し上げます。誠に申し訳ございませんでした。 
それでは、答弁に入らせていただきます。 
まず、下水道事業について、合併浄化槽事業併用を含め抜本的見直しを行うことについて、

お答えをいたします。 
笛吹市の公共下水道事業は、笛吹市・山梨市・甲州市・甲府市の４市が下水道終末処理場を

共有する流域関連公共下水道として位置付けられております。そのため、上位計画として県が

策定しております、流域総合計画書の中に本市の下水道計画書が組み込まれており、整合性を

図りながら事業展開しているところであります。 
下水道終末処理場の施設規模は、下水道計画に基づく整備すべきエリア内の汚水量を想定し

た上で策定されているため、下水道計画区域以外のエリアと区別する必要があります。そのた

め、笛吹市の下水道計画エリアを縮小あるいは拡大させることは、市の計画書はもちろん、県

の総合計画書をも修正させることとなります。 
住居等生活環境は日々変化しております。流域総合計画も見直しを行う必要性がありますの

で、見直し期間を１０年程度として、現状を踏まえた上で１０年先を見据えた変更を行ってお

ります。笛吹市公共下水道計画の変更見直しは、１７年度、１８年度で行い、今年度末には国

の許可が下りる運びとなっております。 
厳しい財政における各種施策の内容確認を行い、事業見直しを行うことは当然必要であり、

現在、取り組んでいるところであります。 
今後、下水道事業におきましても、基本計画の見直しを行う中で計画区域エリアを含め、計

画内容を精査していきます。 
下水道事業と合併浄化槽事業の併用につきましては、双方の事業とも、既に下水道課におき

まして、地域再生法に基づく笛吹市「清流の里」再生計画の中で、併用運用しております。 
さらに、今後、下水道全体計画区域内であっても、下水道事業費と合併浄化槽設置費につい

て、トータル的な経済比較の検討を行い、合併浄化槽設置による施工が適切との結果が出た場

合には、浄化槽設置事業を優先するか否かが、課題ではないかと考えております。 
次に、上水の需給見込みを明らかにし、琴川、笛吹畑かん余剰水併用方針の撤回を含む事業

計画見直しについて、お答えいたします。 
笛吹市水道事業は上水道・簡易水道７地区であります。計画給水人口は合計７万７，７８７人、

計画１日最大給水量は合計４万３，９４３立方メートルであります。平成１７年度末の給水人

口は６万９，５９２人、１日最大給水量は３万７，３３１立方メートルとなっております。 
水の需給状況は、特に一宮、御坂、境川地区で、配水池が低水位となることによる水圧低下

がよく起こり、配水系統の一時的な切り替えを行い、給水量を確保しているのが現状でありま

す。 
また、安全でより美味しい水を供給するためにも、かねてから課題となっております、果樹・

農村地帯であることから生じる硝酸性窒素対策、ヒ素・鉄・マンガン・トリクロロエチレン対
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策、および高アルカリ度対策などとして、地下水汚染対策も進めねばなりません。 
このような状況から、新たな水源として旧町村時代に、琴川ダム用水と笛吹畑かん余剰水を

確保し、将来に備えたものであります。 
現在、琴川ダム用水は峡東地域水道企業団から平成２０年４月、一宮、石和、春日居の各地

区に合計７，２００立方メートルを受水することになっており、そのための施設整備を進めて

おるところであります。 
また、笛吹畑かん余剰水につきましては、芦川地区を除く全地区で、合計１万２，４６０立

方メートルの受水を予定しています。 
これらの水源の確保は前述のとおり、いずれも水不足対策、地下水汚染対策として、優先度

に応じて順次整備を進めてまいります。 
この２つの水源をすべて活用しても、必要な計画配水量に対しては４５％ほどであります。 
そこで、これからも既存の地下水・表流水・湧水を水源として活用していくことはもちろん

ですが、水質悪化が進んでいる井戸につきましては、廃止、もしくは不測の事態に備えての予

備化していく考えであります。 
また、平成１９年度は笛吹市としての水道事業の基本計画を策定いたします。この基本計画

は各町村ごとに策定した計画を見直し、本市としてより合理的な施設配備と、配水管設置に向

けて検討を進めます。この中では、給水人口や給水量の検討、これから必要な事業費の算定、

水道使用料金算定の基礎資料の収集などを行います。また、厚生労働省に事業認可申請も併せ

て行います。 
これにより、老朽化した施設や小規模なものの統廃合を進め、より効率的な維持管理を目指

します。 
次に、下水受託水道工事の精査・見直しについてお答えいたします 
下水道工事を進める上において、水道管ほか、道路に埋設されている既設管の移設をするケー

スが多々ありますが、今回の水道工事の未契約工事問題に関しては、一部、下水道工事に起因

する受託個所がありました。 
なぜ、このようなことが起こったのかの原因を含め、調査委員会で調査を行い、結果を公表

しております。 
さらに、再発防止の提言を行っており、その中で補償工事、受託工事のフローチャートの作

成を早急に行うことを掲げております。 
そのことを受けまして、チェック機能を有し、かつ補償する側、される側の事務連絡を密接

に行いながら事業を推進できるように、また、再度このような不適切な事務処理が起こらない

ために、事務事業の流れを確立できるようなフローチャートの作成を現在、公営企業部内にお

いても進めているところであります。 
以上で答弁とさせていただきます。 

○議長（中村善次君） 
再質問を許します。 
渡辺君。 

○１４番議員（渡辺正秀君） 
まったくでたらめな回答を調査委員会に寄せたと、それをそのまま載せたということがよく

分かりました。 
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それでは、次に、調査委員会自身の見解、これを問います。 
１３ページの（４）起債について、今回の１６件は起債対象とならなかったことになると結

論付けています。事実は起債対象額の決定期限、要するに年度内に正しい事務処理をしなかっ

たので起債対象にならなかった。今回の１６件は起債対象にならないのではなく、事務処理を

年度内にしなかったために、きちっとした手続きをしなかったために、起債対象から外れたと

いうことではないでしょうか、伺います。 
次に、２つ目に参考資料を見ていただきたいと思いますが、参考資料の表２です。下水管布

設工事で下水管１メートル当たり、特定環境下水道事業では平均１０万８千円、ところが石和

など公共下水道事業では１８万２千円、１．７倍かかっております。確かに土質が異なること

による工法の違いで１割程度、高くなることは聞いておりますが、それ以外に下水と水道の別々

の工事で道路を繰り返し掘り起こす費用、短い工区設定で随意契約を増やすことによる工事費

の増、フレキシブルパイプなど高い材料の過度の利用、これらが工事費を１．７倍に押し上げ

ていないか、伺いたいと思います。 
そして、３つ目に下水道事業については、どういう条件で合併浄化槽のほうが財政的に有利

か、下水道のほうが財政的に有利か、比較検討は行っているのかどうか伺います。 
最後、４つ目に公営企業部の事業の見直し、喫緊だと思います。先ほども水道の計画につい

て、私の請求したような水の正確な受給見通し、１年半にわたって出ておらないわけですけれ

ども、そういうふうに見直しを行う体制、まったく不十分ではないでしょうか。特に財務と計

画見直しのできる専門職の増強が不可欠だと思いますが、いかがでしょうか伺います。 
○議長（中村善次君） 

助役、望月健二君。 
○助役（望月健二君） 

調査委員会の委員長という立場でお答え申し上げますが、この下水道の関連事業が適債で

あったかどうかということで、調査委員会の報告についてのご質問でございますが、報告書で

は、この起債につきましては山梨県等に確認しているわけでございますが、下水道課では予算

の段階で確認できるものを起債対象として予算措置しております。起債対象額から決定期間ま

でに確定しているものだけを起債対象として提出しているということから、この事業は起債対

象ではないという、調査報告に記載しているとおりでございます。 
また、補償工事等でございます。まず、起債そのものの適債性というものを判断いたします

と、起債につきましては、地方公営企業法におきましても、地方財政法の５条、負債というこ

とで、あれは建設事業が基本になっております。例えば、この下水道の補償等につきましても、

例えば、公営企業会計の資本として残るものにつきましては、適債性があるわけでございます

が、今回のものにつきましては、判断する中で、そういった地方財政法に基づく適債事業では

ないというようなこともございます。 
以上のような複数のいろいろな要因からしまして、この事業は適債性ではないということで

ございますが、調査報告書にありますとおり、これにつきましては、先ほどご指摘がございま

したとおり、起債対象額の決定期間までに起債対象が確定しているものだけを、予算的には起

債対象としているところでございます。 
以上でございます。 
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○議長（中村善次君） 
斉藤公営企業部長。 

○公営企業部長（斉藤宏君） 
それでは、２つ目のご質問、１メートル当たりの単価のことについて、お答えをいたします。 
この表は、平成１７年度主要事業成果報告書からの数字的なものというふうに思います。こ

の報告書の金額の部分につきましては、決算統計調査報告書の数値、管渠布設の延長の数値に

つきましては、最終起債申請の数値を使用して作成しておりますけれども、この延長数値につ

きましては、誠に申し訳ございませんが、旧石和町時代の１６年度明許繰越で施工した管渠の

延長が計上されておりませんでした。その分が欠けております。この部分の延長は１，

５５５メートルであります。公共下水道事業分でありますので、修正した後の延長となります

と、７，５０５メートルで整備事業費を割り返しますと、１メートル当たり１４万４千円とな

ります。 
結果といたしましては、３万６千円ほど割高となっておりますけれども、その理由として４点

ほど考えられます。笛吹川、平等川に囲まれた地理的条件により、地下水位を低下させるよう

な本体工事を補助する工法が必要になり、場所によってはメートル当たり３万円以上かかる場

合があります。また、地理的条件によりまして、地震の際の液状化現象を起こさないように、

掘削した土を埋め戻しに使用せず、すべて土を入れ替えなければならない場合もございます。

この場合は１万円程度割高となります。 
また、公共下水道と特環下水道は、この年度を見てみますと、公共マスの１メートル当たり

設置数が、公共下水道のほうが２倍ほど多いというようなことから、こういうような金額も倍

額となります。それから、一部石和町において水路が広すぎて本管から汚水マスまでの開削工

事ができなかったため、かなり割高ではございましたが、機械施工による特殊工法で施工した

ケースがございます。 
それでは、その次にその中でご質問をいただきました、ばらばら工事で道路を繰り返し掘り

返す費用のために、工事費を押し上げていったのではないかということでございますが、現場

状況によりまして、下水道管布設後に再度、水道管を布設するため、掘り起こす工事をせざる

を得ない場合は、極力避けるよう計画を進めております。 
しかし、質問されているようなケースの現場は、公共下水道も特環下水道も、ともに差異は

ございませんので、公共下水道のみ工事費を押し上げているわけではございません。 
次に、随意契約を増やすことによる工事の増が原因ではないかと、言われることに関しまし

ても、前述申し上げたとおりでございまして、差異はございませんし、さらに随意契約自体、

１３０万円以内の物件の発注で緊急性、もしくは特別な理由があるため、通常の発注行為がで

きない場合などに限られております。 
また、契約率についても、通常の入札に付した物件の契約率と差異はないので、そのような

ことはないというふうに思っております。 
それから、合併浄化槽と比較検討したのかということでございます。 
これにつきましては、平成１４年１０月に国交省より通達がきておりまして、下水道事業は

採択手法の透明化、時間管理の徹底、成果を重視した予算の重点配分等の観点から、他の汚水

処理施設との適切な役割分担の再チェックを行うようにというものでございます。４つの点検

項目が示されまして、合併前の各町村含め全国一斉で行われました。 
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内容につきましては、公共下水道事業、合併浄化槽事業ともに建設費、維持管理費を総合的

な経済比較を行い、どちらの事業が経済的なのかを決定して事業を発展させているものです。

計算方法といたしましては、国交省より計算式が示され、その数値に必要な数値を入れていく

手法で作成いたしますと、結果値が算出される方法となっております。小規模な集落において

は、合併浄化槽が有利となっておりますが、人口が集中してきますと、数値が逆転をいたしま

す。そこで、このような方法で検討を行い、現在、事業認可の管渠布設工事を進めているとこ

ろでございます。 
以上で答弁とさせていただきます。 

○議長（中村善次君） 
石川総務部長。 

○総務部長（石川光次君） 
渡辺議員の４番目の質問の、公営企業の事務事業の見直し、特に企画それから財務専門職の

配置についてというご質問ではなかろうかと思いますけれども、これにつきましては、合併当

時、平成１６年１０月の時点では本庁職員は１６名でございました。それが１７年４月、それ

から１８年４月、それから芦川との合併に関係しまして、８月、見直しをする中で、昨日の正

鵠会の雨宮議員の質問の中で市長が、１９年度は２６名ということで、約２年半の間に１０名

の増員を図っております。 
専門的な立場の職員についても、水道企業会計あるいは財務、財政の経験者ということで、

平成１８年度には２名そういった専門的な分野から経験者を入れております。今後、事務組織

機構を見直す中で、こういったものについては、さらに改善を図っていきたいと考えておりま

す。 
以上でございます。 

○議長（中村善次君） 
渡辺議員の一般質問は、持ち時間が終了しました。 
以上で、渡辺議員の一般質問を終了します。 
関連質問を許します。 
６番、亀山和子君。 

○６番議員（亀山和子君） 
渡辺議員の関連質問で、水道工事事件の件について３点、関連質問させていただきます。 
１つは、１月３１日に調査委員会の報告をするということで、全員協議会が開かれました。

その場で私、合併協で決まった職員の配置が、その事件に関連するＤ元課長の要請で変更され

たと。Ａ職員が公営企業部水道工務課に、Ｄ課長の要請でＡ職員が公営企業部水道工務課に配

属になったと、うわさをされているのはどうかという質問をいたしました。その質問に対して、

市長は、職員の配置については情報は入っていなかった。事前に分かっていれば連絡をいただ

きたかったというふうな回答をしておりましたし、合併時は市町村の事情がよく分かる職員と

いうことで配属が決まったので、質問のようなことはないというふうに答えておりました。 
ここに２冊の名簿があるんですけれども、１つは全職員に配られた平成１６年８月２３日内

示の名簿です。もう１つは議員に説明資料として配られました。これは発令のあとの笛吹市組

織機構図という名簿があるんですが、この名簿を比べてみますと、８月２３日内示の名簿では、

このＡ職員は石和支所の水道下水担当になっておりました。実際に発令されてみると、公営企
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業部の工務管理担当になっているわけです。職員、およそ６００数十人だったと思いますけれ

ども、この内示と実際の発令が違ったのは、彼、ただ１人。正確に言うと、交代になった職員

がおりますので、交代になった職員も含めると、６００数十人の中でたった２人だけなんです

よね。実際的にこういうことがあったということです。このことを、どういうふうに釈明する

のか、説明するのか、総務部長と市長に伺いたいというふうに思うということと、それから、

このような変更の起案がどこでされて、どこで決裁が行われたのかということも、ぜひ明らか

にしていただきたいと思います。 
 もう１つは、工事契約とか執行のことについてお伺いしますが、公営企業水道の工事とい

うものは、どういう条例のもと、どういう規則に基づいて行われているのかということであり

ます。公営企業水道事業独自の建設工事執行規則というものは、制定されていないというふう

に理解しております。したがって、笛吹市の建設工事執行規則によるものだというふうに理解

しているんですけれども、その執行規則によるものなのか、管理者の判断で行われるものなの

か、そのへんの見解も明らかにしていただきたいと思います。 
 ３つ目は、平成１７年１０月から１８年３月までの水道工事の契約担当者は誰だったのか。

および検査員は規則上、誰になっているのか。規則上、誰になっていて、実際、誰が検査を行っ

てきたのかということを、ちょっと明らかにしていただきたいと思います。 
以上です。 

○議長（中村善次君） 
石川総務部長。 

○総務部長（石川光次君） 
８月２３日に内示をしたという書類と、それから１０月１２日、辞令交付の書類ということ

で、２つお持ちのようですけれども、実はこの書類につきましては、私だけが保管しています

けれども、匿名で私宛てにきました。誰なのかなと思って、ちょっと分かりませんでしたが、

私が今、書類としては保管していますけれども、改めて差出人が分かりました。 
これは、内示というものはやはり準備期間がありますから、それから特に引越しとか、それ

から情報の関係、パソコンの関係ですね、準備期間がありますので、どうしても早くやらなけ

ればならない。職員に動揺を与えないためにも、できるだけ遅らせたほうが、これはベターだ

と思いますけれども、やはり都合上、そういった引越しとか、いろいろの事情で２カ月前にやっ

た経緯がございます。 
ということで、内示はあくまでも内示です。辞令が最重視されますので、あくまでも辞令と

いう考えの中で考えていただければいいことであって、内示はあくまで、その準備をしてもら

うための内示ですので、辞令のときには、それは変わることもあり得ると思っています。 
○議長（中村善次君） 

斉藤公営企業部長。 
○公営企業部長（斉藤宏君） 

まず、１点目の、公営企業の水道事業の工事は何に基づいて行われているのかということで

ございますが、これは市の建設工事の執行規則を準用いたしまして、これに限らず、工事検査

についても要綱が定めてございます。そういうものによって行っております。 
ただ、入札に関しましては、市長部局のほうに事務委任をして行っております。ご指摘いた

だきましたように、改めて私ども制定してございませんから、そのように対応しております。 
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それから契約担当者、検査員はということでございますが、これは今申し上げましたような

事情から財務規則、それから工事の執行規則と、ここへ流れてくるわけであります。それを準

用してございますので、そういう意味で言葉をそういうふうに拾ってきますと、契約担当者は

市長になろうかと思いますし、検査員につきましては、担当課長ということになると思ってお

ります。 
○議長（中村善次君） 

再質問ありますか。 
亀山君。 

○６番議員（亀山和子君） 
質問に、もう１点答えていらっしゃらなかったと思いますが、総務部長のほうで。内示は内

示とおっしゃいましたけれども、この６００数十人の中で変わっていたのが、ただ彼だけなん

ですよね。今思うと、すごくやっぱり不自然なことではないかなというふうに思うわけです。

その変更の起案がどこでなされたのか。内示は内示とおっしゃいますけれども、やっぱり内示

ですから、変更の起案がどこでなされたのか、決裁はどこでなされたのかということも、きち

んと答弁していただきたいと思います。 
○議長（中村善次君） 

石川総務部長。 
○総務部長（石川光次君） 

この決裁につきましては、合併協議会の準備室の中で取りました。２名ということですけれ

ども、これは考え方の相違であって、多いか少ないかということは、これは個人差があると思

いますので、結果ということの中で考えていただければと思います。 
○議長（中村善次君） 

関連質問を終わります。 
ここで暫時休憩といたします。 
再開は午後１時３０分といたします。 

休憩  午前１１時３５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。 
１９番、松澤隆一君。 

○１９番議員（松澤隆一君） 
通告に従い、質問に入らせていただきます。 
その前に、私は今３月定例議会より正鵠会に入会させていただきました、松澤でございます。 
よろしくお願いいたします。 
「日本人の魂は衰退している」とのニュースを最近見るたびに、つくづくそう感じます。 
汚職、不祥事、いじめ、少子化、思いやりの気持ちの減少、それらはみな文明に恵まれすぎ

た現代人が、人間本来の魂を失いつつある結果なのではないでしょうか。人間に生まれながら

にセットされた、よく生きる力を軽んじてきたつけが回ってきたのではないでしょうか。この



 １０８

件は決して、昨日、今日のことではなく、少しずつ何年もの間に積み重なってきた集積が、こ

のような社会を生んだのではないてじょうか。一つひとつのことを再度見つめ直し、丁寧に一

つひとつ進めることが必要ではないでしょうか。 
このようなことを心に置きながら、以下、本題に入ります。 
各地区から出されている要望事項への対応について、お伺いいたします。 
笛吹市が誕生し２年半が経過しようとしています。荻野市長のリーダーシップ、職員の皆さ

んのご努力、そして市民の積極的な市政への参加などにより、笛吹市も市としての行政体制が

順調に整いつつあると思います。合併時に危惧された市役所と住民との距離感についても、そ

れを解消する努力がなされていると思います。 
しかし、その一方で各地区の要望事項は年々増加傾向にあると伺っております。 
はじめに、現状、各地区から要望されている要望事項は、どれくらいあるのか。また、その

内訳をお伺いいたします。 
また、要望事項がある中で、荻野市長のご指導により、土木関係の予算の使い切りをやめ、

残った予算を違う予算に組み替えていることは、財政再建に向け必要なことと考えますが、一

方では要望事項が増加する中、予算の使い切りはなしとしなければ、要望事項の解消はいつに

なるのか不安が残ります。 
このような点について、荻野市長のお考えをお伺いいたします。 
また、今後は少ない財源を有効に活用するために、地区からの要望にしっかりと対応するた

めの仕組みづくりと、その対応が必要と考えますが、いかがお考えか伺います。 
本市では、１８年度から地区からの要望を予算に反映させるために、１０月までに地区から

の要望を取りまとめ、精査した後、優先順位を付け、必要なものは予算計上することとされて

いますが、今年度の状況について地区からの要望は何件あったのか。そのうち予算計上された

ものは何件あるのか。また、地区に対して要望結果をどのように伝えているのか、お伺いいた

します。 
また、緊急性のある要望については随時対応することとされていますが、道路の維持修繕を

例に挙げて、要望から施工までの流れはどのようになっているのか、要望は何件あり、そのう

ち施工されたものは何件あったのか、併せて１７年度の決算状況についてお伺いいたします。 
最後に、現在、市当局がお考えの仕組みでは、完全な縦割りの仕組みであり、地域・地区ご

とのバランスに欠けていると考えますが、重ねてお伺いいたします。 
以上をもちまして、私の質問を終わります。 

○議長（中村善次君） 
当局の答弁を求めます。 
荻野市長。 

○市長（荻野正直君） 
松澤隆一議員の一般質問、行政区要望に対して市の対応はについてお答えいたします。 
その前に一言、使い切り予算の考え方について、一言申し上げます。 
使い切り予算をやめて、そして目的が達成したならば、その予算については、一回、財政に

全部戻していただき、新たな使い道を考えましょうと、こういうやり方であります。 
今の仕事の業務の遂行の仕方としましては、例えば、ここに１本の水がありますけれども、

この水が当初計画では１００円と計画をいたしました。しかし、交渉やいろいろな研究の結果
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８０円で買えたとしますと、２０円余るわけであります。いままでの予算の使い方は、この

２０円をほかの予算に流用しようと、こういうふうなやり方をそれぞれの課、あるいはそれぞ

れの部の中でやっておりました。しかし、目的はこの水を買うことが目的でございますから、

その目的が達成することによって、既に事業は終わっているわけであります。 
したがいまして、そういうふうな形で残った予算につきましては、一回、財政に戻していた

だく。今の厳しい財政状況下では少しでもそういうものを来年度に繰り越すことによって、そ

して次の予算が非常に組み立てやすくなるわけであります。 
例えば、今年度の予算を例に取って申し上げますと、今年度は大変残念ながら今７億円近い

基金を崩さなければならないような状況になっております。そういうことを少しでも解消しよ

うということが、使い切り予算をやめて、そして次年度の予算に活用しようと、こういうこと

であります。いわゆる目的が達成されたならば、逆のこともあると思います。例えば、これを

１００円の予算を計上しましたけれども、どうしても目的を達成するためには１３０円かかる

という場合には、逆にこれは目的を達成するためにプラスにしなければいけないと、こんなふ

うにも考えておりますから、ご理解をまずいただきたいと思います。 
それでは、ご質問にお答えさせていただきます。 
各地区からの要望については、各地区の取り組みのみでは実現できないものとして、とらえ

ております。 
財政が限られておりますので、すべての要望を一度に実施することは困難であります。その

ため、要望内容を十分精査させていただき、優先順位を定めて対応させていただくことを、そ

の基本の方針といたしております。 
そして、その精査においては、各支所や関係区役員さんの意見をいただく中で、直ちに実施

する必要のあるもの、年次的に計画を立て整備していくもの、地域の皆さまにご協力をいただ

く中で施設の長寿命化を図っていくもの、国・県の事業により整備を進めていくもの等、それ

ぞれに整理させていただき対応いたしております。 
次に、各地区からの要望件数と内訳は、についてでございます。 
地区要望は、道路改修、水路改修、舗装工事、防犯灯、交通安全施設等がございます。平成

１７年度から現在までの要望件数は延べ８５７件で、内訳は石和町が１８８件、御坂町が

１３９件、一宮町が１９１件、八代町が１４１件、境川町が１０６件、春日居町が９０件、芦

川町が２件となっております。また、部門別内訳は建設部土木課に５０２件、産業経済部農業

土木課に１８４件、市民環境部市民課に１７１件であります。 
次に、本年度地区要望件数と予算計上額および要望結果の地区への対応は、についてお答え

いたします。 
市民環境部に関するものは、年度内に１００％実施させていただきました。それを除く建設

部と産業経済部に提出された要望事項のみ特定いたしますと、平成１７年度要望件数は

３０９件で、そのうち平成１８年度実施すべきとした要望件数は９８件、また平成１８年度緊

急要望で実施した件数は２５３件、これを合わせた予算額は７億３，８４２万５千円です。 
また、平成１８年度の要望件数は３７７件で、平成１９年度実施すべき件数は６７件、予算

計上額は９億９，００３万円です。このほか平成１９年度緊急要望対応費として１億７，

８２２万５千円を計上しております。 
なお、参考までに、平成１８年度の要望をすべて実施するとした場合の概算総額は、３０億
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６，２５７万円となります。 
また、要望結果の地区への対応につきましては、予算要求および内示後、関係部署におきま

して、各地区への回答書を作成し、決済後、各支所に送付し、支所長名で各地区へ回答するこ

とといたしております。 
次に、緊急的要望の流れと施行件数および平成１７年度の決算状況について、お答えいたし

ます。 
防犯等や交通安全施設は、要望があった時点で速やかに対応いたしておりますので、これを

除きますが、建設部の場合を代表例として挙げますと、緊急的な維持修繕業務や緊急舗装修繕

業務について、年度当初に市管内を２地区に分け、緊急維持修繕業務と緊急舗装修繕業務を発

注し、年度当初の４月１日より緊急対応可能な体制を整備いたしております。軽微な事案につ

きましては、各支所の判断で緊急対応が可能な体制を取っております。 
緊急修繕業務につきましては、原因発生から工事の完成検査までのフローチャートを作成し、

支所と本庁で連絡調整を図り、休日および祭日も含め、即日対応が可能な体制を整えて対応い

たしております。 
なお、緊急対応事案の中で規模の大きいものが発生した場合につきましては、緊急修繕業務

で応急仮設工事のみを実施いたしまして、改めて現地測量設計を行い、本工事を発注し対応す

ることといたしております。 
平成１７年度につきましては、緊急維持修繕業務と緊急舗装修繕業務を合わせまして、件数

にいたしましては１８０件、業務費５，０７７万３千円、緊急維持修繕工事を実施いたしまし

た。 
産業経済部の場合も、緊急要望から工事の完了検査までの流れは、市のフローチャートに応

じて対応しております。平成１７年度につきましては、緊急個所件数２３件、総額８３１万６千

円となっております。 
最後に、要望のバランスを保つ方策は、についてお答えをいたします。 
各地区からの要望は、現場の状況等を十分認識し、優先順位を決定し対応しておりますが、

その際、一つの地域に偏ることがないよう留意しております。しかしながら、それぞれの地区

により整備状況の格差があるため、その緊急性、効果性、整備の必要度合い等、総合的に判断

した中で執行するものであります。また、大きな工事になる場合は、早い投資効果を求めるた

め、数年時にわたり一部の地域整備の予算が突出することもありますが、市全体の長期的視野

に立って基盤整備ができますよう努めてまいります。 
よろしくご理解をいただきたいと思います。 

○議長（中村善次君） 
再質問を許します。 
松澤君。 

○１９番議員（松澤隆一君） 
再質問をする予定でありましたが、親切なご答弁をいただきまして誠にありがとうございま

した。 
先ほども申しましたように、合併２年半が経過しようとしております。緊縮財政で市長はじ

め職員の皆さま方には、本当にご苦労なさっていると思いますが、７町村が合併して良かった

なという、この言葉をなお一層強く、われわれは望んでおるところでございます。ぜひ、ご努
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力いただいて、皆さんの負託に応えるよう頑張っていただきたいと思います。 
私の質問を終わります。 

○議長（中村善次君） 
以上で、松澤隆一君の一般質問を終了します。 
関連質問を許します。 
野沢君。 

○１５番議員（野沢勝利君） 
松澤議員の一般質問の関連で、１点だけお伺いしたいと思うわけですけれども、先ほど市長

のご答弁で松澤議員の趣旨というふうなものは、ある程度理解できるわけですけれども、ただ、

１点だけ私も常々思っていることは、先ほどの市長の答弁の中においても、それぞれ地域の皆

さんのご要望はたくさん上がっていると、こういうふうなことの中で、決して教育予算が残っ

たから土木のほうへ持っていけとか、福祉予算が残ったから教育のほうへ持っていけとかとい

うふうなことではなくて、土木予算に限っては、ある程度残ったお金は地域の要望が満たせる

ような形の中で、何とか工夫ができないかなと、こういう素朴な質問ですけれども、そのよう

なことが可能かどうか、１点だけお聞きしたいと思います。 
○議長（中村善次君） 

荻野市長。 
○市長（荻野正直君） 

野沢議員の関連質問にお答えいたします。 
残った場合にどういうふうにするかということでありますけれども、今、市の事業計画その

ものが、年度当初におきましてすべての事業について、いわゆる月ごとに全部計画を立ててお

ります。なおかつ、大きい工事につきましては、前年度中に調査、測量等、あるいは場合によっ

ては設計まで起こすような、そういう全体の流れをつくっております。 
したがいまして、細かい工事につきましては、先ほど申し上げましたように緊急的な工事に

つきましては、即対応できる体制を取っておりますから、それで対応できると思いますし、し

たがいまして、急に、「ではこれだけ予算が余ったから、すぐ工事をやれ」というような形はな

かなか取れないのも現状でありますから、ご理解をいただきたいと思います。 
○議長（中村善次君） 

再質問ありますか。 
（ な し ） 
以上で関連質問を終わります。 
一般質問を続けます。 
２２番、山崎光世君。 

○２２番議員（山崎光世君） 
議長のお許しをいただきましたので、一般質問、初登板をさせていただきます。 
今日は春日居が３人続くということで、傍聴席も大変、春日居の方が見えていて、小心者に

は大変緊張する場面がございます。会派に入っておりませんから、持ち時間に制限が非常に厳

しゅうございますので、すぐに質問に入らせていただこうと思います。 
春日居町駅周辺まちづくり推進検討委員会からいただきました、まちづくりへの提言書への

対応について、お聞かせいただきたいと思います。 
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本年２月、春日居町駅周辺まちづくり推進検討委員会から市長宛てに、春日居のまちづくり

についての提言がなされました。春日居町駅周辺地区樹園交流広場拠点化構想、田園都市・春

日居らしい拠点地区を目指して、こう題されました提言書は、春日居地区の住民が駅周辺につ

いて思い描いている将来像を十分に描いていると、私は思います。 
新聞等でこの提言についてもご存じかと思いますが、若干、この委員会についての説明をさ

せていただこうと思います。 
私の手元にありますのは、平成１７年３月３日付けで、この推進委員会と笛吹市長荻野正直

氏の間で取り交わされた業務委託契約書であります。推進委員会は春日居町駅周辺のまちづく

りについて推進検討するために業務契約を締結する。委託業務の名称としては、春日居町駅周

辺まちづくり推進検討業務、中身とすると将来像の田園都市春日居を目指すため、１、計画目

標に向けて確実な成果を上げるため、事業成果や事業の進め方の改善に関する検討・提言。２と

して、先進地への視察研修・情報収集。３番目として、目標に向けての啓発・広報活動等々で

ございます。業務委託の金額として１００万円と、こういうことであります。 
検討委員会の会則の中でもいくつかご紹介をさせていただくと、事務局は市のまちづくり整

備課内に置くということになっています。委員は公募によるという決まりになっております。

経費は市の委託金。業務の期間としては、春日居町駅周辺整備計画事業、平成１６年度から平

成１８年度までを活動期間とする。いわゆる３年間ということであります。 
そこで、この提言書の中には、この地区の将来像を「緑に囲まれた駅と周辺に桃畑が広がる

樹園交流広場のような地区」、こういう定義をされております。 
具体的には次のようなイメージをしております。 
春日居町駅を中心に、小さいけれども良質なデザインの総合案内所、直売所、ショップ等が

あって、周りは緑に囲まれた駐車場や交流広場、農事公園のようなオープンスペースとします。

オープンスペースとすることにより、兜山や大蔵経寺山といった西山や周辺の桃畑への眺望を

確保するとともに、さまざまなイベントや催しの会場として活用します。まさに駅前がイベン

ト会場です。 
また、交流結節点としての機能を強化し、災害時には駅前防災公園として機能するようにし

ます。周囲はなるべく桃畑を保全し、ふるさと春日居の広がりのある風景を体じゅうで感受で

きるようにします。樹園交流広場の中心に駅があり、人々は樹園交流広場に降り立ち、また樹

園交流広場から列車に乗り込むというイメージです。 
こういうことでありますが、以下、提言書を抜粋してご紹介をさせていただこうと思います。 
まず、まちづくりの目標として次のように述べています。「春日居の良さを守り、春日居らし

い駅周辺地区をつくり育てていくためには、あまり大きな施設や開発は望みません。農地（桃

畑）を含めた自然と共生し、人々がその中で快適に暮らし、安心や安らぎを享受できる、人に

優しいまちづくりを目指します。そこに働き暮らす人々が誇りと生きがいを持って、生き生き

と活動している美しい、農を基調とするまちづくりを目指します。春日居は甲斐の国、最古の

行政都市、政治・宗教・経済・文化の中心地として栄え、多くの寺社、史跡、天然記念物、古

墳群など、歴史文化遺産がまちの随所に残っています。このような春日居の個性的な歴史・文

化を大切にし、眠っている地域資源に光をあて、観光や景観資源としてまちづくりに活用する

ことで、私たち住民が誇りを持って住み続けられるまちづくりを目指します。 
さらに、まちづくりの方針として５つの項目に分けて提案をしています。 
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この５つについて、質問をさせていただきたいと思っております。 
５つをまずご紹介しますと 
１．誰もが利用しやすい春日居町駅に改修する。 
２．拠点機能を果たせる道路を整備する。 
３．まちの顔、拠点としての環境をつくる。 
４．地域の資源を生かし、まちづくりに結び付ける。 
５．農業を元気にする。 
ということであります。 
もう少し細かく説明をさせていただきますと、１の誰もが利用しやすい春日居町駅に改修す

る、そのための方針としてローカル駅の良さと周囲の環境を生かした個性のある駅をつくる。

交通結節点としての機能強化を図る。 
２、拠点機能を果たせる道路を整備する。それについての方針として、現況の大幅な変更や

整備でなく必要な整備にとどめる。全体の道路計画をしっかり立て、計画的で段階的な整備を

行うとあります。 
さらに、この方針に基づく提案事項として、３つ挙げられております。３つだけではないの

ですが、今日、私はここに取り上げさせていただいております。 
駅北側踏み切りの拡幅改良、柳橋交差点から駅北側踏み切りを経て、県道一宮山梨線までの

道路の拡幅整備、駅西側の線路沿いの道路の栄和交通北側での幹線道路、市道１－４号線との

接続とあります。提言書には将来的な検討事項も提言されておりますが、ここでは省略させて

いただきます。 
３、まちの顔、拠点としての環境をつくる。それについての方針としては、五感を刺激し、

文化の薫る駅周辺環境をつくる。駅周辺は樹園交流広場化を図る。樹園地域と調和した最小限

の拠点施設を整備する。安全で分かりやすいまちづくり、花で迎える。降り立つと花が見える

駅とする。 
４、地域の資源を生かし、まちづくりに結び付ける。そのための方針として、あるものを生

かす。果樹・桃。果樹のイメージを大切にする。イベントによる交流と活性化を図る。最後に

農業を元気にする。そのための方針として、新しい農業の形態にチャレンジする（観光プラス

農業）。商品開発や事業化を検討する。イベントによる交流と活性化を図る。 
以上が提言書の骨格であります。 
提案事項の中には２００４年の合併に際して、春日居町が合併に参加する自治体として、精

査に精査を重ねた笛吹市で実現を目指す主要事業、春日居で想定される主要事業、こういうも

のでありますけれども、合併のときにそれぞれの町村で持ち寄ったものでありますが、この中

に盛り込んでいるものも含まれています。 
市では、この推進検討委員会からのまちづくりの方針としての５項目の提言に、どのように

対応されるのか、お伺いいたします。 
慣例は慣例、申し合わせは申し合わせとして、私は住民の描いた夢に対しては、この提言を

委員会に委託された市長から、ご答弁をいただけると大変うれしく思います。 
以上であります。 

○議長（中村善次君） 
答弁を求めます。 



 １１４

池田秘書政策室長。 
○秘書政策室長（池田聖仁君） 

山崎光世議員の一般質問、春日居町駅周辺まちづくり推進検討委員会からのまちづくり提言

書への対応は、についてお答えいたします。 
２月９日、春日居町駅周辺地区・樹園交流広場拠点化構想という「まちづくり提言書」をい

ただきました。これは、春日居町地区の将来像とまちづくりの目標、まちづくり方針の提案と、

まちづくり活動についての提案から構成されているものであります。住民の皆さんの主体的な

発意である提言であり、今後取り組むべき本市のまちづくり施策と通ずるところもあって、私

どもはこの提言をありがたく真摯に受けとめているところです。 
提案内容については、農業振興や地域資源の活用、景観形成、協働のまちづくりなど、新笛

吹市基本計画に掲げられている施策や市全体として抱える課題なども多く含まれております。 
現在、総合計画の策定に向けて取り組んでいるところでございますし、市の将来像実現に向

け、市全体の調和の取れたまちづくりを進める中で、併せて考えていきたいと存じます。 
ただ、その方向性につきましては、行政が直接実施すべき事業と、また、地域住民の皆さん

の主体的なまちづくり活動に期待し、それに対する必要な支援を行うもの等に区分けさせてい

ただく中で、取り組んでいくことになるものと考えております。 
具体的には、整備関連事業は、市の財政の将来推計とも照らし合わせた中で、その投資効果

などを見極め、市全体計画の中で優先順位に配慮しながら対応するものとし、また、住民の皆

さんと共に実施すべき事業については、手段、対象、意図を明確にしながら、この提言書にご

ざいます、まちづくり活動についての提案の中で、「まずできることからまず実行する」という

提案をいただいておりますので、できるものから実行していくことになるものと存じます。 
以上、答弁といたします。 

○議長（中村善次君） 
荻野市長。 

○市長（荻野正直君） 
山崎議員さんから直接、ご指名をいただきましたから、私の感想をちょっとだけ述べさせて

いただきたいと思います。 
まず、春日居町の駅周辺まちづくり推進検討委員会へも、私も２回、実は出させていただき

ました。一番感激いたしましたのは、その答申書の中にもございますけれども、いわゆるハー

ド面よりもソフト面を大切にした形でまちづくりをしていこうと、こういう提案が大変多いよ

うに、私には受け取れました。 
特に、具体的に実施していただきましたのは、「駅からハイキング」、すぐに桃の花が咲くわ

けでありますけれども、今年も実施していただけるというようなことですけれども、１つの例

を取りますと、こういうことを一つひとつ積み重ねて、そして地域の人たちと共に、素晴らし

い春日居地区をつくっていこうと、こういうふうに私は受け取らせていただきました。 
市といたしましても、やはり自分たちの地域は自分たちでつくり、そして自分たちで育てて

いく。このことが１つの目標でございますから、大変うれしく、そしてまた１つのモデルにし

ていただければいいなと、こういうことも申し上げました。 
市といたしましても、先ほど室長のほうからもご答弁申し上げましたけれども、ハード事業

は、いわゆる全体計画の中に取り入れ、そしてソフト面につきましては、市のほうとして、市
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としてフォローできること、どんなことができるか、これからもさらに検討していきたいと、

こんなふうに考えております。 
よろしくお願いいたします。 

○議長（中村善次君） 
再質問を許します。 
山崎君。 

○２２番議員（山崎光世君） 
要望に応えていただいて、市長からも若干のご答弁をいただいたことに、感謝を申し上げた

いと思います。 
今、優秀な池田秘書政策室長から、できるものから実行というお言葉をいただきましたので、

さて提言した中で、まず何をやっていただきたいかなということでございますけれども、提言

の中で初めて出てきたものを、いきなり市で取り上げてくれといっても、先ほどの松澤議員で

はありませんけれども、春日居にも地域の要望が従前からたくさんございますから、これは後

回しにして、例えば、手元にあります新笛吹市基本計画という、この中にも載っている。それ

から、春日居は先ほどもご紹介した、笛吹市で実現を目指す主要事業、春日居で想定される主

要事業の中にもきちっと２００４年に持って合併に臨んでいるという、この中で取り上げてい

るもの、ここに話を絞ってさせていただくと、先ほどの拠点機能を果たせる道路を整備すると

いう中で、１つは柳橋交差点から駅へ通じる道ということで、春日居としても大変長い歴史の

あるものでございます。証拠書類をいくつか、私のことですから用意をしてきておりますけれ

ども、１９９２年に地域から請願が起き、いわゆる下岩下という、下岩下は２つの区がござい

ましたが、これと別田という３つの区からの請願からスタートをして、それぞれの区に描いて

いる図面も違う。それを最後一本にまとめて、この案でいいよということで、その中では既に

柳橋の交差点を駅から真っすぐ岩下に入れるように、交差点の位置をずらすという道路整備で

ございますけれども、このために個人名は省略させていただきますけれども、下岩下の出荷所

と１軒のお宅で土地の交換もして、県の土地公社で買い上げていただいて、そのあと市で買い

取ったという、こういうところまで進んでおります。 
正式には、１９９８年３月２３日に土地の売買契約も全部済んでいるということで、これに

ついても、先ほどの、合併のときの書類の中で春日居とすれば継続事業、２００３年からの継

続事業だということで、３年間で仕上げてほしいということで、いわゆる載せている事業でご

ざいます。 
これについて、事前に建設部長にも、これについてのご回答をいただきたいというふうにお

願いをしてありますので、ぜひ、ここがこのままになって、土地交換もしたお宅にとれば、な

んで私の家がこんな場所へ移らされたんだという不満、それから、地域からすれば長年の要望、

春日居で合併のために中断した事業が、なんで市では継続してくれないんだという、こういう

不満もございますので、これについての進捗状況というか、市としてはどうしてくれるのかと、

ここの柳橋の交差点をどうしてくれるのかというご返事をいただきたい。 
それから、もう１つは、これは市ではなくて県でございますけれども、簡単に皆さんに分か

りやすい言い方をすると、当初、桑戸バイパスを春日居でいろいろ県事業に協力するときの描

いた図は、今でいう大野桑戸橋をまたいだ先は日川橋へ、いわゆる一宮御坂インターへつなげ

る道ということで、春日居も協力したんですが、当時、それを一生懸命やった茂手木常夫とい
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う県議会議員も亡くなりまして、そのあと山梨の県議会議員さんの力が強かったようで、方向

が山梨の駅のほうへ向いてしまったという。 
これも県に、春日居の時代から何度も当初のように、山梨へ向かったものは向かったもので、

それを消しゴムで消せとは言わないから、当初の一宮御坂インターにつなげる方向にも、道を

つくってほしいという要望をしてあります。これも建設部長にお願いをしてありますから調査

をしていただいていると思いますので、県がこの道について、長年の要望にどう対応するつも

りなのか、これをお聞かせいただきたいと思います。 
あとは、この基本計画の中にもあります石和温泉駅と一緒に、春日居町駅の整備についても

「誰もが使いやすい駅舎の整備」というふうに活字にきちっとなっておりますので、それは期

待をして、今日は具体的な質問はいたしませんけれども、道路についての２つについて、建設

部長のご返事をいただきたいと思います。 
○議長（中村善次君） 

芦澤建設部長。 
○建設部長（芦澤憲一郎君） 

山崎議員さんから２点の道路整備に関する再質問をいただきました。お答えいたします。 
はじめに、国道１４０号線、柳橋付近から県道一宮山梨線に接続する道路整備計画につきま

しては、合併前の春日居町の時代に整備促進の要請が地元、下岩下地区から出され、一部用地

を取得し現在に至っております。先ほど議員さんが言われました、そのとおりでございます。 
市としましては、春日居町周辺整備事業と併せまして、地域の皆さま方のご意見を伺いなが

ら、整備計画を進めてまいりたいと考えております。 
しかしながら、道路整備計画には莫大な財源を必要とするため、地方道路整備に関する新し

い国の補助制度が、平成２０年に創設されることとなっております。本路線につきましては、

国の補助事業として採択を願えるよう、陳情・要請していきたいと考えております。 
次に、西関東道路、下岩下ランプから国道１４０号線を経て、桑戸バイパスから中央道一宮

御坂インターに連絡する道路が建設されるならば、これは理想的であり利便性は向上すること

になりますが、これを県のほうへ確認したところ、現在のところ、この事業化はされていない

と。しかしながら、当面は県道一宮山梨線の改良工事を順次、実施しているということで、ご

了解をいただきたいということでございます。 
このようなことから、先ほど議員さん要望のバイパスといいますが、これにつきましては、

関係する山梨市とも協議をしながら、県に強く働き掛けてまいりたいと考えております。 
○議長（中村善次君） 

山崎議員の一般質問は持ち時間が終了いたしました。 
以上で山崎議員の一般質問を終了します。 
続いて４番、山本富貴君。 

○４番議員（山本富貴君） 
笛政クラブの山本です。 
ただいま、議長の許可をいただきましたので、地元の山と川の問題を１点ずつ質問させてい

ただきます。端的にいたします。 
川の問題ですが、春日居町から石和町へ続いて駒沢川という一級河川が流れております。そ

の中間辺りの春日居中学南側に中央線の鉄橋があります。上からは５メートル幅で流れてくる
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のですが、中央線の鉄橋が１．７メートルと狭いために、そこが洪水の原因となり、今年はな

かったですが、毎年のように鎮目、徳条地内は洪水に襲われております。ぜひ、ここの鉄橋の

難しい工事でありますが、国・県へ働き掛けていただきまして、改修をお願いしたいと要望を

いたします。 
第２点の山の問題ですが、これは私が質問通告をした後で、まちの広報ふえふき３月号で入

札結果のお知らせという中に、春日居町日影ハイキングコース整備計画ということで４５７万

円が盛られております。これがちょうど私が質問する項目と合致するような具合ですので、こ

の計画がいかようになっているのか、お伺いします。 
この２点は、いずれもこの３月に退任いたします、地元の５区長の要望でもありますので、

よろしくお願い申し上げまして質問を終わります。 
○議長（中村善次君） 

当局の答弁を求めます。 
芦澤建設部長。 

○建設部長（芦澤憲一郎君） 
山本富貴議員の一般質問、駒沢川の改修工事についてお答えいたします。 
春日居町内を流れる駒沢川は、昭和４７年に一級河川として告示され、以降は山梨県が河川

管理者となっております。 
上流部は春日居町徳条地区の平等川から分流して、近津用水に合流する延長２．３キロメー

トルの河川であります。 
合併前の春日居町の時代に、当時の塩山土木事務所により局部的な改修を重ねて整備してま

いりましたが、全面改修には至っていない現状であります。 
また、下流部にはＪＲ中央線の線路橋があり、この区間につきましては、特に河川断面が狭

く、洪水流の流下阻害の要因となっております。 
現時点におきましては、線路橋の架け替えを含めた全面改修を実施することは、予算も含め

難しいとの県からの報告を受けております。 
市といたしましては、当面は流下阻害の要因となる河川内の雑草等の除去や堆積した土砂の

浚渫を行い、河川断面の確保等の管理業務の徹底を県に要請して、善良な維持管理を図りなが

ら、恒久的対策としての全面改修促進に向けて、今後につきましても、国・県およびＪＲ東日

本等に積極的に陳情、要請してまいります。 
以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（中村善次君） 
２問目の答弁を保坂産業経済部長。 

○産業経済部長（保坂利定君） 
山本富貴議員の一般質問、西山開発のその後についてにお答えします。 
春日居町鎮目字日影地内、鎮目共有山林組合所有地内で行っている、ハイキングコース整備

事業について説明を行います。 
現在、笛吹市内には、黒岳、釈迦ヶ岳、立沢山、大栃山、節刀ヶ岳、春日山、兜山、大蔵経

寺山の９つの山梨百名山があります。 
この度の事業は、山梨百名山である兜山と大蔵経寺山を結ぶハイキングコースの新設として、

県事業「富士の国やまなし観光施設整備事業」の補助金をいただく中で、整備を進めていると
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ころでございます。 
事業内容としては、既存作業道（延長４００メートル）と新設の道部分（延長５００メート

ル）を１２０センチ幅に整地を行い、急斜面部分への階段設置、およびルート案内標識を５基

設置するもので、総延長９００メートル、事業費は約５００万円であり、２分の１の補助事業

により整備するものであります。 
大蔵経寺山への市内からのルートといたしましては、石和町松本地内からだけでしたが、こ

の整備により春日居町側からもルートができることになるとともに、春日居ゴルフ場外周道路

を通り、兜山への連絡が可能となります。 
また、両山の中間点には笛吹市歴史文化財に指定されている「長谷寺」もあり、ふるさとの

歴史・文化を学びながら、一日無理のない行程でハイキングを楽しむことができるコースと考

えております。 
なお、地元の山林組合役員さん方に、今回のハイキングコース新設のためのルート確認につ

いて、ご協力をいただきました。ありがとうございました。 
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。 
山本君。 

○４番議員（山本富貴君） 
第１点目の鉄橋の問題は大変難しい問題だと思いますが、安心と安全のまちづくりのために

は、ぜひそういう難関があるということを、市長もご認識いただきたい。 
それから、第２点目の山のハイキングコースですが、この直近の道は石和駅北口から真っす

ぐ上ることが、一番の直近の道であります。ぜひ、石和駅北口はハイキングのハイカーのため

にも、そしてまた線路北の甲府から山梨市にかけても、１万数千人の人たちの悲願であります。

ぜひ、北口の開設をお願い申し上げまして、質問は終わります。 
ありがとうございました。 

○議長（中村善次君） 
以上で、山本富貴君の一般質問を終了します。 
関連質問を許します。 
（ な し ） 
関連質問を終わります。 
一般質問を続けます。 
５番、石倉泰明君。 

○５番議員（石倉泰明君） 
正鵠会の石倉でございます。 
ただいま、議長の許可をいただきましたので質問をさせていただきます。 
笛吹市が誕生いたしまして２年半が経過しようとする中で、豊かな資源があふれ、特に日本

一の生産量を誇る桃・ぶどうは、全国に笛吹市の名前が知れわたるところとなっております。

石和・春日居温泉郷を中心とした観光農業が形成され、また、首都圏に近いため、これを最大

限に活用し、大いにＰＲしていき、笛吹市を市民一人ひとりが理解し、来訪者にお勧めできる

まちとしたいと思います。 
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荻野市長のリーダーシップに大いに期待して、質問に入らせていただきます。 
国際交流と地域間交流について、お伺いいたします。 
国際交流では、既にドイツ、中国と交流を行われているようでございますけれども、今後の

お考えをお伺いいたします。 
また、地域間交流につきましては、それぞれ長い歴史があり、教育・文化・産業・観光面で

交流を行ってきた、それぞれの特色ある交流であると思います。祭りの際には、交流地の特産

品を出店し交流が行われております。 
また、スポーツ面では、マラソン大会の参加、ソフトスポーツ少年団の交流も行われており、

地域によっては、老人クラブの交流が行われております。それぞれのつながりの中で今後、市

としてどのように取り組んでいくのか、お考えをお伺いいたします。 
まず、１点目、今後、国際交流はどのように進めていくのか、お考えを伺います。 
２点目、費用についてはどのように行っていくのか、国際交流、地域交流ともよろしくお願

いしたいと思います。 
３つ目、地域間交流については、７町の交流があるところを全部そのまま継続していくのか、

それとも減らしていくのか、市の考えをお伺いいたします。 
以上をもちまして、私の質問を終わります。 

○議長（中村善次君） 
当局の答弁を求めます。 
池田秘書政策室長。 

○秘書政策室長（池田聖仁君） 
石倉泰明議員の一般質問、今後の国際交流と地域交流はどのように行っていくのか、につい

てお答えいたします。 
国際交流事業は、市民がお互いの文化を理解し、交流できるようにすることを目的として実

施していくものですが、その対象や意図を掘り下げてみると、さまざまなメニューが考えられ

ます。 
まず、笛吹市に住む外国人が不自由なく日常生活を送れるようにする「多文化共生事業」、児

童生徒が外国語によるコミュニケーションができるようにする「ＡＬＴ事業」また「ホームス

テイ事業」、そして、お互いの文化や生活習慣を理解し、自ら進んで国際交流活動を行う、国際

性豊かな市民を増やす「友好都市親善交流事業」等があります。 
「友好都市親善交流事業」につきましては、旧石和町がドイツのバード・メルゲントハイム

市と、旧一宮町が中国の肥城市およびフランスのニュイ・サンジョルジュ市と友好都市交流を

実施してきました。 
バード市とは笛吹市になってからも活発な交流が続いており、平成１８年度には民間団体が

主催する学生のホームステイ事業が実施されました。また、現在、バード市の担当者と、これ

までの友好交流の経過をまとめた「１５周年記念誌」の作成に向けて、準備をしているところ

でもあります。 
さらに、平成１９年度には、市議会議員の皆さまを中心とする３０人程度で、バード市を訪

問する計画でございます。この訪問は両市の友好親善を深めるとともに、今後の交流について

確認するために実施するものですが、併せてドイツの特徴ある地方自治の制度や環境への取り

組みを学んだり、学校やクアパーク、都市整備の状況を視察してきたいと考えております。 
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バード市訪問の費用につきましては、渡航や移動、宿泊、研修、公式行事参加などにかかる

経費として、参加者の応分な負担をいただいた上で、残りを市の一般会計から支出する予定で

ございます。 
次に、肥城市についてですが、肥城市とは笛吹市になってからも交流が続いており、昨年７月

に友好訪問団を受け入れ、笛吹市役所において友好会談を行いました。会談では、互いの国情

の違いや行政組織の違いを理解し、尊重し合いながら、産業、教育の各分野の交流を深めると

ともに、両市の農業や観光業を発展させるため民間の交流を促進することを確認し、「備忘録」

に署名したところであります。 
また、ニュイ市についてですが、ここ数年はお互いに年賀状を送る程度の付き合いにとどまっ

ておりますが、今後の交流をどのように行っていくのか検討中でございます。 
次に、国内の地域交流をどう行っていくのか、についてお答えします。 
合併前の旧７町村から引き継いだ国内交流は、基本的に笛吹市になってからも実施しており

ます。旧石和町が参加していた全国へそサミットや、旧八代町の甲斐路八代会については、合

併後に脱退または解散しております。 
その他の交流につきましては、２年ほどかけて今後の方向性を検討し、方針（案）としてま

とめました。 
方針の基本的な考え方は、地域間交流事業は市民間の交流を促進していくものであること。

既存の交流にこだわらずに新たな都市との交流も模索していくこと。協定を取り交わして行う

場合と、取り交わさないで行う場合の２通りの視点に立った交流を進めていくこと。交流協定

を締結する場合には姉妹都市ではなく友好都市とすること。の４点でございます。 
合併前に旧町村が実施してきたそれぞれの交流事業につきましては、相手先の意向を再確認

した上で、全市への展開を前提に方針（案）を策定いたしましたが、議員各位のご意見もいた

だいた中で、本市として新たな協定締結の判断を行ってまいりたいと考えております。 
また、全市として交流を実施していくことになった場合には、市税の投入が想定されますこ

とから、受益者負担や運営方法等について、適切に見直しをしていく必要があると考えており

ます。 
なお、交流事業は、最終的に市民が自発的に交流を行うようになる状態を目指す事業である

ことから、現在、住民の間で自発的に実施している地域を限定した交流につきましては、市と

しても可能な限り協力していきたいと考えております。 
友好都市交流や地域間交流事業は、新市基本計画の「個性輝く自立した人づくり」に位置付

けられ、人材を育てる目的で実施していくものでありますが、観光業や農業の振興、災害時の

協力等、幅広い分野に及んでくる施策でございます。そこで、関係部署との連携をより深めて

いくとともに、市民の皆さまのお力をお借りしながら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。 
石倉君。 

○５番議員（石倉泰明君） 
今の答弁だと、ちょっと費用面が出ておりませんけれども、この前ちょっと話を聞くと、外

国から来た方につきましては、羽田から面倒を見ていると、そんなような話をちょっと聞きま
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したけれども、その問題と。 
それから、もう１つ、これも定かではございませんけれども、学生交流についても費用を出

しておると、そんなような話を聞いておりますけれども。 
前の町のことを話しして、いいかどうか分かりませんけれども、町の時代におきましては、

例えば八代の状況を話しますと、議会、農業委員会、老人クラブ、スポーツ少年団、それぞれ

の団体の中で費用を出していただきました。また、そういった中で学生の交流はなかったわけ

でございますけれども、学生の交流がほかの町村であるようでございます。そういった中で、

市としてお金を使用しておるようでございますけれども、八代の場合をみますと、老人クラブ

の交流につきましても、費用はほとんど出してもらっていない、自分たちでしなければならな

いということで、交流が非常に少なくなってきておるような状況でございますけれども、前の

それぞれの町村の引きずりを持っていくのか、それとも新たにすべて切り離して考えを変えて

いくのか、そこらへんをお伺いしたいと思います。 
○議長（中村善次君） 

池田秘書政策室長。 
○秘書政策室長（池田聖仁君） 

まず、国際交流でございますけれども、昨年、中国の肥城市がまいりました。旧一宮町と肥

城市とのお約束の中では、互いに相手国に降りたところから訪問国の負担にするというような、

お約束がされておったということでございます。合併いたしまして、実は昨年、備忘録に署名

いたしましたけれども、その前のお約束の中で去年は対応させていただいた。 
それから、バード市でございますけれども、互いに訪問する側が必要な経費負担をしてまい

るというお約束で協定を結んでおりますので、本年、議員各位にもご参加いただいた中で、質

問につきましては、応分な負担をこちらもしていかなければならないというものでございます。 
２点目でございます。学校関係の費用ということでございますけれども、これは国内交流と

いう意味であると思います。国内交流につきましては、合併前からの継続事業でそれぞれ実施

しておるものでございますから、必然的に合併前にどのような事業を実施していたかというこ

とで展開しております。ただし、その費用関係につきましては、やはり新市になりましたので、

徐々に見直しをさせていただきながら進めていくということでございます。今回、方針（案）

をまとめましたので、その中で触れさせていただいておりますので、ここで具体的な回答はで

きないということを、ぜひご理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。 
石倉君。 

○５番議員（石倉泰明君） 
地域によっては、前々からの費用というか、そういうものを前の契約の中でしておるという

ことでございますけれども、そういった中で合併してから交流を行っていない町村もあります。

そういった中で、もしできるものだったら、中止しておる地域においても、費用を応分に出し

たらどうかと、こんなように思います。 
また、それぞれ違うわけですけれども、例えば八代町の場合にいたしましても、老人クラブ

も合併前は、バス代くらいは出していたようでございます。 
それから、地域間交流でございますけれども、由比町から来たときには、少しぐらいの負担
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は町でも出しておりました。そういった中で、何とかいままでの継続の中で同じようなペース

でお願いしたいと、こんなように思います。 
それから、ちょっと先に触れましたけれども、甲斐路八代会につきましては、これは友好町

村ではなく、八代町の出身者が東京へ行っている人たちを中心にということで、これは交流に

は違いないですけれども、友好町村ということではなくて、あくまでも交流ということでござ

いましたので、そのへんをひとつお願いいたします。 
ちょっと簡単ですけれども、答弁をお願いしたいと思います。 

○議長（中村善次君） 
池田秘書政策室長。 

○秘書政策室長（池田聖仁君） 
まず、予算の関係でございますけれども、１９年度予算を計上しておりますのは、石和地区、

八代地区、境川地区、春日居地区でございまして、御坂地区につきましては、合併と同時に交

流しておりません。予算額ゼロでございます。一宮地区につきましては、スポーツ少年団の交

流が主でございまして、それぞれ市民レベルの交流ということで、市のほうからは負担してご

ざいません。芦川地域につきましては、やはり御坂地区と同じ交流先でございます。やはり市

民レベルの交流でございます。ですから、それぞれの交流につきまして、方針（案）をまとめ

てございますので、その中で、ぜひご意見を賜りたいというふうに考えております。 
以上でございます。 

○議長（中村善次君） 
以上で石倉泰明君の一般質問を終了いたします。 
関連質問を許します。 
（ な し ） 
関連質問を終わります。 
暫時休憩いたします。 
再開は２時４５分といたします。 

休憩  午後 ２時３５分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ２時４５分  
○議長（中村善次君） 

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、２点質問いたします。 
学校給食費未納徴収等について。 
２月の新聞記事に大阪市の学校給食費、市職員１５人が１００万円未納の記事が載っていま

した。わが市にはないだろうなと思いながら、昨年３月、石和中学校の給食申込書のことが思

い出されました。以後、改善が見られたでしょうか。現在の状況などをお聞かせください。 
また、徴収方法、管理は統一されているのか。未納世帯への対応策についてもお聞かせくだ

さい。 
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男女共同参画推進条例制定を。 
昨年、「ひとと・ひととのフォーラム」が開かれ、場内から条例をつくってほしいという声が

聞かれました。また、男女共同参画委員さんとの意見交換会でも、条例という声が聞かれまし

た。笛吹プランの中にも条例の制定を掲げています。市長の前向きなリーダーシップを望み、

質問いたします。 
条例の制定について、庁内推進体制はどのように進められているのか。１９年の施策方針の

中で、地域づくり推進事業の中に男女共同参画が組み入れられないものか、お聞きいたします。 
○議長（中村善次君） 

当局の答弁を求めます。 
高野教育次長。 

○教育次長（高野あけみ君） 
新田治江議員の一般質問、学校給食未納、徴収等についてお答えいたします。 
給食費の滞納、未徴収問題につきましては、昨年３月の石和中学校の文書配布がマスコミ等

にさまざまに、さらに大きく扱われ報道されてまいりました。 
昨年の後半に入り、それまで沈黙状態であった給食費滞納が表面化し、問題が今度は全国的

な論議をよぶ問題となってまいりました。 
結果的には、笛吹市の学校からの文書配布問題の一石が、全国に波紋を起こしたと言っても

過言ではないと思われます。 
さて、現在の市内の状況でありますが、新聞紙上にも既に発表されておりますが、１７年度

末の未納金は４４０万円であります。また、１８年度１月現在につきましては４１０万円であ

ります。しかし、１８年度未納金につきましては、例年のとおり、これからが徴収の時期にも

入りますので、前年に比べてかなり減るのではないかと考えられます。 
徴収方法につきましては、自校方式の学校はそれぞれの学校で、また、センター方式の学校

につきましては、学校とセンターで徴収を行っております。１９年度につきましては、センター

方式の学校につきましても、自校方式の学校と同様に、学校ごとに徴収をお願いする方向で考

えております。 
未納世帯への対応としては、昨年の同期と異なり、給食費のあり方が取りざたされ、保護者

の負担への理解が深まってきたものと考えられますが、今後、ＰＴＡの総会、新入児童生徒の

保護者への説明会等を通じ、さらにご理解いただけるよう指導してまいりたいと考えておりま

す。 
以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（中村善次君） 
２問目の答弁を池田秘書政策室長。 

○秘書政策室長（池田聖仁君） 
新田治江議員の一般質問、男女共同参画推進条例制定を、につきましてお答えいたします。 
市では、昨年の３月に、男女共同参画社会の推進に向けた計画として、「輝け男女 笛吹プラ

ン」を策定し、５月には、その推進活動の第一歩として「輝け男女 笛吹フォーラム２００６」

を開催したところであります。さらに、笛吹市男女共同参画委員の皆さまを中心といたしまし

て、「ひとと・ひととのフォーラム」や「笛吹市文化祭」などでの推進活動を行っております。 
ご質問のように条例を制定し、行政や市民、事業者を問わず、あらゆる人々が果たすべき責
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務と役割を法規的に定めることは、具体的な行為を求めるものとして有効であると考えており

ますが、市では１９年度において、男女共同参画社会の推進に向け、市議会と検討させていた

だく中で、男女共同参画都市宣言を行いたいと考えております。 

市内の各地域におきましては、旧町村による男女共同参画推進への取り組みに差異がござい

ました。現在、参画委員の皆さまのご尽力により地域学習会を開催するなど、その解消に向け、

一歩を踏み出したところであります。 

学習会や都市宣言による、男女共同参画に対する市民意識の向上を図る中で、今後、条例制

定についても、検討してまいりたいと考えております。 

次に、庁内推進体制につきましては、ですが、より市民の皆さまとの協働によるまちづくり

が推進できるよう、今後も全庁的な見直しを行う中で体制の整備を図ってまいります。 

また、１９年度の施政方針の地域づくり推進事業の中に、男女共同参画を組み入れられない

ものかとのご質問ですが、この地域づくり推進事業は、地域自らが行う主体的な地域活動を推

進することと、その気運を盛り上げることを事業の目的としております。 

したがって、各地域の皆さんが、その市民活動として男女共同参画の推進を掲げるならば、

地域づくりの活動として組み入れていくことも考えられます。 

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。 

新田君。 

○２６番議員（新田治江君） 

未納の中には市の職員は入っていなかったでしょうね。 

質問に入ります。 

未納金は減ってきているようですが、人数的にはどのくらいでしょうか。 

そして、徴収方法を学校ごとにお願いするという方向のようですが、先生の負担は、本来の

学校業務のほかにするわけですから、かなりの負担と思います。心配なのは子どもへの影響で

す。先生が手紙を渡せば、「先生、これ何」と子どもに聞かれます。また、訪問しても子どもが

いると話せないと苦労しているようです。親の滞納が本人や他の子どもに知れたら、心が傷つ

いたり、いじめにあったりしないか、教育現場が阻害される恐れがあると思います。この点は

どう受け止めますか。 

質問の２点として、私が合併協議会にかかわっていたとき、確か給食滞納者が増えることが

予想されるため「徴収職員の配置を義務付ける」「教育委員会で徴収」となっていましたが、こ

の点はどうなったでしょうか。 

３点とし、笛吹市学校給食センター条例がありますが、どのように運営されていますか。構

成委員には、どのような方が入り、年に何回開かれているでしょうか。 

そして、男女共同参画のほうでは、１９年度には参画都市宣言をするということですので、

ぜひしっかりよろしくお願いしたいと思います。 

１９年度の施策方針概要にもマニフェストにも、男女共同参画の言葉が一言も触れられてい

ませんでした。男女共同参画を進める私にとってみれば、納得がいかなかったです。市長から

も、男女共同参画という言葉が出てくればななんていうことを思いました。 

家庭・地域・職場で男女ともにバランスよくかかわる社会を目指しています。市長はよく、
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時期がきたらとか、男女共同参画の推進を時期がきたらと、前回もおっしゃっていましたが、

先頭に立つ人が旗を振ってもらいたいと思います。市長が推進するよと言ってくれれば、みん

なも元気で付いて行くというと思います。市長、担当職員の姿勢にかかっています。 

東京足立区では、女性に政策学習の機会を設けて、女性の区政への参画を進めようとしてい

る。行政はこのようなルートづくりをしているそうです。 

市長の気持ちをお聞かせください。 

○議長（中村善次君） 

高野教育次長。 

○教育次長（高野あけみ君） 

新田議員の再質問にお答えいたします。 

まず、未納の中に市の職員はなかったでしょうかということがございましたが、あの新聞の

後、すぐ全学校それからセンターへ電話で問い合わせましたが、未納者はおりませんでしたの

で、ひと安心いたしました。 

では、ご質問に答弁いたします。 

人数の関係ですが、１７年度末の調査の結果１１０件でございました。金額は先ほどお答え

をさせていただきました。それから１８年度末でございますが、１月の末しか出ておりません

ので、最終の集計はまだ出ておりませんが、件数は３４０件でございます。２月、３月が調整

月でございますから、金額から言いましても、１７年度末よりも落ちるのではないかと考えて

おります。 

それから、子どもへの影響でございますが、自校方式の学校は先生が徴収しておりますし、

センターについては、春日居は学校の先生が行っております。現場の先生方のほうが神経を使っ

ておりますので、これらについては心配ないと考えますし、これについての問題は聞いており

ませんので、配慮がされているのではないかと理解をしております。 

それから、給食のセンター条例の中の構成員ということでございますが、センター条例に基

づきまして、給食運営委員会が設けてあるのは御坂と春日居でございます。この中で構成員は、

旧町村のままでして、校長先生、それからＰＴＡの会長さん、副会長さん、教育担当の先生、

それから地域課長、あるいは栄養士担当等が入っておりまして、年に２回、給食の会議を開い

ております。決算もこの中で説明をされているようです。 

いろいろご質問の中にありましたが、合併協の中でという話がございましたけれども、マニ

フェストの中でも総務部長がご説明いたしましたけれども、給食センターの学校給食統括セン

ターというものが１９年度、設置されますので、センター長を中心に給食問題等を学校も含め

まして協議してまいりたいと考えております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（中村善次君） 

２問目の答弁を荻野市長。 

○市長（荻野正直君） 

男女共同参画プラン推進について、お答えいたします。 

新田議員さんのお話を聞いておりますと、何か私が非常に消極的のような印象を受けたわけ

でありますけれども、合併して２年半が経ちました。既に男女共同参画プランも推進員の皆さ

まによって作られました。そして、過日は女性議会も開催をしていただきました。年間、一つ
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ひとつでございますけれども、前進をさせていただいているつもりでございます。 

また、市の中にありましても、女性職員の管理職への登用を積極的に働き掛けていきたいと

考えておりますけれども、実際的には課長試験を女性がなかなか受けていただけない、これが

現状であります。 

したがいまして、そういったことに関しましても、できる限り積極的に進めてまいりたいと

いうふうに思います。 

今年も恐らく５人が課長に昇格しますけれども、今、精査中でございますけれども、できれ

ば１人でも２人でも女性職員を登用していきたいと、こういうふうな心構えでございます。 

全体的に申し上げますと、もっともっとこれを推進するために、ではどういうふうな方法が

あるかと申しますと、例えば、全体の中で女性の、いわゆる議会だったら半分は女性にすると

か、極端なそういうことを決めている国もあるそうですけれども、まだまだ日本の社会情勢を

見ますと、そこまでいっていないのではないかというふうに思います。 

私は、先ほど申し上げましたように一つひとつ、本当に一歩一歩でありますけれども、前進

をさせていくよう努力をいたしております。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。 

新田君。 

○２６番議員（新田治江君） 

給食費の問題にしましても、お金がなくて払えないのではなくて、払わないという割合のほ

うが、全国的にも多いと思います。ぜひ、センター条例にありますように、校長先生、ＰＴＡ、

その人たちとよく内容を話し合い、また運営委員会を有効に活用して、保護者に理解をよく得

てもらいたいと思います。 

そして、最後に滞納者に対しては、学校は教育現場で、専念してもらいたいという思いがあ

ります。最終的には法的な対応を行政で取っているところもあります。行政で徴収員等を配置

するなり、策を講じられないものかお聞きします。 

男女共同参画では、笛吹市では着実に進んではいると認めています。でも、いつも市長の口

からは男女共同参画の言葉が流れていればいいなということを、気持ちもこちらも強くなって

きますので、ぜひお願いします。 

そして、２月の地域づくりシンポジウムでも、総合研究所の早川さんも、女性のパワーを地

域づくりに生かせということを言っていました。 

また、昨日の代表質問の中にも、ファミリーサポートに中高年女性を中心にという言葉が出

ましたけれども、男女共同参画で私が一番思っていることは、中高年の女性が中心にですけれ

ども、それにも加えて中高年の男性も女性も、先ほど市長が言っていましたように、いろいろ

な割合が半々になっていく社会、それが理想の社会だと思います。現在の少子高齢化社会を乗

り切るためには、やはり両性が協力し合っていくことが大切だと思います。 

そして、女性の管理職の登用で、なかなか女性が出てこないという面も、出るには家庭のこ

とがあって出られないとか、いろいろなことがあります。家のことをお父さんがしてくれれば、

「お前は出て行っていいよ」と言えば、また出ます。やはり、この少子高齢化を乗り切るには、

私は男女共同参画が一番大事で、これが基本になると思います。子どもも、お父さん・家庭が

協力してくれれば、私もっと産むわとか、いろいろなことになってくると思いますので、男女
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共同参画は本当に進めていってほしいと思います。 

そして、先日も男女共同参画推進センターでパフォーマンスフェスティバルがありました。

上野原市とか甲斐市とか都留市とか、いろいろなところが職員も連れてきて、男女共同参画の

パフォーマンスを担当者も一緒になってやっている姿を見て、やはりもうちょっと笛吹市も担

当者をいろいろなところに勉強に行かせてほしいな、なんていうことを感じましたので、ぜひ

お願いいたします。 

そして、女性も男性も共に歩く社会で女性政策を展開していってほしいと思います。そこで、

担当の池田秘書政策室長に、笛吹らしい男女共同参画が目指すものの本音を聞かせていただい

て、終わりにしたいと思います。 

○議長（中村善次君） 

高野教育次長。 

○教育次長（高野あけみ君） 

新田議員のご質問の行政での徴収員の配置はということでございますが、現時点では徴収員

は考えておりませんが、いずれにしましても、１９年度、センター長ができますので、それら

も含めまして検討をしてまいりたいと考えております。ご理解をお願いいたします。 

○議長（中村善次君） 

２問目の答弁、池田秘書政策室長。 

○秘書政策室長（池田聖仁君） 

本音を言えというご質問でございますけれども、私、まだ勉強中でございまして、ただ、あ

る方から指導をいただいておりますけれども、男女共同参画社会の実現とは、男女がそれぞれ

互いに尊重しつつ、多様な生き方が認められる社会の実現であるというふうに指導をいただい

ております。 

また、先般、管理職員の男女共同参画と行政職員の役割という研修会を開催いたしました。

その中で講師の山内幸雄先生が、男女共同参画というものは個人を大切にすることだと。特別

に女性だけにどうのこうのというお話でなくて、個人を大切にすることから、それぞれが成長

することであると。当然その延長には、まちが活気づくという話でございまして、基本的には

個人の尊重、一人ひとりが大切にされる社会の実現であろうというふうに考えています。 

以上でございます。 

○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。 

１７番、杉岡喜美雄君。 

○１７番議員（杉岡喜美雄君） 

新田議員の関連質問をさせていただきますが、給食費についてですが、未納・滞納について

の徴収にあたっては、生徒児童が絡むものですから、大変難しいということ十分理解しており

ます。 

そこで、学校給食の目的を十分理解していただくためには、先ほどもちょっと答弁がありま

したが、ＰＴＡの総会とか、あるいは入学式等で給食のあり方を、時間をかけて十分説明をし

ていただきたいと思います。 

そこで、教育長さん、いままで校長先生をなさっておられました。学校の運営、また先生方
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の生徒に接する以外の仕事量はどれだけあるかということは、十分理解をされていると思いま

す。 

そこで、給食費の徴収事務は学校の職員、要するに、先生の職務であるかということを思っ

ているかどうか、お答えをいただきたいと思います。 

それで、先ほどもありました４４０万円の未納・滞納があるということは、どこかでしわ寄

せがきていると思います。未納・滞納をゼロに近づけるためには、教育長さんとして何か新し

い制度、あるいは徴収方法がありましたらお答え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） 

芦原教育長。 

○教育長（芦原正純君） 

杉岡議員の質問にお答えさせていただきたいと思います。 

私は高等学校の教員だったものですから、学校給食というのはありませんでした。小学校の

ころもなかったし、中学校でもなかったし、そういうことで、今、実際に自分が徴収事務とい

うようなことをやっておりませんので、的確な答えになるかどうか分かりませんが、今の学校

で教頭先生を中心に徴収事務をしていただいております。だいぶ難しいというようなお話も、

また仕事量も多いものですから、そのようなことも聞きます。 

そこで、滞納者に対してですが、学校給食統括センターが１９年度はつくられることになっ

ております。そのもとに運営委員会、さらに、その中にそういった徴収に対する事務、どうい

うような方法がいいのかというようなことも含めて、考えを入れていかれたらと思っておりま

す。 

いずれにいたしましても、問題は払えるのに払わないという、どう表現したらいいでしょう

か、モラルの低下というような、そういうようなことが大人の世界から子どもに伝わっては困

るなと、こういうようなことを一番心配しております。 

以上、お答えになったかどうか分かりませんが、感想を申し上げました。 

○議長（中村善次君） 

再質問ありませんか。 

杉岡君よろしいですか。 

（「ありがとうございました」の声あり） 

（「時間はありますか」の声あり） 

あと５分あります。 

井上君。 

○１番議員（井上一已君） 

結論から言いますと、男女共同参画推進条例をぜひ制定の方向に向かって、お考えになって

いただければ非常にありがたいと思います。会派といたしましては、非常に熱心に誠実にやり

取りをやっていただきまして、ありがとうございました。 

婦人運動を歴史的に見ますと、大正時代から始まったわけですが、例えば、平塚らいちょう

とか市川房枝とか、そういう人たちが先頭に立ちまして運動しまして、やっと昭和２１年、新

憲法で男女２０歳にして参政権を得るところまでいったわけです。それから平成１９年まで、

これを見ると、やはり女性の参政権の行使の時代だったと思うのですが、これ以降は、平成何
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年続くか分かりませんが、主体的に女性が行動する時代に入るのではないかというように思い

ます。と言うのは、社会構造の変化、経済構造の変化ということでそういう時代がくるし、そ

ういう社会をつくっていかないといけないのではないかなと。そのためには推進条例というの

が非常にサポートしていくというように考えまして、ぜひ、市でもそんな観点から、条例に向

かって考えていただければ非常にありがたいと思っております。 

時間がなければお考えは結構ですので、要望にしたいと思っております。 

ありがとうございました。 

○議長（中村善次君） 

関連質問を終わります。 

続いて、２５番、日髙せい子君。 

○２５番議員（日髙せい子君） 

清新会の日髙でございます。 

通告に基づきまして、第１問目、特別支援教育の実施体制整備について、質問させていただ

きます。 

学校教育法の一部を改正する法律案が１８年度６月に可決成立して、１９年度４月１日より

施行されることになりました。 

現在の盲・ろう・養護学校の区分をなくし、特別支援学校として、小中学校などにおける特

別支援教育を推進するものだと聞いております。 

この法律の改正の背景には、障害者をめぐる世界的な流れの変化にありました。その象徴と

して１９９４年、もう１０年も前のことでございますが、スペインで行われました、ユネスコ

によるスペシャルニーズ教育に関する世界会議の中での「サラマンカ宣言」がございます。 

一部を紹介させていただきます。 

「特別な教育ニーズを有する人々は、そのニーズに見合った教育を行えるような子ども中心

の普通学校にアクセスしなければならない。包括的な方向性を持つ普通学校こそが差別的な態

度と戦い、喜んで受け入れられる地域をつくり、包括的な社会を建設し、万人のための教育を

達成するための最も効果的な手段である」といっているのです。 

このような考え方を背景に、私たちも一人ひとりのニーズに応じた特別な支援のあり方につ

いて模索し、実践するというスタートラインに着いたわけです。 

初年度の本市の実施体制整備がどのように進められているか、お伺いいたします。 

２問目、山村留学について質問いたします。 

山村留学は、１７年度調査によりますと１０４市町村が実施しておりますが、地域の実情に

より実施方法などかなりの違いがあるといわれております。 

この事業は大いに期待されている一方で諸問題も存在し、自治体の全体的な取り組みと自治

体相互の連携も不可欠だと指摘されております。 

山村留学を「生きる力をはぐくむ」取り組みで、ともに力を合わせて子どもたちをはぐくむ、

次代を担う人づくり事業として実践している自治体もあります。 

いずれにしても１０年以内に全国で４００以上の集落が消滅すると言われている中で、農山

村の再生を考えるとき、このことを食い止める可能性を秘めているものの一つとして、山村留

学があるとも言えます。 

本市においても、芦川の山村留学については、再度、教育・文化・産業・社会などの側面か
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ら検討する必要があるのではないでしょうか。本市のお考え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。１問目、２問目とも答弁、高野教育次長。 

○教育次長（高野あけみ君） 

日髙議員の一般質問、特別支援教育の実施体制整備についてと山村留学について、お答えい

たします。 

まず、はじめに、特別支援教育の実施体制整備についてのご質問にお答えいたします。 

これまで障害の程度に応じて特殊学級など特別の場で指導を行ってきたものが、障害のある

子ども一人ひとりの教育的ニーズに配慮して、適切な教育的支援に転換してきたのが、この特

別支援教育であります。 

特別支援教育の対象者は、従来の特殊教育対象の障害だけでなく、学習障害、注意欠陥多動

性障害、高機能自閉症の子どもたちに及びます。それら障害を一つの個性としてとらえ、尊重

しつつ、それぞれに適切な指導、支援が行われます。 

さて、ご質問の、笛吹市の実施体制の整備状況についてお答えいたします。 

笛吹市では、既にこの特別支援教育につきましては先進的に取り組んでおり、合併後の平成

１７年度から、障害のある子どもが在籍する学校支援のため、市担講師・介助員を配置してお

ります。 

同規模の市町村と比較してのこれら支援員の配置数は、県内でもトップであるものと考えて

おります。 

１９年度も、学校の状況を精査する中で、引き続き配置をしていく考えでおります。 

なお、本年４月の本格的実施に向けての準備状況でありますが、該当者の調査をして実態を

把握する作業に並行して、県の専門家チームや必要に応じ児童相談所のメンタルクリニック等

に相談しながら、個々にどのような支援をしていったらよいのか計画を立案中であります。 

続いて、山村留学についてのご質問にお答えいたします。 

既に、ご案内のとおり、旧芦川村では村の振興策の１つとして、平成７年より定住促進事業

が導入されました。 

これにつきましては、若者の村外流出が続き、過疎化による地域の活力の低下が危惧される

状況のもと、当時の芦川村が、若者の定住促進および活性化を図るため、各種の助成制度を設

けたものであります。 

この中の１つに、山村留学助成制度がありました。昨年８月の芦川村の合併以来、これら事

業のあり方については論議をされてきました。 

その結果、学校教育にかかわる通学者交通助成、および山村留学の取り扱いについては、教

育委員会に委任されました。 

教育委員会の基本的な方針を大まかに申し上げますと、あらゆる学校の平準化を進めるとい

うことに終始いたします。あらゆる子どもたちに、平等な教育を受けさせることが、笛吹市誕

生以来の教育の基本であります。 

そのような意味から、１９年度からは、これまで旧芦川村が加入していた山村留学協会から

脱退いたします。 

これにより、市としては山村留学自体も廃止し、新たな山村留学の名目での受け入れは行わ

ないことになります。 
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また、これらにかかる従来の補助制度につきましても見直しを行い、経過措置等を考慮しな

がら、残すものと廃止するものをしっかり精査して、今後の対応を考えていく所存であります。 

なお、芦川地区内から路線バスを使って通学している、児童生徒へのバス代の助成につきま

しては、スクールバスの代替として従来通り引き続き助成を行いますので、付け加えさせてい

ただきます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（中村善次君） 

再質問を許します。 

日髙君。 

○２５番議員（日髙せい子君） 

それでは、第１問目と第２問目、１点ずつ質問させていただきます。 

２１世紀の特殊教育のあり方についての最終報告の中で、乳幼児期から学校卒業後まで一貫

した相談支援体制の整備について、言及している個所がございます。 

最近は、子どもの障害の重度とか重複化・多様化に伴って保護者の方の不安や悩みが増大し

ていると聞いております。教育・福祉・医療・労働などにまたがるさまざまな問題について相

談を求める要望が強いともいわれております。 

本市の整備状況というか、相談支援体制はどのようになっているのかお伺いいたします。 

また、山村留学についてでございますが、合併前に作られた自立促進計画の中で、人づくり

や交流資源をつくるところまでは至っていないけれども、今後、イベントの充実、山村留学、

体験学習、レクリエーション施設などを整備し、都市との交流をより一層充実拡大を図って、

交流人口の増加を目指す必要があるという記述がございますけれども、なぜ、合併して８カ月

しか経っていない中で、早々と山村留学が廃止ということになるのか、いささか残念な気持ち

でございます。 

市民の中には、笛吹市として大きくなったのだから、もう少しいろいろな創意工夫があって、

そのことをきちんと実施してみた中での廃止であればというか、そういうような結論であれば

致し方ないけれども、もう少しやりようがあったのではないかというようなご意見も多々、耳

にすることがございます。 

限界集落という言葉もあるようでございますが、それの支援として積極的に自治体が取り組

んでいく中で、笛吹市全体としては、どういうふうに山村の再生を実行していくのかというご

意見をお伺いできれば、ありがたいと思います。 

以上です。 

○議長（中村善次君） 

答弁を求めます。 

高野教育次長。 

○教育次長（高野あけみ君） 

日髙議員の再質問にお答えいたします。 

早い時点での教育相談は重要であるということでございますが、私どももそういうふうに感

じております。 

既に、具体的には市の福祉部署、保健師と連携して、ケースの必要性に応じて検討会議も行っ

ておりますし､保育所や幼稚園を教育相談員の先生方が訪問して、早い時期に学習支援が必要で
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ある子どもの把握をしております。保護者とも早い時期にコンタクトを取って対応に心がけて

おります。 

そういうふうにしておりますが、今後もそれらは引き続き教育部署、また福祉の部署とも連

携をとりまして進めていきたいと考えております。 

山村留学の件につきましては、教育長よりお答えさせていただきます。 

○議長（中村善次君） 

芦原教育長。 

○教育長（芦原正純君） 

山村留学制度についてお答えさせていただきますが、この山村留学協会への加盟というのが

義務付けられております。その山村留学協会から、こういった制度に対して実際に検証は何も

なされていないということがあるのです、どんなにいい制度であるかということについても。 

いろいろなものを調べてみますと、この山村留学協会から脱退するというのが相次いでおり

まして、現在、７６年から平成５年の間に、この留学制度を中止した学校が全国で９７校ござ

います。その理由については、ここには書いてございませんでしたが、いろいろな制度の違い。

なかなか定住ということに結びつかないというようなこと、費用的なことがあったかもしれま

せん。山梨県の場合でも、南アルプス市でやっておりましたけれども、１８年度、この山村留

学協会の総会において退会が認められております。 

こういうふうに、その制度からの離脱というものが非常に多くなっているというようなこと

と、それから、もう１つ、芦川村で行っておりました山村留学制度というのは、補助金を出し

て、あくまでも定住促進の一環という形でやっておりました。そのほかの地域の山村留学生度

を調べてみますと、受け入れるときに、その地域の団体に応分のお金をお払いして、そして月々

かかる費用を払って学校に通わせてもらうと、こういうのが今度のようでございます。特に芦

川の場合には、先ほど申し上げました、定住促進というようなことに絡めて、いろいろな助成

を厚くしておったというようなことがあるようでございます。 

そういった制度的な違いというようなものもございまして、脱退をさせていただく。山村留

学というものについては考えていかないと、こういう結論というか、そんなふうな形を取らせ

ていただきました。 

○議長（中村善次君） 

再々質問ありますか。 

日髙君。 

○２５番議員（日髙せい子君） 

相談支援事業に関しては、本当に一気にそういう体制がうまくできるとは思っていませんけ

れども、とにかくスタートライン、そのことが大事なんだという認識の下に、きちんと整備を

進めていっていただきたいと思っております。 

よろしくお願いいたします。 

学校教育というのは、子どもだけではなくて、障害者の自立と社会参加を見通した取り組み

を含めて、大変重要な役割を果たすのだといわれておりまして、その特別支援教育の理念とか

考え方が学校全体、あるいは、市民全体に共有されることが大事なんだといわれているわけで

す。もちろん、その中の保護者の方々への理解をいただくための方策も大事だと思います。 

また、巡回教育相談を行ったり、関係する機関の職員間の交流も重要だと思いますが、その
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点についてどのようなお考えをお持ちなのか。何らかの計画がおありなのかということについ

てお伺いいたします。 

さらに、山村留学については、私としては、新たな視点での山村留学のあり方も推進できる

のではないかと思っておりまして、少なくとも、もう一度、芦川、そこに住んでいらっしゃる

住民の方と地域振興を含めた形で、きちんと論議をしていくべきではないかなと思っておりま

す。その点でもう一度ご配慮を願いたいなと思います。また、再度同じ答えになるのかもしれ

ませんが、その点について質問させていただきたいと思います。 

今、日常的に農山村の再建とか、活性化のために山村留学というツールをいともたやすく手

放すというのは、もちろん、先ほど検証という点から、なかなか効果が見出せないということ

もご答弁にございましたけれども、私としては、そうではないではないかと思っているので。 

今、昨日の学校統合の問題とも深くかかわっていて、地域に学校がなくなるということの重

さというのは、住民の皆さんが一番よく分かっているのではないかと思うんですね。それも含

めて、そのことがなくなることによって地域がどういうふうに変わっていくのか、そのことを

真剣に考えたときに、山村留学のあり方も含めて、地域振興という点に焦点を当ててお考えい

ただく、そして、市も一緒になって考えていくということが大事になってくると思っておりま

すので、また、その点について、教育委員会ではなく山村の振興とか全体的な流れの中でお答

えがいただければ、ちょうだいしたいと思います。 

以上です。 

○議長（中村善次君） 

高野教育次長。 

○教育次長（高野あけみ君） 

特別支援教育についてのご質問でございますが、職員の交流研修も大事だと思いますが、教

育委員会と関係部署、それら学校だけでなく保護者を含めた一般の方々に対しての特別支援教

育の趣旨、あるいは目的につきましても、十分にご理解をいただけるよう、今後、充実に努め

てまいりたいと考えております。 

○議長（中村善次君） 

荻野市長。 

○市長（荻野正直君） 

山村留学について、私の考え方を申し上げたいと思います。 

教育委員会のほうで、山村留学は新年度からは廃止というような方針を打ち出したわけであ

りますけれども、その背景は、単に山村留学を廃止したということではなくて、やはり芦川の

地域の方たちの中で、山村留学で来ているご家族、あるいは地域とどんなかかわり合いを今持っ

ているか、そういうことについての話し合いも既に行われております。 

そういったことを踏まえながら、今回、この結論は出ているわけであります。 

一番の基本的なものは、ずっと芦川に住んでいる方が、芦川地区をどういうようにしていこ

うかと、このことについては時間をかけて、どういうようにしたいのかということを見出して

いかなければいけないと思いますし、なおかつ、芦川の中にある自然の素晴らしさをどう活用

していくか、このことは笛吹市にとって非常に大きな課題であると思います。 

しかし、山村留学というのは、よそから人が来て、その地区が好きで、この地区をどう育て

ていくかという形で来ていただいたというような形ならば､また議論が違ってくると思います
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けれども、現在は焦点がちょっと違っていると思うんです。ですから、その原点から含めて考

え直す必要があると、こういうことを考えております。 

したがいまして、過日も申し上げましたけれども、３月９日、市長との対話という形で、そ

のへんのことも含めましてお話をさせていただきたいと思います。 

芦川のいままでの歴史の中で、幾つか疑問に思うことがあります。例えば、ある一部では学

校を残せという話を非常に強くしているグループもあります。しかし、あるグループは、学校

は大きいところで学んだほうがいいんだよと、こういうふうに言う方もいらっしゃいます。 

芦川の合併をする前の政策を見てみますと、何をしたかと言いますと、学校は耐震をしなけ

れば学校というのは存続しないということが分かりながら、一番お金をかけたのは、地域の農

村センターのほうに多額のお金をかけて、耐震と改装をしているわけであります。やはりこう

いうことは芦川の中全体で、今、芦川の人たちが何を考えているか、このことについてじっく

りと芦川の人たちと考えて、そして、芦川の開発を進めていきたいと、こんなふうに思ってお

ります。 

○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。 

１番、井上一已君。 

○１番議員（井上一已君） 

今、お話を聞いていまして、山村留学につきましてちょっと、実情をもう前にも答弁いただ

いているわけですから、確認ということでお伺いしたいと思います。 

山村留学でありますが、３２道府県でこの制度を導入しているんですね、平成５年以前では。

そして、今、日髙議員が言いましたように１０４市町村がこの制度を導入している。実際にやっ

たのは、私の記憶では９０市町村、１４０校というように記憶しているわけでありますが、そ

れが、今の答弁の中にもありましたように９７校、３０％減っているわけです。非常に減少し

ている状態です。３２の中で鹿児島と北海道だけは増えているんです。増えているといっても

３００人も４００人もではないと思うわけですが。なぜこんなに減ってしまったかと言うと、

地元の子どもがいないということです。そして、参加者数が少ないということです。里親制度

がだんだんにできなくなってしまったということです。 

そういうことを考えますと、山村留学をする子どもたちは親子で来る場合、子どもだけが来

るケースだと思うわけですが、そこでちょっとお伺いしたいのですが、前にもお伺いしてちょっ

と記憶が定かではないものですから、県外から芦川に来ている留学生の親子の家庭は２軒くら

いと記憶があるのですが、１軒ですか、２軒ですか。そして子どもは何人でしょうか。そのへ

んちょっと人数が分からなくなってしまいましたので教えていただきたい。 

突然のことですから、資料がなければ結構でありますので、正確の数でないといけませんの

で、そのへんをお伺いしたいと思いまして、関連質問をさせていただきました。 

もう１つ、これは要望になるかもしれませんが、新聞情報しかよく分からないわけですが、

よく話し合っていただいて、芦川を奥の院としてどうするかというようなことを考えなければ

ならないと思いますので、そのへんは十分に話し合いをして、スムーズの中で、にこやかな中

で、あそこを生かしていくというようなご努力はしていただいているわけでありますが、ぜひ

そのへんはお願いしたいと、要望もお願いいたしまして関連質問とさせていただきます。 
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ありがとうございました。 

○議長（中村善次君） 

芦原教育長。 

○教育長（芦原正純君） 

現在のはっきりした数字、これについてはちょっと難しいところがあります。と言いますの

は、定住促進で来た方は山村留学とは全然関係なしに来たという、そういうふうな方もありま

すし、それから、はっきり山村留学だとして芦川に移った方が、確か１軒というふうに聞いて

いました。ただ、そのへんの区別がはっきりしないというところがあります。もう少ししっか

り調べさせていただきたいと思います。 

それから、学校に上がっている子どもさんについては、その１軒の家では小学校に３人、入

学されております。 

また、正確なことは後ほど調べてお知らせいたします。 

○議長（中村善次君） 

関連質問は、よろしいですね。 

（「はい」の声あり） 

関連質問を終わります。 

続いて、２１番、前島敏彦君。 

○２１番議員（前島敏彦君） 

笛政クラブの前島でございます。 

議長の許可をいただきましたので、質問させていただきます。 

超高齢化社会を迎え、高齢者の市に対するニーズは高まり、その施策は一層重要となってき

ております。 

ちなみに、笛吹市の人口は現在７万３，０９４名で、６５歳以上は１万４，９７９名、高齢

化率は２０．５％と高く、５人に１人は６５歳以上となっております。 

私も人性の半ばを過ぎたところでありますけれども、参考に、この議場におられる皆さま方

の平均年齢は、さて何歳になるでしょうか。議員の平均は６３．５歳、執行部の皆さん方は６０．

１歳でございます。平均しますと６２．１歳であります。 

今、高齢化福祉は何をしなければならないのか、われわれも真剣に考えるときではないでしょ

うか。笛吹市の高齢者福祉は、身近なところでは民生委員さん、また社会福祉協議会、ＮＰＯ

法人、ボランティア団体、市民団体の方々のきめ細かい心遣いが、高齢者の方に日々の潤いを

与えていただいております。 
笛吹市の基本理念でもある「快適で安心な暮らしづくり」は、高齢者が健康であり続けるた

めに、年齢に合った適度の運動、公共施設への移動手段、外出等が希望となってきます。 
市長の施政方針の中でも述べられた、バス交通研究会の報告書をもとに、今年度は試験運行

されると述べてありましたが、その中でデマンドシステムを導入していただき、地域密着型の

サービスをしていただきたいと思います。若い世代からの疎外感を持たないサービスが、今後

必要となってきます。 

また、高齢者医療制度改革など国の政策が大きく変わる中、県民の関心のトップを占める福

祉医療の充実を求める人は、景気対策の１９．６％を上回り、福祉医療の充実は２５．８％に

もなっております。 
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山梨県は住みよい県としてもトップクラスでありますとともに、健康寿命でもトップクラス

であります。 

このようなことを踏まえながら、今後の笛吹市における高齢者福祉施策について、３点につ

いて伺います。 

まず、１点目としまして、平成１８年度よりスタートいたしました地域包括支援センターは、

機能的には行き届いたセンターと思います。このセンターの充実こそ、住みよい・暮らしよい

笛吹市の理想だと考えますが、今後、介護給付の増大や、また予防プラン作成、困難事例など

の対応が一層求められると考えますが、地域包括支援センターの機能充実等はどのように図ら

れるのか。 

次に、高齢者が住み慣れた地域で、日々生きがいを持って生活することが重要であると考え

ますが、そこで、老人クラブに対する今後の支援について伺います。 

３点目としまして、高齢者が健康であり続けるためには、年齢に合った適度の運動や疾病予

防、食育などの健康づくりが大事であると考えますが、市としての取り組みを伺います。 

以上、この３点について質問させていただきます。 

○議長（中村善次君） 

当局の答弁を求めます。 

内藤保健福祉部長。 

○保健福祉部長（内藤運富君） 

前島敏彦議員の一般質問、本市における高齢者福祉施策について、にお答えいたします。 

まず、地域包括支援センターの機能充実についてのご質問ですが、ご案内のとおり、介護保

険法の改正により地域包括支援センターが、平成１８年度から新たに定義づけられました。 

高齢社会の進行に伴い多様化する介護予防、介護支援、権利擁護等の相談ニーズに対応し、

包括的かつ継続的に総合相談を行うため、本市でも平成１８年４月から地域包括支援センター

を設置いたしました。 

これまでの在宅介護支援センターを発展させて、相談体制の充実を図る中で、困難事例への

対応、権利擁護の取り組みとともに、介護予防支援事業所として位置付けられており、増大す

る介護給付の抑制のため介護予防プラン作成を行い、介護予防事業の有効な活用により、要介

護状態への進行抑制を図ることなどを目的とするもので、これらを行う専門職員の確保による

センター機能の充実が求められています。 

平成１８年度におきましては、市の保健師と社会福祉法人からの人材派遣により、専門職員

９名体制で業務を行っております。 

平成１９年度につきましては、市採用の社会福祉士を配置して専門職員体制をさらに整え、

要支援・要介護になる恐れのある、いわゆる特定高齢者の介護予防事業、軽度の要介護者の介

護予防プラン作成、ケアマネジャーへの支援、権利擁護や相談業務対応を充実させてまいりた

いと考えております。 

次に、老人クラブに対する今後の支援についてでありますが、高齢社会を迎え、高齢者が自

らの人生設計に基づいて、老後をどう暮らすのか、自らの健康や生きがいづくりに積極的に取

り組むことが求められるとともに、社会参加や社会貢献のニーズの高まりや多様化が課題と

なっております。 

老人クラブは、現在１１４クラブで５，３００名余りの会員がおり、地域に定着した組織と
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して高齢者の生きがいや健康づくり、地域の独り暮らし高齢者への友愛訪問、児童の登下校時

の見守り、地域の奉仕活動など社会貢献等に取り組んでいただいており、時代ニーズを先取り

した活動に感謝しております。 

市では、老人クラブ連合会や単位老人クラブに対し、活動費補助金を交付しているところで

ありますが、平成１８年度においては、こうした活動への支援として、戦争体験記作成費の助

成も含め補助を行ったところであります。 

平成１９年度につきましては、さらに市内７地区連合会の活動について、当初予算の中で支

援の強化を予定しており、地域の中で高齢者の方々の自主活動が基盤となり、見守りや助け合

いの心がはぐくまれ、今後も市が行う高齢者対策、介護予防施策の実践者として期待するもの

であります。 

次に、高齢者の健康づくりへの取り組みについてでありますが、高齢者が健康であり続ける

ために、基本健診、がん検診、人間ドック等の各種健診事業、またインフルエンザ予防接種事

業などを実施し、高齢者の健康管理を行っております。 

１８年度からは新規事業として、高齢者が高齢者に体操を指導するシルバー体操指導員養成

事業と、温泉を活用した健康づくり事業を実施しております。 

シルバー体操指導員養成事業は、高齢者一人ひとりが体を動かすことにより、健やかな日常

生活が営まれるよう体操を指導していただく指導員を養成し、養成研修を終了した指導員が、

地域の高齢者にシルバー体操を普及して、介護予防や独居老人対策などにつなげていくことを

目標としております。 

また、市内の温泉を活用した健康づくり事業について、参加者は採血、心電図検査等から疾

病ごとに入浴方法、運動指導および栄養指導などを受け、３カ月間、市内の公共温泉施設で実

践し、終了後、専門機関の医師がデータ分析し、好結果でありました。 

さらに、特定高齢者対策として、市が実施している総合健診から特定高齢者を抽出し、運動

機能向上教室、栄養改善教室、口腔機能向上教室を実施し、できるだけ介護や支援を受けずに

生活できるような取り組みを行っております。 

また、高齢者の食育については、特に塩分の濃いものを好まれる方が多いので、食生活改善

推進員会が実施します高齢者料理教室、いきいきクラブ料理教室、男性料理教室等の事業を通

して指導を行っています。 

現在、策定している健康増進計画では高齢者の健康づくりについて、生活習慣病の改善に対

する目標数値を定めて、高齢者の健康づくりをより一層推進してまいりたいと考えております。 

以上、答弁といたします。 

○議長（中村善次君） 

再質問を許します。 

前島君。 

○２１番議員（前島敏彦君） 

前向きな答弁をありがとうございました。 

まず、最初に包括支援センターについてでありますが、初年度でありまして、年度の比較は

できないかと思いますが、１８年度における活動実績と、本市の包括支援センターの特色はど

うなっておるのか、この１点。 

次に、老人クラブに対してでございますが、今後は、いろいろな自主活動をというお話でご
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ざいますが、このへんの支援につきまして、活動の拠点の配慮をしていただきたいと感じます

が、そのへんについて、２点目。 

もう１点、高齢者の健康づくりに取り組む中で本市の事業でもある、昨日の代表質問でも市

長から答弁がありましたが、「やってみるじゃん」が各地域ごとに、もっと小単位に開催してい

ただきたいというような声も多く聞いておりますが、このへん来年度に向けて取り組みがある

のかどうか。 

もう１点、昨日、うちの志村議員の代表質問の中でも、釈迦堂へ行ってという話もございま

したが、ここ笛吹市は日本一の果樹生産地でもあります。７０歳前後の高齢者が主体で耕作を

しております。ちょうど昨日、志村議員もうちの近所へ来てくれたなというような感じがした

わけでございますが、このへん、老人クラブとなりますとなかなか抵抗があって、旧一宮町で

は福寿会と命名しておりまして、今後、このへんの名称等を変更することができるのか、その

４点について再質問させていただきます。 

○議長（中村善次君） 

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） 

前島議員の再質問にお答えいたします。 

４点ほどご質問いただきました。 

まず、最初の笛吹市の地域包括支援センターの事業実績でございますが、まだ年度中途でご

ざいますが、１月までの事業実績といたしまして、この事業につきましては大きく４点の事業

がございますが、第１点目には総合相談の支援事業がございますが、これにつきましては、現

在１月までが２，２３７件という状況でございまして、特にその中では介護予防プランが

７０９件、福祉サービス等が３１６件というような状況でございます。 

次に、介護予防マネジメントに関する業務でございますが、市全体といたしますと３８３件

の事業実績がございます。これにつきましては、市全体で１９カ所の事業所がございまして、

４０名ケアマネジャーが行っておりますが、この３８３のうちの１１６件が、市で設置してお

ります包括支援センターで行った業務となります。 

３番目には、高齢者の権利を擁護する事業といたしまして、支援困難な事例に対して包括支

援センターがかかわった件数が１４３件ございます。これにつきましては、特に権利を要する

ということでございまして、非常に内容的には困難な業務でございますが、そのような形でか

かわりをいたしました。 

４番目には、ケアマネジメントを支援していく事業がございまして、これにつきましては、

これまでの相談件数８４５件の実績でございます。 

次に、老人クラブの拠点の件でございますが、議員ご指摘のとおり、非常にこれからの事業

を行っていくためには、そうした拠点が大事だというようにも考えております。自立した運営

を考えていただきたいと思っておりますので、自由に安心して使用できる連合会の中心拠点の

設置を考えていきたいと思います。 

第３点目の、健康づくりの中の一環であり、市の事業であります、これは社会福祉協議会へ

委託もしておりますが、健康づくりの「やってみるじゃん」という事業が行われておりますが、

来年度におきましては、市内９カ所におきまして２８０回開催したいと思います。また、公民
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館などで行う地区開催を１，１００回、延べではありますが行っていきたいと思います。 

これは今年度から正式に実施した事業でございますが、１月までの実績につきましては、中

央開催で延べ１万５千人、参加いたしております。また、中央公民館などでの地区開催は１万

１，５００人ということでありまして、延べ２万６，５００人の方が参加しております。これ

につきましては、この事業を一層定着、また拡大を図っていきたいと考えております。 

この事業につきましては、先ほど申しましたように、正式には今年度からという形になって

きております。 

ちなみに、地区開催を実施したところで、特に多い地区でありますが、石和地区におきまし

ては２６、全地区で開催することができました。また、春日居地区は２３地区ありますが、そ

のうち既に２１地区で実施している、このような状況になっております。 

今後、現状を見ながら順次、地区開催に移行し、全地区が一日も早く開催できるよう努めて

まいりたいと考えております。 

４点目の、老人クラブの愛称、また名前の変更ということについてのご質問でございますが、

老人クラブ組織につきましては、全国、また県の上部組織があるわけでありまして、この事業

につきましても補助を受けながら行っている部分もございます。そうした点で、市老連の老人

クラブの正式な名称は、さまざまな申請等行為がある中で変えることはできませんが、親しみ

やすい愛称で運営する分につきましては、一向に差し支えございません。しかし、地区などの

名称変更または愛称につきましては、市が一方的に決め付けるものでは決してございません。

あくまでも老人クラブの組織でありますので、老人クラブの皆さまのご意見を十分お伺いして

まいりたいと、このように考えております。 

以上でございます。 

○議長（中村善次君） 

前島議員の一般質問は持ち時間が終了いたしました。 

以上で、前島議員の一般質問を終了します。 

関連質問を許します。 

大久保君。 

○９番議員（大久保俊雄君） 

簡潔にお伺いします。 

６５歳になると老人クラブに入って、いろいろ地域の活動にと、若干、わびしい響きがある

のですが、雇用の面でちょっとお伺いします。 

定年も６５歳にしなければならないと法律で決まっていますし、順次継続雇用、７０、７５歳

ということで活用しなければならないということで、笛吹市の場合にはシルバー人材センター

を調べたところ、シルバーも地域の要請にも十分に応えるというような努力をされている中で、

単純作業といいますか、袋かけとか除草、こちらのほうは８５％ということで、企業としても、

やはり経理とか接客、単純作業ではない頭脳的な部分でも、聞くところによれば必要とされる

ニーズがあるわけでして、そのへんの６５歳の方が何年生きるか、平均余命というのは３０年

近くあるんです。９０近くまで６５の方が生きる。雇用の面でまだまだ活用できる部分がある

のではないかということで、次年度以降も要望申し上げているのですが、そういった部分に幅

広く情報収集して、ニーズに応えられるようなシルバー人材センターという部分を１点お伺い

したいと思います。 
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○議長（中村善次君） 

荻野市長。 

○市長（荻野正直君） 

シルバー人材センターにおきましても、私が理事長を務めさせていただいておりまして、今、

補助金団体で市長が理事長をしているのはおかしいではないかと、こんなご意見も一部いただ

いておりますけれども、そのことも含めまして、シルバー人材センターの組織づくり、なおか

つ、もうちょっと幅広い活動ができるようにということで、今年度中に一つの考え方をまとめ

ようということで、今動いております。 

これにつきましては、今、議員ご指摘のとおり、シルバー人材センターの役割というのは、

非常に大きいと思います。かなり働く意欲のある方、この方たちに対して、どういうふうなコー

ディネートをしてあげるかというようなことも含めまして、新しい体制をつくっていきたいと

思います。またそれに伴いまして雇用の拡大もできるのではないと思います。 

よろしくご理解いただきたいと思います。 

○議長（中村善次君） 

大久保君、その他ありますか。 

（ な し ） 

以上で関連質問を終わります。 

暫時休憩します。 

再開は４時２０分とします。 

休憩  午後 ４時１０分 

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

再開  午後 ４時２０分 

○議長（中村善次君） 

再開いたします。 

一般質問を続けます。 

１１番、内藤武寛君。 

○１１番議員（内藤武寛君） 

新和会の内藤です。 

今日は、ホタルが舞うころの時間になると思っていましたけれども、通告に従いしまして、

一般質問をさせていただきます。 

やすらぎ空間整備事業(ホタルの里づくり事業)について、いままでの経過と今後の計画につ

いて伺いたいと思います。 

新緑から初夏の夜、ホタルの飛び交う夜景は、どこの農村地帯でも見ることのできた田園風

景でした。農道の整備改修、日本住血吸虫病の防除のための水路の改修、農薬の散布等のさま

ざまな原因により環境が悪化してしまい、ホタルの姿がいつしか見られなくなってしまいまし

た。 

そんな中で、ホタルの飛び交う里を取り戻そうと市内の各地域において、地元有志によるい

ろいろな取り組みがされています。 

御坂町では「みさかホタルの会」の皆さんが、桃源郷公園のホタル池を中心に活動され、ま

た、八代町では「稲山ホタル銀河の会」が結成され、四ツ沢川にホタルを取り戻そうとして活
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動されています。岡地区の公民館の隣には育成用の小川をつくって、ホタルの餌であるカワニ

ナを取ってきて、ホタルの幼虫を育てています。 

また、境川町でも小山区、前間田区の皆さんがホタルを見る会などをつくり、意欲的に取り

組んでおられます。 

環境を整備し、きれいな水や川を取り戻すハード的な事業も、もちろん進めていかなければ

ならないことは、当然だとは思いますが、ふるさとを思い、山紫水明のこの笛吹市を守るため、

一生懸命に活動されているこれらの人たちの後押しをすることも、行政として大切なことだと

思います。 

ホタル飛び交う笛吹市は、「桃・ぶどう日本一の郷」「石和・春日居温泉郷の里」としてのイ

メージアップにも大きくつながると思います。また、石和・春日居温泉郷の誘客事業としても

考えられるのではないかと思います。 

温泉郷に泊まり、ホタルの里でホタルの乱れ飛ぶ幻想的な雰囲気の中で、夜の一時を過ごし

てもらうことも、新しい観光スポットとしても考えられると思います。 

市のお考えをお伺いしたいと思います。 

以上で私の質問を終わります。 

○議長（中村善次君） 

当局の答弁を求めます。 

保坂産業経済部長。 

○産業経済部長（保坂利定君） 

内藤武寛議員の一般質問、やすらぎ空間整備事業(ホタルの里づくり事業)について答えいた

します。 

ホタルの里づくり事業につきましては、地元の恵まれた自然環境を背景に、地域で自主的に

取り組まれている活動を支援しています。言われるとおり、八代町と御坂町ではホタルの会が

設立されており、境川町でも狐川で観蛍会が開催されております。 

特に、八代町岡地区の四ツ沢川砂防公園での活動は、「岡ホタル銀河の会」として、ホタルの

先進地である長野県辰野町に毎年研修に行かれ、今は地区公民館の隣に、産卵・孵化・幼虫の

養殖としての飼育施設が設けられるとともに、会員の家でも飼育がされております。昨年も３月

の中旬に会員により約１万匹のゲンジボタルの幼虫の放流がされ、５月の上旬には、たくさん

の数の上陸が確認されました。 

しかし、この間の大雨等で幼虫が下流に流されてしまったことや、上陸後の乾燥等の生息に

かかわる周辺環境事情、餌となるカワニナの数などで、６月の中下旬に観蛍会が開催されまし

たが、放流場所よりかなり下流での、思ったよりも小規模なものとなってしまいました。 

また、四ツ沢に隣接する地区の共有林である里山には、カエデの植樹計画もあり、周辺の稲

山ケヤキの森や、ふるさと公園と関連付けた四季を通じた、「憩いの場・癒しの区域」としての

自然景観保全活動の計画もされております。 

農林水産省が事務局となって設置された、「農村景観応援団」でも、これら一連の農村風景に

関心を示され、昨年の秋に続いて、今月に２回目の現地視察も計画され、岡の公民館で会の代

表者とも話し合いがもたれることとなっております。 

市としましては、これら恵まれた自然環境に加え、ホタルの舞う景観は、特産の桃やぶどう

のイメージアップにつながるものであり、農政サイドからその活動の助成等で支援を図るとと
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もに、八代町岡地区については地元との話し合いで、今後の計画区域とされる、四ツ沢川上流

区域の地形等の調査を実施しております。 

今後、ホタルが成虫まで安定して生息できる環境づくり、特にホタル水路の整備が必要となっ

てきます。河川管理の県とも協議させていただき、合わせて取り入れが可能な補助事業等も調

査研究して、地元の意欲的な活動に具体的かつ積極的に支援していきたいと考えております。 

以上、答弁といたします。 

○議長（中村善次君） 

再質問を許します。 

内藤君。 

○１１番議員（内藤武寛君） 

熱意ある答弁をありがとうございました。 

先ほどの答弁の中にも出てきましたが、長野県にホタルで有名な辰野町というところがあり

ます。そこでは６月中旬から下旬にかけて、大勢の観光客が蛍狩りに訪れていると聞いていま

す。期間中には１２万人から１３万人の観光客が訪れるそうです。 

「稲山ホタル銀河の会」「みさかホタルの会」でも、何回か研修に行っておられるようです。

また、荻野市長をはじめ笛吹市の職員の方も見学されていると聞いています。 

今、八代の銀河の会の方も、辰野を目指して頑張って、ホテルの養殖に取り組んでいます。 

ホタルを放流しようとしている四ツ沢川の河川公園の周辺には、県立の稲山ケヤキの森公園、

八代ふるさと公園、第二農免道の四ツ沢大橋、また、数年後にはすぐ下をリニアの実験線が通

過する予定にもなっているところであります。 

先ほども話しましたが、笛吹市の新しい観光スポットとして、まさに注目されるところでは

ないかと思います。何よりも心強いのは、地元の「稲山ホタル銀河の会」の皆さまが、家族も

含めて８０人以上の会員をもって、郷土愛に燃え、地域づくり、村おこし､町おこしに取り組ま

れている熱意だと思います。 

ぜひ、市当局の力強い取り組みを期待するものであります。お考えを伺いたいと思います。 

○議長（中村善次君） 

荻野市長。 

○市長（荻野正直君） 

内藤議員のご質問でございますが、実は、昨年、この質問をされる前に１万匹のホタルが舞

う予定だったのです。残念ながら、大雨によりまして流れてしまいました。私も昨年５回ほど、

あそこを見に行ったのですが、下流のほうに１００匹くらい飛んでいましたか、そういう光景

を見させていただきました。 

昨年は、議員の皆さん方はお気付きだったと思いますが、予算も２５０万円ほど盛ってあり

まして、地域の方たちに取り組んでいただきました。しかし、結果的に流れてしまったという

ようなことで、今年検討しておりますのは、さきほど部長のほうからもお答え申し上げました

ように、農村景観応援団の事業、あるいは、頑張る地域応援事業、いずれかを検討の中に入れ

まして、これは年間３千万円くらいずつの補助金がいただけるわけでありますけれども、その

くらい大規模にやらなければ、駄目ではないかなというふうな方向で、今検討させていただい

ております。ご期待をいただきたいとお願いいたします。 

 



 １４３

○議長（中村善次君） 

再々質問ありますか。 

内藤君。 

○１１番議員（内藤武寛君） 

どうもありがとうございます。 

今、市長がご答弁いただきましたように、自然を相手のことでございますから、いろいろな

アクシデントもあると思いますが、とにかく地元の人たちが非常に熱意を持って取り組んでお

ります。ぜひ、地元の人たちのそういった熱意をくんでいただくとともに、一緒に話し合う中

で事業推進を図っていただきたいと思います。これは要望です。 

よろしくお願いいたします。 

以上です。 

○議長（中村善次君） 

以上、内藤武寛君の一般質問を終了します。 

関連質問を許します。 

２番、前田初男君。 

○２番議員（前田初男君） 

それでは、内藤議員のホタルの里づくりに対しましての関連質問をさせていただきます。 

先に大久保議員の一般質問にありましたが、平成１９年度より国で創設される、頑張る地方

応援プログラムに、１町村につき年間３千万円を３年の計画でという立案が策定されます。そ

の目的は、やる気のある地方が自由に独自に施策を展開することにより、魅力ある地方に生ま

れ変われるよう、地方独自のプロジェクトを自ら考え、前向きに取り組む地方公共団体に対し、

地方交付税等の支援措置を講じるとありますが、国・県との連携を図り積極的に働き掛けて、

笛吹市に観光客誘致、また、夢とロマンを求めて活動しているホタルの会の会員の皆さまの希

望に応えていただけますよう、強く要望しますが、地方応援プログラムについて、このホタル

事業に対する市当局の対応についてお伺いします。 

○議長（中村善次君） 

保坂産業経済部長。 

○産業経済部長（保坂利定君） 

前田議員の関連質問にお答えいたします。 

貴重な地域資源の活用が地域の活性につながるということで、産業経済部といたしましては、

豊かな自然と交流がはぐくむ桃・ぶどう日本一と温泉の郷が産業経済部のテーマであります。

このホタルの事業の取り合いにより、果実と観光の連携に役立つものと関心しております。 

考え方は「辰野に追いつけ追い越せ」、あるいは将来県下一のホタルの里にしていきたいと考

えております。 

ご質問の事業取り合いでありますが、現在、今、市長が答弁したとおり、計画区域の調査を

している段階であります。今後、基本構想実施計画の中での事業取り合いを考えております。 

ご質問の頑張る地域応援プログラムを当然視野に入れまして、できれば、平成１９年度事業

で芦川のグリーンロッジを使いまして、首都圏の子どもたちを１泊２日で、いろいろな体験を

させるという事業取り合いも考えておりますので、これとセットで事業のプロジェクトとして、

視野に入れて考えていきたいと思います。 
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もう１つは、答弁でありましたように、農林水産省の関東農政局の農村整備計画課というの

がありますが、ここが事務局となりまして、各学識経験者等を入れた農村景観応援団というの

があります。この方々が 1５日にお見えになって、銀河の会の地元の方々と岡の公民館で話し

合うことになっておりますので、この方々のご意見を参考にしてでも、また事業取り合いを考

えていきたいと、このように考えております。 

以上です。 

○議長（中村善次君） 

前田君、よろしいでしょうか。 

前田君。 

○２番議員（前田初男君） 

御坂地区は、平成１６年、県単農村景観形成事業におきまして、桃源郷公園にホタルの池も

創られ、以来、みさかホタルの会の活動が始まり現在に至っています。 

笛吹畑かんの水を利用し飼育していますが、泥がすぐたまって、会員のみなさんも大変苦労

して取り除いていると聞いております。漏水もありましたが、公園の指定管理者の好意的な作

業により、漏水も止まったということで喜んでおりました。 

そんなことで、いままでホタルの発生も少なかったということで、本年２月２６日、八代の

稲山ホタル銀河の会より幼虫を分けていただき、放流したとのことです。 

この夏にはホタルの飛び交う風景が目に浮かんできます。 

笛吹市内のホタルの会のご苦労に対しまして、市の温かいご支援を要望しまして、関連質問

を終わらせていただきます。答弁は結構です。 

ありがとうございました。 

○議長（中村善次君） 

関連質問を終わります。 

以上で、一般質問を終わります。 

本日の議事はすべて終了しました。 

お諮りします。 

明日以降、７日から９日は、議案調査のため休会といたしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

よって、７日から９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、１２日午後１時３０分から再開いたします。 

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

散会  午後 ４時３５分 
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再開  午後 １時３０分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
○議長（中村善次君） 

ただいまの出席議員は３０名であります。 
定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 
報告事項を申し上げます。 

本日、齊藤教育委員長、芦原教育長から、公務のため欠席届が提出されておりますので報告い

たします。 
直ちに、日程に入ります。 
本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりです。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
○議長（中村善次君） 

日程第１ 議案第１号から日程第３２ 議案第５２号までを一括議題とします。 
本件については、今定例会初日の２日に上程され、各常任委員会に審査を付託してあります

ので、それぞれの常任委員長から、審査の結果について報告を求めます。 
はじめに、総務常任委員会委員長、堀内文藏君。 

○総務常任委員長（堀内文藏君） 
ただいま、議長より委員会審査報告を求められましたので、総務常任委員会の報告をいたし

ます。 

去る３月２日の本会議におきまして、本委員会に付託されました議案のうち、補正予算なら

びに条例・規約改正等の審査を３月７日、８日に委員会を開催し、全委員出席のもと、関係当

局の出席を求め審査いたしました。 

審査にあたり何点か質問・意見等ありましたので、報告いたします。 

任期付職員の採用にかかわる条例の制定について、任期付職員、特定任期付職員、また、現

在採用されている臨時職員、嘱託職員との違いはとの質問があり、いずれの職員についても市

民サービスの向上を図るものであるが、任期付職員については、システムエンジニア等の技術

を有する職員を複数年間に定め採用するものである。特定任期付職員は大学教授、公認会計士

等の高度な技能を有する者のことをいう。また、現在、臨時職員については法律等の定めによ

り、１年間という期限を定めた期限採用であり、それ以上の継続雇用ができない等の制限があ

り、今回の条例改正とはまた別のものであるとの説明がありました。 

消防施設費のうち、工事請負費の減額内容が貯水槽等工事費の差額との説明があるが、今年

度工事をした貯水槽の数、および来年度の要望件数はとの質問では、本年度は３カ所の工事を

行った。１８年度取りまとめた要望は１４件であるとの説明がありました。 

市営バスの補助減額内容についての質問では、予算計上は前年度実績を勘案して行った。実

際の利用件数が伸びなかったための減額であるとの説明がありました。 

以上、主なものの審議内容でありますが、補正予算のうち、総務部所管の補正予算について、

旧峡東病院改修設計委託費の増額について、予算としては認めるが、事業内容について今後検

討する中で、事業執行が困難と認められた場合には、予算の執行は行わないよう付帯の意見が

出されましたので、報告いたします。 

それでは、審議結果について報告申し上げます。 
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委員会審査報告 

本委員会に付託されました事件は、審査の結果、下記のとおり決定しましたので、会議規則

第１０１条の規定により報告いたします。 

議案第１号 「笛吹市副市長の定数を定める条例の制定について」、原案のとおり可決すべ

きものと決定しました。賛成全員であります。 
議案第２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備について」、

原案のとおり可決すべきものと決定しました。全員賛成であります。 
議案第６号 「笛吹市行政組織条例の一部改正について」、原案のとおり可決すべきものと

決定しました。賛成全員であります。 
議案第１１号 「平成１８年度笛吹市一般会計補正予算（第９号）について」、原案のとお

り可決すべきものと決定しました。賛成全員であります。 
議案第４０号 「笛吹市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の制定について」、原案の

とおり可決すべきものと決定しました。賛成全員であります。 
議案第４１号 「笛吹市職員給与条例の一部改正について」、原案のとおり可決すべきものと

決定しました。賛成全員であります。 
議案第４２号 「笛吹市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について」、原案のとお

り可決すべきものと決定しました。賛成全員であります。 
議案第４３号 「笛吹市職員の旅費に関する条例の一部改正について」、原案のとおり可決す

べきものと決定しました。賛成全員であります。 
議案第４４号 「山梨県市町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について」、原案のと

おり可決すべきものと決定しました。賛成全員であります。 
議案第４５号 「山梨県市町村自治センター規約の変更について」、原案のとおり可決すべき

ものと決定しました。賛成全員であります。 
議案第４６号 「山梨県市町村総合事務組合規約の変更について」、原案のとおり可決すべき

ものと決定しました。賛成全員であります。 
議案第４７号 「東八代広域行政事務組合規約の変更について」、原案のとおり可決すべきも

のと決定しました。賛成全員であります。 
議案第４８号 「東山梨行政事務組合規約の変更について」、原案のとおり可決すべきものと

決定しました。賛成全員であります。 
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、総務常任委員長の報告は終わりました。 
これより、委員長報告に対する質疑を行います。 
質疑はありませんか。 
（ な し ） 
質疑なしと認めます。 
質疑を終結します。 
これより、討論および採決を行います。 
この際、申し上げます。 
日程第１０ 議案第１１号 「平成１８年度笛吹市一般会計補正予算（第９号）」につきまし
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ては、各常任委員会に分割付託しておりますので、三常任委員長の報告終了後に討論および採

決を行います。 
それでは、総務常任委員会に付託された案件のうち、議案第１号および議案第２号、ならび

に議案第４０号から議案第４３号までを一括議題といたします。 
お諮りします。 
本６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６案件についての委員長報告は可決です。 
本６案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 
異議なしと認めます。 
よって、本６案件は原案のとおり可決されました。 
続いて、議案第６号を議題とし、討論を許します。 
（ な し ） 
討論を終結します。 
議案第６号の採決を行います。 
本案に対する委員長報告は可決であります。 
お諮りします。 
本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 
（ 挙 手 多 数 ） 
挙手多数です。 
したがって、議案第６号は原案のとおり可決されました。 
続いて、議案第４４号から議案第４８号を一括議題とします。 
お諮りします。 
本５案件については、討論を省略し直ちに採決を行いたいと思います。 
これにご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 
異議なしと認めます。 
お諮りします。 
本５案件についての委員長報告は可決です。 
本５案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 
異議なしと認めます。 
よって、本５案件は原案のとおり可決されました。 
次に、教育厚生常任委員会に付託してあります案件について、常任委員長から審査結果の報

告を求めます。 
教育厚生常任委員会委員長、中川稔夫君。 
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○教育厚生常任委員長（中川稔夫君） 
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、教育厚生常任委員会の報告をい

たします。 

去る３月２日の本会議において、本委員会に付託されました議案の審査を３月７日、８日に

委員会を開催し、全委員出席のもと、関係当局の出席を求め説明を受け審査を行いました。 

審査にあたり何点か質問・意見等ありましたので、報告いたします。 

まず、保健福祉部の審査については、福祉タクシーの初乗り乗車券について質問があり、もっ

と障害者が利用しやすい条件整備が必要との意見が出されました。また、シルバー体操指導員

の取得方法・活用などについて質問があり、市独自の事業で講習会受講者の終了証書の交付を

行っている。今後は各地で行っている「やってみるじゃん」等に参加し、高齢者の体操指導等

を行っていくとの回答がありました。 
市民環境部の審査については、後期高齢者医療制度の創設に伴う一般会計補正、国民健康保

険会計補正についても、徴収方法等の質問がありましたが、補正の主なものはシステムの開発

ならびに変更のためのもので、徴収方法については６５歳以上の単独世帯の徴収方法の変更が

行われるとの回答でした。 
これに関しては、国民健康保険特別会計の予算審議において、国の制度改正に対して一般財

源からの負担が多額になっており、もっと国の負担があってしかるべきとの反対討論がありま

した。 
環境問題においては、ごみ減量５３％の目標達成の方法および現状についての質問には、生

ごみの減量が不可欠であり、堆肥作りの団体等の育成に力を入れる中、分別収集とともに今後、

各種モデル地区の設置等行い推進していく等の回答がありました。 
教育委員会所管においては、新設される生涯学習コーディネーターならびに青少年育成コー

ディネーター等の活用について質問があり、この制度は県内では初めてであり、時代に即応す

る中で、市民のニーズに応える活動を行うとの答弁がありました。 
また、小中学校等に係る緊急かつ必要なものについての修繕費については、予算範囲内にお

いて使用できる体制も必要ではないかとの意見が出されました。 
なお、一般会計補正予算については、反対討論ならびに賛成討論がありました。 
以上で、委員会審査の主な内容を報告いたしました。 
それでは、審議結果について報告申し上げます。 

委員会審査報告 

本委員会に付託されました事件は、審査の結果、下記のとおり決定しましたので、会議規則

第１０１条の規定により報告いたします。 

議案第４号 「笛吹市生涯学習コーディネーター条例の制定について」、原案のとおり可決す

べきものと決定しました。賛成全員です。 
議案第５号 「笛吹市青少年育成コーディネーター条例の制定について」は、原案のとおり

可決すべきものと決定しました。賛成全員です。 
議案第８号 「笛吹市国民健康保険税条例の一部改正について」は、原案のとおり可決すべ

きものと決定しました。賛成多数です。 
議案第１１号 「平成１８年度笛吹市一般会計補正予算（第９号）について」は、原案のと

おり可決すべきものと決定しました。賛成多数です。 
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議案第１２号 「平成１８年度笛吹市国民健康保険特別会計補正予算（第６号）について」

は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。賛成多数です。 
議案第１３号 「平成１８年度笛吹市老人保健特別会計補正予算（第５号）について」は、

原案のとおり可決すべきものと決定しました。賛成全員です。 
議案第１４号 「平成１８年度笛吹市介護保険特別会計補正予算（第５号）について」は、

原案のとおり可決すべきものと決定しました。賛成全員です。 
議案第１５号 「平成１８年度笛吹市介護サービス特別会計補正予算（第５号）について」

は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。賛成全員です。 
議案第４９号 「青木が原ごみ処理組合規約の変更について」は、原案のとおり可決すべき

ものと決定しました。賛成全員です。 
議案第５０号 「釈迦堂遺跡博物館組合規約の変更について」は、原案のとおり可決すべき

ものと決定しました。賛成全員です。 
以上をもちまして、委員会報告といたします。 

○議長（中村善次君） 
以上で、教育厚生常任委員長の報告は終わりました。 
これより、委員長報告に対する質疑を行います。 
質疑はありませんか。 
（ な し ） 
質疑なしと認めます。 
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１１号については、各常任委員会に分割付

託しておりますので、三常任委員長の報告終了後に討論および採決を行います。 
それでは、議案第４号および議案第５号を一括議題とします。 
本２案件については、討論を省略し直ちに採決を行いたいと思います。 
これにご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 
異議なしと認めます。 
お諮りします。 
本２案件についての委員長報告は可決です。 
本２案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 
異議なしと認めます。 
よって、本２案件は原案のとおり可決されました。 
続いて、議案第８号を議題とし討論を許します。 
（ な し ） 
討論を終結します。 
議案第８号の採決を行います。 
本案に対する委員長報告は可決であります。 
お諮りします。 
本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 
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（ 挙 手 多 数 ） 
賛成多数。 
したがって、議案第８号は原案のとおり可決されました。 
次に、議案第１２号を議題とし討論を許します。 
（ な し ） 
討論を終結します。 
議案第１２号の採決を行います。 
本案に対する委員長報告は可決であります。 
お諮りします。 
本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 
（ 挙 手 多 数 ） 
賛成多数です。 
したがって、議案第１２号は原案のとおり可決されました。 
続いて、議案第１３号から議案第１５号を一括議題とします。 
お諮りします。 
本３案件については、討論を省略し直ちに採決を行いたいと思います。 
これにご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 
異議なしと認めます。 
お諮りします。 
本３案件に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、本３案件は原案のとおり可決されました。 
続いて、議案第４９号および議案第５０号を一括議題とします。 
お諮りします。 
本２案件については、討論を省略し直ちに採決を行いたいと思います。 
これにご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 
異議なしと認めます。 
お諮りします。 
本２案件についての委員長報告は可決です。 
本２案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 
異議なしと認めます。 
よって、本２案件は原案のとおり可決されました。 
次に、建設経済常任委員会に付託してあります案件について、常任委員長から審査の結果に

ついて報告を求めます。 
建設経済常任委員会委員長、小林始君。 
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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３月２日の本会議において、本委員会に付託されました議案審査を３月７日、８日に全

委員出席のもと、関係当局の出席を求め開会し審査いたしました。 

審査にあたり、いくつか質問等がありましたので報告いたします。 

直売所等の指定管理委託をしている施設の修繕費の基準はとの質問について、少額の修繕は

指定管理者が行う。１０万円を目途とし協定書に定めてあるとの回答がありました。 

道路整備に伴う未登記土地の処理はとの質問については、工事を行うところについては随時

処理を行っている。全体については航空写真で調査し、年次計画を立てて行っていくとの説明

がありました。 

水道工事に係る書類不備の工事代金の支払は行うのかとの質問では、補正予算としては計上

してあるが、書類が整わなければ支払は行わないとの回答がありました。 

水道料金の未納額が年々増加しているが対策を講じているのかとの質問では、料金担当とし

て５名体制で行っているが、システムの構築がされていないため資料作成、確認等に時間がか

かってしまう。現在は督促状や電話により行っている。システム構築後は徴収の方法など検証

しながら未納額の縮減に努めていくとの回答でありました。 

以上、本委員会に付託を受けました案件にかかわる主な意見等の報告を終わります。 

審査結果については、以下のとおりです。 

委員会審査報告書 

本委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決定しましたので、会議規則第

１０１条の規定により報告いたします。 

議案第７号 「笛吹市水道事業給水条例の一部改正について」、賛成全員で、原案のとおり

可決すべきものと決定いたしました。 
議案第９号 「笛吹市道路法施行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１０号 「笛吹市公共物管理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１１号 「平成１８年度笛吹市一般会計補正予算（第９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１６号 「平成１８年度笛吹市公共下水道特別会計補正予算（第４号）について」、

賛成全員で、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
議案第１７号 「平成１８年度笛吹市農業集落排水特別会計補正予算（第３号）について」、

賛成全員で、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
議案第１８号 「平成１８年度笛吹市簡易水道特別会計補正予算（第５号）について」、賛

成全員で、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
議案第１９号 「平成１８年度笛吹市温泉事業特別会計補正予算（第４号）について」、賛

成全員で、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
議案第５１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５２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
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たしました。 
以上をもちまして、委員長報告といたします。 
大変失礼いたしました。 
議案第２０号を省略いたしましたので、再度報告いたします。 
議案第２０号 「平成１８年度笛吹市水道事業会計補正予算（第５号）について」、賛成全

員で、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
大変失礼いたしました。 
以上です。 

○議長（中村善次君） 
以上で、建設経済常任委員長の報告は終わりました。 
これより、委員長報告に対する質疑を行います。 
質疑はありませんか。 
（ な し ） 
質疑なしと認めます。 
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１１号については、先ほど申し上げたとお

りであります。 
それでは、議案第７号および議案第９号、議案第１０号を一括議題とします。 
お諮りします。 
本３案件については、討論を省略し直ちに採決を行いたいと思います。 
これにご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 
異議なしと認めます。 
お諮りします。 
本３案件に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、本３案件は原案のとおり可決されました。 
次に、議案第１６号から議案第２０号までを一括議題とします。 
お諮りします。 
本５案件については、討論を省略し直ちに採決を行いたいと思います。 
これにご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 
異議なしと認めます。 
お諮りします。 
本５案件についての委員長報告は可決です。 
本５案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 
異議なしと認めます。 
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よって、本５案件は原案のとおり可決されました。 
次に、議案第５１号および議案第５２号を一括議題とします。 
お諮りします。 
本２案件については、討論を省略し直ちに採決を行いたいと思います。 
これにご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 
異議なしと認めます。 
お諮りします。 
本２案件についての委員長報告は可決です。 
本２案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 
異議なしと認めます。 
よって、本２案件は原案のとおり可決されました。 
各常任委員会に付託いたしました議案の採決が終了いたしました。 
これより、各常任委員会に分割付託いたしました議案第１１号を議題といたします。 
それでは、議案第１１号の討論を許します。 
（ な し ） 
討論なしと認めます。 
討論を終結します。 
議案第１１号の採決を行います。 
本案に対する三常任委員長の報告は可決であります。 
お諮りします。 
本案は、各常任委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 
（ 挙 手 多 数 ） 
賛成多数です。 
したがって、議案第１１号は原案のとおり可決されました。 
暫時休憩します。 
再開を２時１５分といたします。 

休憩  午後 ２時０５分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ２時１５分 
○議長（中村善次君） 

休憩前に引き続き会議を開きます。 
ただいま、市長より議案第５４号が提出されました。 
これを日程に追加し、直ちに議題としたいと思います。 
これにご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 
異議なしと認めます。 
よって、お手元に配布したとおり、日程に追加し議題とすることに決定いたしました。 
市長より、提出議案に対する説明を求めます。 
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市長、荻野正直君。 
○市長（荻野正直君） 

議案第５４号、本日追加提案させていただきます「笛吹市学校給食センター条例の一部改正」

について、概略をご説明申し上げます。 
芦川学校給食共同調理場について、１９年度以降も引き続き共同調理場として運営していく

ことに伴い、給食調理場の名称および位置を定めるため、所要の改正を行うものであります。 
どうかよろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（中村善次君） 
ただいま、説明のありました議案第５４号については、お手元に配布の議案付託表のとおり、

教育厚生常任委員会に付託いたします。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
○議長（中村善次君） 

日程第３４ 「甲府峡東地域ごみ処理施設事務組合議会議員選挙」および、日程第３５ 「山梨

県後期高齢者医療広域連合議会議員選挙」の２件を一括議題とします。 
お諮りします。 
選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推選により行いた

いと思います。 
これにご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 
異議なしと認めます。 
よって、選挙の方法は指名推選によって行うことに決定いたしました。 
お諮りします。 
指名の方法については、議長が指名すること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。 
ただいまから指名いたします。 
甲府峡東地域ごみ処理施設事務組合議会議員に、風間好美君、中川稔夫君、龍澤敦君、中村

善次。山梨県後期高齢者医療広域連合議会議員に、中川秀哉君。 
以上のとおり指名いたします。 
お諮りします。 
ただいま、指名した諸君をそれぞれの当選人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。 
ただいま、指名した諸君は、それぞれの議会議員に当選されました。 
当選されました諸君が議場におられますので、会議規則第３１条第２項の規定により、当選

の告知をいたします。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
○議長（中村善次君） 

続いて、日程第３６ 「新倉外三字施業区恩賜県有財産保護組合議会議員選挙」を議題とします。 
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お諮りします。 
選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推選により行いた

いと思います。 
これにご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 
異議なしと認めます。 
よって、選挙の方法は指名推選によって行うことに決定いたしました。 
お諮りします。 
指名の方法については、議長が指名すること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。 
これより指名いたします。 
新倉外三字施業区恩賜県有財産保護組合議会議員に、中村庄吾君、齊藤智雄君、布施孝夫君、

岩澤清文君、以上のとおり指名いたします。 
お諮りします。 
ただいま、指名した諸君を当選人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、ただいま指名した諸君が組合議会議員に当選されました。 
以上で、本日の議事はすべて終了いたしました。 
お諮りします。 
明日１３日から１６日および１９日は、議案調査のため休会といたしたいと思います。 
これにご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 
異議なしと認めます。 
よって、１３日から１６日および１９日は休会とすることに決しました。 
本日は、これにて散会いたします。 
次の本会議は、２０日午後１時３０分から再開いたします。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
散会  午後 ２時２０分 
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平成１９年笛吹市議会第１回定例会 
 

１．議 事 日 程（第５号） 
平成１９年３月２０日 
午後１時３０分開議 
於 議 場 

 
 

 日程第 １ 議案第２１号 平成１９年度笛吹市一般会計予算について 
 日程第 ２ 議案第２２号 平成１９年度笛吹市国民健康保険特別会計予算について 
 日程第 ３ 議案第２３号 平成１９年度笛吹市老人保健特別会計予算について 
 日程第 ４ 議案第２４号 平成１９年度笛吹市介護保険特別会計予算について 
 日程第 ５ 議案第２５号 平成１９年度笛吹市介護サービス特別会計予算について 
 日程第 ６ 議案第２６号 平成１９年度笛吹市公共下水道特別会計予算について 
 日程第 ７ 議案第２７号 平成１９年度笛吹市農業集落排水特別会計予算について 
 日程第 ８ 議案第２８号 平成１９年度笛吹市簡易水道特別会計予算について 
 日程第 ９ 議案第２９号 平成１９年度笛吹市温泉事業特別会計予算について 
 日程第１０ 議案第３０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

会計予算について 
 日程第１１ 議案第３１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

別会計予算について 
 日程第１２ 議案第３２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

計予算について 
 日程第１３ 議案第３３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

会計予算について 
 日程第１４ 議案第３４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

会計予算について 
 日程第１５ 議案第３５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

計予算について 
 日程第１６ 議案第３６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

会計予算について 
 日程第１７ 議案第３７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

会計予算について 
 日程第１８ 議案第３８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

特別会計予算について 
 日程第１９ 議案第３９号 平成１９年度笛吹市水道事業会計予算について 
 日程第２０ 議案第５４号 笛吹市学校給食センター条例の一部改正について 
 日程第２１ 議案第５３号 人権擁護委員の候補者の推薦について 
 日程第２２ 同意第 １号 春日山恩賜県有財産保護財産区管理会委員の選任について 
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 ―追加日程― 

 日程第２３ 同意第２号 固定資産評価員の選任について 
 日程第２４ 同意第３号 稲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２５ 同意第４号 牛ヶ額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２６ 同意第５号 大口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２７ 同意第６号 崩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２８ 発議第１号 笛吹市議会会議規則の一部改正について 
 日程第２９ 発議第２号 笛吹市議会委員会条例の一部改正について 
 日程第３０ 発議第３号 公営企業部水道工事発注に係る代金未払い問題に対する意見書

の提出について 
 日程第３１ 閉会中の継続審査について 

 
 
２．出席議員は次のとおりである。（３０名） 
 

 １番  井 上 一 已     ２番 前 田 初 男 
 ３番 上 野   稔  ４番 山 本 富 貴 
 ５番 石 倉 泰 明 ６番 亀 山 和 子 
 ７番 寳    修 ８番 雨 宮 四 郎 
 ９番 大 久 保 俊 雄 １０番 堀 内 文 藏 
 １１番 内 藤 武 寛 １２番 中 川 稔 夫 
 １３番 海 野 利 比 古 １４番 渡 辺 正 秀 
 １５番 野 沢 勝 利 １６番 小 林   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 ） 
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４．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名（１９名） 

 
 市 長 荻 野 正 直 助 役 望 月 健 二

 収 入 役 羽 中 田 弘 已 教 育 長 芦 原 正 純

 秘書政策室長 池 田 聖 仁 総 務 部 長 石 川 光 次

 市民環境部長 堀 内 正 徽 保健福祉部長 内 藤 運 富

 福祉事務所長 岡 部 敏 朗 産業経済部長 保 坂 利 定

 建 設 部 長 芦 澤 憲 一 郎 公営企業部長 斉 藤  宏

 教 育 次 長 高 野 あ け み 総 務 課 長 加 藤 寿 一

 財 政 課 長 中 川 啓 次 代表監査委員 飯 田 三 郎

 教 育 委 員 長 齊 藤 幸 三 消 防 長 中 村  健 
 農業委員会長 荻 野 勇 夫 

 
 
５．職務のため議場に出席した者の職氏名（３名） 

 
 議会事務局長   橘 田 益 貴 
 議 会 書 記   堀 内 常 雄 
 議 会 書 記   角 田 幸 侑 治 
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再開  午後 １時３０分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
○議長（中村善次君） 

ただいまの出席議員は３０名であります。 
定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 
直ちに、日程に入ります。 
本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりです。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
○議長（中村善次君） 

日程第１ 議案第２１号から日程第２０ 議案第５４号までを一括議題とします。 
本案については、今定例会初日の２日ならびに１２日に上程され、各常任委員会に審査を付

託してありますので、それぞれの常任委員長から、審査の結果について報告を求めます。 
はじめに、総務常任委員会委員長、堀内文藏君。 

○総務常任委員長（堀内文藏君） 
それでは、総務常任委員会で決定いたしました、総務常任委員会の委員長報告を申し上げま

す。 

ただいま、議長より委員会審査報告を求められましたので、総務常任委員会の報告をいたし

ます。 

本委員会に付託を受けました、平成１９年度一般会計予算の審査を３月１３日から１６日の

４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を行いました。 

審査にあたり何点か質問・意見等がありましたので、報告いたします。 

まず、職員研修にかかわる研修負担金のうち民間企業研修への計画と、昨年度の成果につい

ての質問がありました。 

昨年度の研修参加職員は主幹職の３０名で、２回行いました。研修終了後には参加職員から

レポートの提出を受けた。成果は今後市民サービスの向上につながるものであるとの説明があ

りました。 

次に、災害時の初動マニュアルおよび指揮命令の徹底はいかがされているかとの質問に対し

ては、各地域において災害マニュアルと体制はとの質問では、本庁・支所だけではなく職員・

所在地・地域などをもとに災害時の初動体制は整えてある。職員は訓練等を行い災害時に行動

が行えるよう現在進めている。地域の災害マニュアルも作成し、区長会等で説明を行った。有

事の際には地元の力が大切となるため市民への周知を行っていくが、各位にも協力を願うとの

説明がありました。 

昨今、情報流出の問題が大きく取りざたされているが、市として対策は考えているかとの質

問では、昨年、笛吹市セキュリティーポリシーを作成し情報管理については情報セキュリティー

委員会において検討している。昨今ニュースとなっている機器については、基本的に使用を制

限しているとの説明がありました。 

次に、現在、下水道等を含む起債総額６６０億円のうち一般会計の公債費比率ならびに起債

制限比率、また健全な起債はとの質問では、一般会計の起債比率は１４．２％、国の基準は１８％

であり、おおむね健全な財政運営であるとの説明がありました。 

三位一体改革に伴う税源移譲による市民税の税収見込みが大幅に上がっているが、市民への
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負担が増大となっているのではないかとの質問では、税源移譲に伴う税制改正は国の改正に伴

うものである。ある一定の所得層では税率が上がるため税額は増えるが、所得税の税率は下が

るため税本来の負担は基本的には上がらないが、定率減税の廃止などあるため、その分につい

ては負担が増えるとの説明がありました。 

それでは、審議報告を行います。 

委員会審査報告書 

本委員会に付託されました事件は、審査の結果、下記のとおり決定しましたので、会議規則

第１０１条の規定により報告を行います。 

議案第２１号 「平成１９年度笛吹市一般会計予算について」、賛成全員で、原案のとおり

可決すべきものと決定いたしました。 
以上でございます。 

○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。 
この際、申し上げます。 
日程第１ 議案第２１号 「平成１９年度笛吹市一般会計予算」につきましては、各常任委

員会に分割付託しておりますので、三常任委員長の報告終了後に討論および採決を行います。 
次に、教育厚生常任委員会に付託してあります案件について、教育厚生常任委員長から審査

の結果について報告を求めます。 
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、議長より委員会審査報告を求められましたので、教育厚生常任委員会の報告をい

たします。 

本委員会に付託されました、平成１９年度笛吹市一般会計予算ならびに各特別会計予算、な

らびに追加提出されました議案の審査を３月１３日から１６日に委員会を開催し、全委員出席

のもと、関係当局の出席を求め説明を受け審査を行いました。 

審査にあたり何点か質問・意見等ありましたので、報告いたします。 

まず、市民環境部の審査については、市内温泉施設が指定管理になり、その後の運営につい

ての質問があった中で、八代町竹居の源泉について来年度に費用が計上されているがとの質問

に、温泉給排水工事を計画しており、地元の意見を聞きながら有効に利用していきたいとの回

答がありました。 
保健福祉部の審査においては、地域ぐるみ子育て支援事業をどう進めるかとの質問に、担当

課が企画し、ＮＰＯ法人や子育て支援団体の協力を得ながら事業を実施するとの回答がありま

した。 
また、笛吹中央病院への補助金の計上があるがとの質問には、補助要綱に基づいたものであ

り、安定した地域医療の確保と災害拠点病院に対して計上したとの説明がありました。 
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教育委員会所管においては、石和文化スポーツ振興財団の方向性についての質問があり、今

後、設立の趣旨を尊重した中で旧町民の理解を求めながら、市民全体の財団としての活動がで

きるよう検討していきたいとの答弁がありました。 
なお、一般会計予算については反対討論がありました。 
以上で、本委員会審査の主な内容を報告いたしました。 
それでは、審議結果について報告申し上げます。 

委員会審査報告 

本委員会に付託されました事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第

１０１条の規定により報告いたします。 
議案第２１号 「平成１９年度笛吹市一般会計予算について」は、反対討論がありましたが、

賛成多数で、原案のとおり可決すべきものと決しました。 
議案第２２号 「平成１９年度笛吹市国民健康保険特別会計予算について」は、賛成多数で、

原案のとおり可決すべきものと決しました。 
議案第２３号 「平成１９年度笛吹市老人保健特別会計予算について」は、賛成多数で、原

案のとおり可決すべきものと決しました。 
議案第２４号 「平成１９年度笛吹市介護保険特別会計予算について」は、賛成多数で、原

案のとおり可決すべきものと決しました。 
議案第２５号 「平成１９年度笛吹市介護サービス特別会計予算について」は、賛成全員で、

原案のとおり可決すべきものと決しました。 
議案第５４号 「笛吹市学校給食センター条例の一部改正について」は、賛成全員で、原案

のとおり可決すべきものと決しました。 
以上をもちまして、委員会報告といたします。 

○議長（中村善次君） 
以上で、教育厚生常任委員長の報告は終わりました。 
これより、委員長報告に対する質疑を行います。 
質疑はありませんか。 
（ な し ） 
質疑を終結します。 
これより、討論および採決を行いますが、議案第２１号については、各常任委員会に分割付

託しておりますので、三常任委員長の報告終了後に討論および採決を行います。 
それでは、議案第２２号を議題とし、討論を行います。 
討論はありませんか。 
（ な し ） 
討論を終結します。 
議案第２２号の採決を行います。 
本案に対する委員長報告は可決であります。 
お諮りします。 
本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 
（ 挙 手 多 数 ） 
挙手多数です。 
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したがって、議案第２２号は原案のとおり可決されました。 
次に、議案第２３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２３号の採決を行います。 
本案に対する委員長報告は可決であります。 
お諮りします。 
本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 
（ 挙 手 多 数 ） 
賛成多数です。 
したがって、議案第２３号は原案のとおり可決されました。 
続いて、議案第２４号を議題とし討論を行います。 
反対討論を許します。 
亀山和子君。 

○６番議員（亀山和子君） 
議案第２４号 「平成１９年度笛吹市介護保険特別会計予算」に対する反対討論を行います。 
２０００年の４月に介護保険制度が導入されて、この４月からは７年目に入ります。この間、

３年ごとの制度の見直しで、保険料は２００３年、２００６年と２回値上がりし、保険給付も

施設サービスの部屋代や食事代の給付廃止など、さまざまな改悪を行って、高齢者に大変な負

担増を押し付けてまいりました。 
そして、昨年の１０月には、介護度の低い利用者への介護用ベッドや電動車椅子など、福祉

用具貸与の廃止を行って、この廃止に伴って笛吹市内では、介護用ベッドが１２０人、電動車

椅子では３３人の高齢者が貸し剥がしにあってしまいました。 
利用者の自立生活を支える上でも、貸し剥がしは到底認められないことであります。利用者

の的確な状況を把握した上で対応することが求められるものですけれども、１９年度の予算で

は貸し剥がしを続けたままの内容になってしまいました。 
２点目として、２年目に入る地域支援事業の介護予防事業は、介護保険の給付費を抑制する

ことを狙って始まったものでありますけれども、特に特定高齢者事業については、対象となる

高齢者をなかなかつかみきれないことや、認定基準が非常に厳しいことから、１９年度予算に

おいても成果の上がる事業となり得るのか、非常に疑問に思う予算であります。 
１８年度の状況を見ましても、特定高齢者の把握が大変難しい状況でしたし、認定された人

の中でもサービスの利用者は半分以下となってしまいました。 
制度の欠陥によることが原因とはいえ、より参加しやすい介護予防プログラムの実施や、参

加者を増やす努力をぜひ求めたいと思います。 
３点目は、低所得者対策についてであります。 
低所得者の保険料の減免については、この笛吹市でも独自の施策を実施しておりまして、毎

年、十数人が減免を受けているところであります。 
この保険料の減免に加えて利用料の減免についても、実施している県内のいくつかの自治体

にならって、当市としてもぜひとも実施すべきだと考えております。 
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低所得者にとって、１割の利用料は大きな負担となっており、受けられるサービスより、払

えるサービスを選択せざるを得ないというような現状が続いております。 
次に、歳入について述べます。 
１９年度保険給付費の国庫負担がおよそ８％減額になりました。制度発足時は国庫負担の割

合は、調整交付金も含めて保険給付費の２５％を国が負担しておりました。１９年度の予算で

は、施設サービスの給付費は１７％に減額になるというものであります。減額分は県の負担金

で賄うということですが、このような地方にばかり負担を押し付けるこのようなやり方は、到

底容認できるものではありません。 
歳入における２点目は、１号被保険者の普通徴収保険料の滞納問題であります。 
普通徴収保険料の収納率はおよそ８５％であります。１９年度予算では滞納繰越分保険料の

徴収率を滞納分の１０％としておりますが、収納率の向上のなお一層の努力を求めたいと思い

ます。 
最後に、全国市長会が、低所得者に対する介護保険料や利用料の軽減策を国の責任において

行うことや、健全な運営のために国が十分な財政措置を講じることなどをはじめとして、介護

保険制度に関し、１９項目にわたって国に要望しております。 
私も地方の議員として、この全国市長会が国に要望した内容を、共に国に求めていきたいと

いうことを明らかにして、反対討論とします。 
○議長（中村善次君） 

賛成討論を許します。 
中川秀哉君。 

○１８番議員（中川秀哉君） 
私は、所管委員会におきまして本案件を審査した上で、議案第２４号 「平成１９年度笛吹

市介護保険特別会計予算」について、原案に賛成する立場から討論を行います。 
平成１９年度の介護保険特別会計予算は、歳入歳出それぞれが３７億６，２００万円となっ

ており、これは前年度と比較して６，２００万円の増額となっております。 
まず、歳入については、介護給付費用に対し、介護保険法に基づいた費用負担割合により、

国庫支出金、支払基金交付金等を適切に予算計上した跡が伺えます。 
また、歳出については、介護保険給付費が大部分を占めておりますが、この給付費の上昇を

抑えるために介護給付適正化事業に取り組むなど、努力の跡がうかがえます。 
よって、今後より一層の市民福祉の向上と健全な介護保険運営を期待し、平成１９年度笛吹

市介護保険特別会計予算に対する賛成討論といたします。 
○議長（中村善次君） 

討論を終結します。 
議案第２４号の採決を行います。 
本案に対する委員長報告は可決であります。 
お諮りします。 
本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 
（ 挙 手 多 数 ） 
賛成多数です。 
したがって、議案第２４号は原案のとおり可決されました。 
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続いて、議案第２５号を議題とします。 
お諮りします。 
本件ついては、討論を省略し直ちに採決を行いたいと思います。 
これにご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 
異議なしと認めます。 
お諮りします。 
本件についての委員長報告は可決です。 
本件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 
異議なしと認めます。 
よって、議案第２５号は原案のとおり可決されました。 
続いて、議案第５４号を一括議題とします。 
お諮りします。 
本件については、討論を省略し直ちに採決を行いたいと思います。 
これにご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 
異議なしと認めます。 
お諮りします。 
本件についての委員長報告は可決です。 
本件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 
異議なしと認めます。 
よって、本件は原案のとおり可決されました。 
次に、建設経済常任委員会に付託してあります案件について、常任委員長から審査の結果に

ついて報告を求めます。 
建設経済常任委員会委員長、小林始君。 

○建設経済常任委員長（小林始君） 
ただいま、議長より報告を求められましたので、委員長報告をさせていただきます。 

本委員会に付託されました平成１９年度の一般会計ならびに特別会計、企業会計の議案審査

を３月１３日から１６日に、全委員出席のもと、関係当局の出席を求め開会し審査いたしまし

た。 

審査にあたり、いくつか質問等がありましたので報告いたします。 

出荷ダンボール箱への「桃・ぶどう日本一の郷」ロゴマークは、共選所から出荷するものだ

けなのかとの質問があり、ＪＡとの協議により決定されたものであるので、共選所系統外の出

荷物については対象としないとの説明があり、日本一になることは大変なことであり、これを

有効に使うことは、補助金ではなく政策として検討すべきではないかという意見がありました。 

観光連盟の様子がよく分からないとの質問には、今年度は職員を派遣していたが、来年度は

観光商工課の分室を観光連盟に置き、平成２０年度に法人化の申請を行えるよう事務を進めて

いく。現在、観光連盟の役員会で自主運営できるような方策について検討しているとの説明が
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ありました。 

市営住宅の老朽化の個所について、事故等が懸念されるので建て替えの計画はないかとの質

問では、住宅マスタープランを作った中で検討するとの回答でありました。 

水道料金の統一を含めた見直しを平成２０年度に行うとしているが、方向性についての検討

はされているのかとの質問で、利用者の負担の中で行っていく。琴川ダムや畑かん水の利用も

踏まえ意見聴取し、財政計画の中で検討したいとの説明がありました。 

また、指定管理施設の修繕費の費用負担については、すべての施設を対象に検討していただ

きたいとの意見がありました。 

以上、本委員会に付託を受けました案件にかかわる主な意見等の報告を終わります。 
それでは、審査結果については以下のとおりです。 
委員会審査報告書 
本委員会に付託された事件は、審査の結果、以下のとおり決定したので、会議規則第１０１条

の規定により報告いたします。 
議案第２１号 「平成１９年度笛吹市一般会計予算について」、賛成多数で、原案のとおり

可決すべきものと決定いたしました。 
議案第２６号 「平成１９年度笛吹市公共下水道特別会計予算について」、反対討論があり

ましたが、賛成多数で、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
議案第２７号 「平成１９年度笛吹市農業集落排水特別会計予算について」、賛成全員で、

原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
議案第２８号 「平成１９年度笛吹市簡易水道特別会計予算について」、反対討論がありま

したが、賛成多数で、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
議案第２９号 「平成１９年度笛吹市温泉事業特別会計予算について」、賛成全員で、原案

のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
議案第３０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予算に

ついて」、賛成全員で、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
議案第３１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予算

について」、賛成全員で、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
議案第３２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予算につ

いて」、賛成全員で、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
議案第３３号 「平成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予算に

ついて」、賛成全員で、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
議案第３４号 「平成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予算に

ついて」、賛成全員で、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
議案第３５号 「平成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予算につ

いて」、賛成全員で、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
議案第３６号 「平成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予算に

ついて」、賛成全員で、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
議案第３７号 「平成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予算に

ついて」、賛成全員で、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
議案第３８号 「平成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予
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算について」、賛成全員で、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
議案第３９号 「平成１９年度笛吹市水道事業会計予算について」、賛成多数で、原案のと

おり可決すべきものと決定いたしました。 
以上をもちまして、委員長報告といたします。 

○議長（中村善次君） 
建設経済常任委員長の報告は終わりました。 
これより、委員長報告に対する質疑を行います。 
質疑はありませんか。 
（ な し ） 
質疑なしと認めます。 
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２１号については、先ほど申し上げたとお

りです。 
それでは、議案第２６号を議題とし、討論を行います。 
反対討論を許します。 
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たので、議案第２６号 「平成１９年度笛吹市公共下水道特別会

計予算」について、これに反対する立場から討論に参加いたします。 
併せて、公営企業部に関連する事項にも言及することになります。 
さて、公共下水道事業会計は、昨年比４億７，５７１万円増の４４億４，６８４万円であり

ます。下水・簡水・水道を合計すると公営企業部は７４億円の事業規模となります。 
この間の水道工事問題で、公営企業部には、果たしてこの７４億円を運用する体制・能力が

あるかという疑問が浮かび上がりました。 
まず、下水道事業については、私の知る限りでは、総務省が平成９年以来、このまま下水道

事業を拡大すれば地方財政は破綻する恐れがある。合併浄化槽事業等との併用で、財政の健全

化を図る必要がある旨の警鐘を鳴らしてきました。 
私も、旧町村時代から、また合併後、笛吹市になっての第１回議会以来、そう主張してまい

りました。 
このまま下水道計画を進めれば、まだ２００億円以上の建設費が必要になると言われており

ます。 
今年の予算で下水道会計の借金返済額は１８億４，６８９万円、数年後には２０億円を超え

ると見込まれます。一般会計からの繰入金も１８億円を超えております。 
このまま進めば、当面は何とかなるにしても、合併特例が終わり、２０億円程度の交付税が

減らされる平成２６年以降は、大変な財政難をきたすことは目に見えております。 
しばしば夕張の問題が引き合いに出されますが、夕張も、必ずしも夕張市だけの責任ではな

く、国の責任は大きいと思いますが、夕張のような事態にならないためにも、厳しい財政の見

通しを持っていくこと、そして、この大きな一般会計からの繰入が生じているこの下水道会計

については、見直しが必要だと思います。一日も早い見直しが行われなければ、合併浄化槽事

業併用による財政効果の余地がなくなってしまいます。 
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ところで、公営企業部には本格的に下水道計画を見直す考えは見当たらないように見えます｡

その原因の１つが財政問題に無関心、財政問題を含めた検討がなされていないことにあります。

もう１つは、下水道の専門家はいるが、合併浄化槽事業推進の職員がいないことであります。

今回の予算には、その改善策も含まれておりません。 
また、このたびの水道工事問題で、下水受託工事が問題になりましたが、工事基準の不統一

が大きな無駄を生じさせていることが分かりました。また、水道事業においては、水の需給見

込みに基づく水道計画が今もって出されておりません。 
私は、平成１７年１０月に水の需給見込みを明らかにするように求め、そこで公営企業部か

ら、１、２カ月でそうしたデータを出すと返答をいただきましたが、今もって出されておりま

せん。今となってみれば、不祥事でそれどころではなかったという実情も分かりましたが、合

わせて、財政的検討や基本調査、計画を行う体制も極めて貧弱であることが分かりました。 
下水・簡水・水道合わせて７４億円の事業、しかも緊急に見直すべき課題が山積みしている

公営企業部、これを任せるにはあまりにも貧弱な体制であり、この改善の対策もない。下水・

簡水・水道事業の予算案を到底承認することはできません。 
以上をもって、下水道特別会計の反対討論を終わらせていただきます。 

○議長（中村善次君） 
賛成討論を許します。 
松澤隆一君。 

○１９番議員（松澤隆一君） 
議長の許可をいただきましたので、議案第２６号 「平成１９年度笛吹市公共下水道特別会計

予算」につきまして、これを原案のとおり賛成する立場から討論を行います。 
下水道施設は、健康で快適な生活環境の確保と、河川等の公共用水域の水質保全を図るために

不可欠な都市施設であり、この水環境を次世代に引き継ぐためには、下水道施設の整備が急務で

あり、普及・促進・拡大のため全国規模で推進されております。１８年度は下水道全体計画見直

しを行い、１９年度以降は、より広範囲におけるエリアでの事業推進が可能になると聞き及んで

おります。 
１９年度は事業を拡大すべき初年度であり、補助率の良い事業採択基準を特例的に、この１年

のみ適用できる年であるため、例年よりも事業費を２割ほど増額し予算計上しているとの説明を

受けており、事業推進を積極的に取り組む姿勢が見受けられます。 
下水道が早くきて欲しいと願っている人たちに、一日も早く下水道の恩恵に預かっていただき

たい。笛吹市の美しく豊かな自然を守り、潤いのある快適な生活環境を築くため、今後もさらに

下水道施設整備の推進について、より一層の努力を願っております。 
以上をもちまして、賛成討論といたします。 

○議長（中村善次君） 
討論を終結します。 
議案第２６号の採決を行います。 
本案に対する委員長報告は可決であります。 
お諮りします。 
本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 
（ 挙 手 多 数 ） 
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挙手多数です。 
したがって、議案第２６号は原案のとおり可決されました。 
次に、議案第２７号を議題とします。 
お諮りします。 
本件については、討論を省略し直ちに採決を行いたいと思います。 
これにご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 
異議なしと認めます。 
お諮りします。 
本件についての委員長報告は可決です。 
本件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 
異議なしと認めます。 
よって、本件は原案のとおり可決されました。 
次に、議案第２８号を議題とし、討論を行います。 
討論ありませんか。 
（ な し ） 
討論を終結します。 
議案第２８号の採決を行います。 
本案に対する委員長報告は可決であります。 
お諮りします。 
本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 
（ 挙 手 多 数 ） 
挙手多数です。 
したがって、議案第２８号は原案のとおり可決されました。 
続いて、議案第２９号から議案第３８号までを一括議題とします。 
お諮りします。 
本１０案件につきましては、討論を省略し直ちに採決を行いたいと思います。 
これにご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 
異議なしと認めます。 
お諮りします。 
本１０案件についての委員長報告は可決です。 
本１０案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 
異議なしと認めます。 
よって、本１０案件は原案のとおり可決されました。 
次に、議案第３９号を議題とし、討論を行います。 
討論ありませんか。 
（ な し ） 
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討論を終結します。 
議案第３９号の採決を行います。 
本案に対する委員長報告は可決であります。 
お諮りします。 
本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 
（ 挙 手 多 数 ） 
挙手多数です。 
したがって、議案第３９号は原案のとおり可決されました。 
各常任委員会に付託いたしました議案の採決が終了いたしました。 
最後に、各常任委員会に分割付託いたしました議案第２１号の審議に入ります。 
それでは、議案第２１号に対する討論を行います。 
反対討論を許します。 
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たので、議案第２１号 「平成１９年度笛吹市一般会計予算」につ

いて、反対の立場から討論に参加いたします。 
今回の予算、マニフェストを含めまして事務事業評価そして人事評価、これが本格化する予算

でございます。ＰＤＣＡサイクル、これ大事なことであります。 
しかし、市長は、自分がやらないことを全職員に求めているのではないかという気がします。

合併の責任者であり、その後、首長を務め今日まで至っておりますが、合併から丸２年経った今

も、あの素晴らしい夢を描いた合併構想、こういうものについてどのようなチェックをしている

か、評価をしているか、半分過ぎても中間総括が聞かれません。 
また、この間の大きな取り組みや、集中改革プラン２００５づくりとその実践だと思うが、こ

れまた年度ごとの評価を行っておりません。最大の争点となった問題は新庁舎建設問題でありま

したが、これまた、その後何も語っておりません。 
人事評価制度において自己評価の欄がございますが、市長自身はどのような自己評価を記入す

るのでしょうか。まず自ら始めることが必要ではないでしょうか。 
笛吹市集中改革プラン２００５、先ほど申しましたようにこれも評価が行われていないわけで

すが、どうだったか 
私の見るところ、収税率アップについては、平成１７年度は目標８０％に対して７７．６％、

大幅後退。身近で親身になってくれる行政なくして収税率は上がらないと言いたいと思います。

指定管理者制度導入、何でもかんでも指定管理者導入ということで、市政に混乱をもたらし、経

費節減効果は発表ごとに数字が下がっております。そして、唯一超過達成しているものは、定員

適正化計画、要するに人減らしであります。熱心で有能な職員が数多く辞めていきました。 
今、市長は取り返しのつかないことをしているのではないかと思います。 
官は駄目、民は素晴らしいというキャンペーン、利潤追求を根本目的とする民間の企業の価値

尺度に基づく人事評価や事業評価、そして、協力・協働よりも、過度の競争をあおる職場づくり、

これらによって職場の団結、何でも話せる雰囲気が損なわれております。一部上昇志向の職員を

除いて、多くの職員が誇りと熱意を失いつつあるのではないでしょうか。 
さて、１９年度予算案は市長と部長のマニフェストを基本に作られております。マニフェスト
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なるものを見てみたいと思います。 
まず、秘書政策室の施策１、総合計画の策定についてです。 
社会情勢の変化についていろいろいっておりますが大事な問題、住民と笛吹市の重要な問題、

格差や貧困の問題、国保税滞納世帯が３割・４割という地域が数多く生まれている問題、観光の

低迷、農業危機などまったく触れられておりません。 
今、この上なくゆとりある笛吹市の財政でありますが、しかし、合併１０年から１５年後にか

けて地方交付税の合併特例が終わり、２０億円もの地方交付税縮減が行われることは、明らかに

なっております。 
歳入見込みに基づく１５年間財政フレームを示さずに、どんな現実的な総合計画が可能だとい

うのでしょうか。 
かねてから、問題の１５年間財政見通しを求めてきましたが、１０年間財政見通ししか市当局

は示しておりません。 
施策３の行政評価推進事業について、各部・各課・各担当に対して、ここに膨大なエネルギー

を投入することを求めております。しかし、今、緊急に必要なことはチェック、特に下水や水道

事業をはじめとする大型公共事業のあり方を見直すことではないでしょうか。 
施策４、地域づくり推進事業について、私たちはかねてより地域自治区の設置、重層的なコミュ

ニティーの重視、支所機能の充実による地域再生を新市づくりの基本戦略と位置付け、行政がそ

の実現のために全力を傾注するよう提唱してきました。 
しかし、このマニフェストはモデル地区を公募して、テーマ型のまちづくりを行う。要するに、

やれるところはやりなさいというものであり、地域の自己責任にすり替えようとするものであり

ます。 
総務部の施策に第２次定員適正化計画について、これは先に述べたとおり、職員の役割と誇り

を傷つけ、取り返しのつかない行政の変質をもたらすものであると思います。 
産業経済部の施策５、笛吹市観光連盟法人化事業について、笛吹市観光の危機に対する認識と

危機打開の熱意がまったく感じられないマニフェストだと言わざるを得ません。 
どのように実現していくか、その方法は方法になっていません。期限・工程は白紙のままであ

ります。よくこれを部長、市長が認めたものだとあきれております。 
公営企業部のマニフェスト、まさに焦点のずれたマニフェストです。総事業費７４億円、一般

会計からの繰入が２３億円という事業、下水道だけでも２４６億円の借金、今後も２００億円を

超える投資が必要だといわれます。年間の返済額も２０億円を超えることになります。今何とか

なっても、先ほども申しましたとおり、平成２６年以降、すなわち合併１０年後以降、合併特例

の交付税がなくなりまして、この返済は可能でしょうか。今必要なことは下水道事業の抜本的な

見直し、上水道事業、水の需給見通しを明らかにしつつ最小の投資で水の安定供給を実現するこ

と。また、工法等についても見直し事業費の削減を図ることではないでしょうか。 
そして、公営企業部の施策１から４について、不祥事を起こし各種問題が浮かび上がった段階

で、一本化および値上げをうんぬんする時期ではございません。水需給見込みの確定、事業費の

削減、水道料徴収率の改善が今の課題ではないでしょう。 
施策５について、今はむやみに下水道を延ばす時期ではありません。将来の財政負担、合併浄

化槽事業の併用の検討、加入率の問題解決の検討が必要であります。 
時間の関係で、マニフェストすべてには触れられませんでした。今触れなかった部分で共通し
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ている問題点をあと２点挙げたいと思います。 
１つは、多くのマニフェストが市民参加と称して、市長の私的諮問機関をつくり計画を策定し

ようとしている点であります。これも膨大なエネルギーを要することであります。 
私も平成１８年度ＰＴＡ会長ということで、健康づくり推進協議会委員を充て職ということで、

委員ということで引き受けましたが、このたび辞表を提出しました。と申しますのは、２回だけ

の会議に招集され、笛吹市健康増進計画完成というわけです。経過・内容ともに責任を持てない

ものであります。そもそも市長の私的諮問機関の出した答申をそのまま市の方針にする、市民参

加でつくったということに無理があります。市民参加のお墨付きを与えるに過ぎません。 
では、どうするか。有識者の協力も得ながら職員の手で計画をつくっていただきたい。職員の

知恵・能力のすべてを費やして、誰にも文句は言わせないぞというくらいしっかりしたものを策

定の各段階つくっていただきたい。そして、各段階で関係市民代表と一般市民に開かれた広聴会

などを開いていただきたい。その中で市当局あるいは職員は、これが最高の案だと確信して出し

たとしても、市民の知恵・意見はそれをしのぐものがあると思います。そういう緊張関係の中で

真の住民との協働ということは、できると思います。 
２つ目に、ニュー・パブリック・マネジメントの手法についてであります。 
市民と市の抱える具体的な問題や困難、そして、その打開策に目をつむり、ひたすらニュー・

パブリック・マネジメントの協議に基づく、いわゆる改革につき進んでいる点です。指定管理者

制度、人事評価制度、競争原理の導入、民間研修制度、事務事業評価、枠配分予算、しかも誤っ

た部局枠配分予算方法、新公共空間論、乱発指摘諮問機関、支所縮小等々、こうした新制度すべ

てが机上の業務量を増やし、現実の問題解決の仕事のしわ寄せとなっている。このことを指摘し

ないわけにはまいりません。 
さて、予算案の数字に入っていきたいと思います。 
１９年度予算を１８年度余剰金はすべて基金に繰り入れた結果、繰越金を口明けの１千円とし

ている。そうした操作の上に財政難を演出し、歳出では土木費、教育費などを大幅に削減してい

ます。これが基本的な特徴であります。 
各論に入ります。 
まず、評価すべき点としては、市民の切実な要求、そして日本共産党議員団も市民と共に要求

してきたものが、わずかではありますが実現いたしました。 
１つは、市内の小中学校に市担の教員を配置し、障害児教育、いじめ、不登校問題に対応して

いること。２つ目は、国が準要保護児童生徒援助費の補助金を廃止する中で、市単独で継続して

いること。 
次に、児童課における子育て支援の新事業、そして、介護度の低い高齢者への福祉用具貸与制

限に対する介護ベッドレンタル補助金制度の新事業などがあります。また、ホタル育成環境推進

などにも新たに力を入れております。 
しかし、これらをもってしても、本予算の骨格と内容について承認することはできません。 
まず、国際交流事業費７５１万円、この中には議員全員がドイツのバート・メルゲントハイム

市へ訪問するための市負担金が含まれております。調印式出席のため、すなわち業務として出席

するなら代表が行けばよいのであり、その場合、業務であるから費用を全額市が負担してもしか

るべきだと思います。交流というならば、議員より、むしろ青少年や産業関係の関係者を優先す

べきと考えます。 
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人事評価、事務事業評価の費用は、現方針のもとで行うならば、むしろ自治体と職員の偏執を

きたすものであり認められません。必要な職員の臨職化が今年も進められております。特に保育

所は正規職員５５％、臨時職員４５％にもなっております。民間においても、派遣労働、請負労

働、パート労働の待遇が問題にされており、正職員化が求められている中で、フルタイムで必要

な業務をあえてパート化するなど、行政が率先して社会的不正義を働いているに等しいと思いま

す。必要な職員は正職員とし、安心して働ける条件を保障することが社会的正義であり、行政が

やるべきことではないでしょうか。 
養護老人ホーム入所措置費が今年も１億２，３００万円と多額になっております。多額で悪い

ということではありません。高齢者向けの公営住宅が確保されていない結果、多額になっている

のであり、今後、ますます住宅に恵まれない、単身あるいは老人だけの世帯が増えていくことが

予想されるにもかかわらず、住宅政策は皆無であります。 
農業振興策については、チッパー補助金など農業支援策もあるが、小規模農業者や高齢者への

支援策がほとんど皆無であります。現実は小規模経営者、高齢者がほとんどであり、そこへの支

援策がなければ、農地と笛吹の農業の保全は不可能であると考えます。 
補助金については、極めてずさんであります。いまどきこのような補助金の支出があってよい

のかと思うほどであります。 
１例は、笛吹中央病院への補助金１，６３０万円、これは同病院の固定資産税と都市計画税の

合計額と同額であり、いわゆる相殺、反対給付であり、禁じられていることであります。さらに、

補助金は補助目的と補助額が適正であること。目的外の用途に使われてはいけないことになって

おります。また、その用途・事業については、適正に執行されているか監査の対象とされている

が、この点からもあってはならない補助金ではないでしょうか。 
もう１例、笛吹市観光連盟の１８年度の職員研修派遣および補助金は、実際には存在しない連

盟への派遣と補助金であり、認められませんが、１９年度もそのような形での補助金は継続され

ております。 
石和駅前区画整理事業は、国庫補助５５％、県補助１０％、計６５％の補助事業と喧伝されて

まいりましたが、今年度の総事業費２億３，６５８万円のうち補助金はわずか２，６００万円、

１１％であり、どう説明をしようが、とても理解できるものではありません。 
土木費３４億８千万円のうち、なんと１８億１千万円、５２％が下水道特別会計への繰出金と

なっております。この繰出削減の対策はまったく皆無でございます。 
社会教育費の大幅削減、これは地域文化の支えであった地域事務所の経費であり、地域活動を

根底から崩すものであります。 
小中学校費については、継続管理費、教育振興費の大幅削減であり、１７年度決算と比較する

と、小学校は３２％、中学校は２９％減であります。 
以上、個別に見てまいりましたが、１９年度予算案は、マニフェストに基づく自治体の偏執を

目指す予算である。そして、財政難と騒ぎ立てながら実際の財政フレームは見せない。その中で

職員を削減し、福祉・教育・文化・生活関連の公共事業を切り捨てる予算であります。 
一方、大型公共事業等については、まったく見直す計画はなく、将来、すなわち合併特例の切

れる、平成２６年以降の財政破綻に対して対策のない予算と言わざるを得ません。 
以上をもって、平成１９年度一般会計予算に対する反対討論を終わります。 
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○議長（中村善次君） 
賛成討論を許します。 
山本富貴君。 

○４番議員（山本富貴君） 
長い長い反対討論でしたが、私は簡潔に賛成討論をしますので、よろしくお願いいたします。 
議案第２１号 「平成１９年度笛吹市一般会計予算」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年度の一般会計予算は、歳入歳出それぞれが２５７億６，９００万円となっており、

これは前年度と比較して２億６千万円の増額となっておりますが、実質的には芦川村との合併

に伴いマイナス２．６％、６億９，４００万円の減額となったものであります。 
このことは、回復傾向にあるとはいえ、まだまだ厳しい財政状況であることを反映したもの

と思われ、毎年減少する、限られた財源の中でいかに効率的な予算執行を行うか、予算編成に

おいて各部それぞれに大変なご努力があったものと推察するところであります。 
さて、新年度予算を歳入歳出から見ますと、まず、歳入面では、市税が税源移譲により増加

するものの、譲与税、各種交付金が大きく減額し、地方交付税も減少傾向にある中で、必要と

される歳出予算に見合う財源として、不足分は基金からの繰入金での対応を行っており、ご努

力の跡がうかがえます。 
また、歳出面では、人件費、扶助費、公債費といった義務的経費が年々増加し、歳出全体の

４６％、１１７億７，３００万円と大きくなっており、このため普通建設事業費などの投資的

経費は１３．９％、３４億６千万円にとどまっております。 
こうした中にありましても、情報システムのサーバー室の移設をはじめ各種基盤事業など土

木事業、農林事業、消防・教育・福祉それぞれの分野における各事業が、停滞することなく進

められる措置がなされた予算と認識しております。 
まだまだ厳しい財政状況は続くものと思われますが、新たな予算の執行によりまして、今後

もなお一層の市民サービスの向上が図られますよう願いながら、平成１９年度笛吹市一般会計

予算につきましては、原案に賛成するものであります。 
以上、討論といたします。 

○議長（中村善次君） 
討論を終結します。 
議案第２１号の採決を行います。 
本案に対する三常任委員長の報告は可決であります。 
お諮りします。 
本案は、各常任委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 
（ 挙 手 多 数 ） 
挙手多数です。 
したがって、議案第２１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２１ 議案第５３号を議題とし、質疑を行います。 
（ な し ） 
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質疑を終結します。 
お諮りします。 
議案第５３号は、会議規則第３６条第２項の規定により委員会付託を省略したいと思います。 
これにご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 
異議なしと認めます。 
よって、議案第５３号は委員会への付託を省略することに決定しました。 
これより、議案第５３号の討論を行います。 
（ な し ） 
討論なしと認めます。 
これより、議案第５３号を採決します。 
本案は、原案のとおり承認することに賛成の方の挙手を求めます。 
（ 挙 手 全 員 ） 
挙手全員です。 
したがって、議案第５３号は原案のとおり承認することに決しました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
○議長（中村善次君） 

続いて、日程第２２ 同意第１号を議題とし、質疑を許します。 

（ な し ） 

質疑を終結します。 

お諮りします。 

同意第１号は、会議規則第３６条第２項の規定により委員会付託を省略したいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

よって、同意第１号は委員会への付託を省略することに決定しました。 

これより、同意第１号の討論を行います。 

（ な し ） 

討論なしと認めます。 

これより、同意第１号を採決します。 

本案は、原案のとおり同意することに賛成の方の挙手を求めます。 

（ 挙 手 全 員 ） 

挙手全員です。 

したがって、同意第１号は原案のとおり同意することに決しました。 

暫時休憩いたします。 

再開を２時５０分といたします。 

休憩  午後 ２時４０分 

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

再開  午後 ２時５０分 
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○議長（中村善次君） 

再開いたします。 

ただいま、市長より同意第２号から同意第６号が、また、総務常任委員長および建設経済常

任委員長から発議第１号から発議第３号が提出されました。 

これを日程に追加し、直ちに議題にしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

よって、同意第２号から同意第６号および発議第１号から発議第３号までの８案件を日程に

追加し、議題とすることに決定しました。 

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

○議長（中村善次君） 

追加日程第２３ 同意第２号から、日程第２７ 同意第６号までを一括議題とし、提出者から説

明を求めます。 

市長、荻野正直君。 

○市長（荻野正直君） 

本日、追加提案させていただきます同意案件について、概略のご説明を申し上げます。 

まず、「固定資産評価員の選任について」でありますが、角田義一氏を選任いたしたく、地方

税法第４０４条第２項の規定により議会の同意を求めるものであります。 

角田氏でありますが、平成７年、境川村役場を退職され、同年４月から平成１６年１０月ま

で境川村村長として奉職され、笛吹市誕生に貢献されました。 

次に、「恩賜県有財産保護財産区管理会委員の選任について」でありますが、地方自治法第

２９６条の４第１項の規定により、稲山財産区ほか三団体の管理会委員について、議会の同意

を求めるものであります。 

どうかよろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（中村善次君） 

説明が終了しました。 

これより、同意第２号を議題とし質疑を行います。 

質疑ありますか。 

（ な し ） 

質疑を終結します。 

お諮りします。 

ただいま、議題となっております同意第２号は、会議規則第３６条第２項の規定により委員

会付託を省略したいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

同意第２号は、委員会への付託を省略することに決定しました。 

これより討論を行います。 

討論はありませんか。 
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（ な し ） 

討論を終結します。 

同意第２号を採決します。 

本案は、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。 

（ 起 立 全 員 ） 

起立全員です。 

したがって、同意第２号は原案のとおり同意することに決しました。 

なお、ただいま同意されました件について、角田新固定資産評価員から議場での発言の申し

出がありますので、これを許可したいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

角田君の入場を許します。 

（角田新固定資産評価員・入場） 

角田君の発言を許します。 

○新固定資産評価員（角田義一君） 

角田でございます。 

境川の前間田の雨宮久子さんという方が合併のときに、「笛吹は 支川いくつ 草紅葉」とい

う俳句をつくってくれました。 

やはり小さな河川だと枯渇する、また、大雨のときには氾濫をする、そういうことが笛吹と

なって清流がとうとうと流れる。そして潤いややすらぎがでる。そういうような中からしてつ

くっていただいたわけですけれども、新聞また広報それから議会だより等を見させていただい

て、笛吹が活力ある笛吹市として日々前進していることに敬意を表するところでございます。 

ただいまは、固定資産評価員にご選任をいただき、全員の議員さんのご同意をいただいたこ

とに対しまして、ありがたくお礼を申し上げます。 

期待に背かぬよう頑張ってまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

ありがとうございました。 

○議長（中村善次君） 

続いて、同意第３号から同意第６号の４案件を一括議題とし、質疑を行います。 

質疑ありますか。 

（ な し ） 

質疑を終結します。 

お諮りします。 

ただいま、議題となっております４案件については、会議規則第３６条第２項の規定により

委員会付託を省略したいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

本４案件は、委員会への付託を省略することに決定しました。 

これより、１件ずつ討論・採決を行います。 
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まず、同意第３号の討論を行います。 

討論はありませんか。 

（ な し ） 

討論を終わります。 

同意第３号を採決します。 

本案は、原案のとおり同意することに賛成の方の挙手を求めます。 

（ 挙 手 全 員 ） 

挙手全員です。 

したがって、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。 

討論はありませんか。 

（ な し ） 

討論を終わります。 

同意第４号を採決します。 

本案は、原案のとおり同意することに賛成の方の挙手を求めます。 

（ 挙 手 全 員 ） 

挙手全員です。 

したがって、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。 

討論はありませんか。 

（ な し ） 

討論を終わります。 

同意第５号を採決します。 

本案は、原案のとおり同意することに賛成の方の挙手を求めます。 

（ 挙 手 全 員 ） 

挙手全員です。 

したがって、同意第５号は原案のとおり同意することに決しました。 

続いて、同意第６号の討論を行います。 

討論はありませんか。 

（ な し ） 

討論を終わります。 

同意第６号を採決します。 

本案は、原案のとおり同意することに賛成の方の挙手を求めます。 

（ 挙 手 全 員 ） 

挙手全員です。 

したがって、同意第６号は原案のとおり同意することに決しました。 

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

○議長（中村善次君） 

次に、追加日程第２８ 発議第１号を議題とします。 

提出者より、提案理由の説明を求めます。 
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堀内文藏君。 

○１０番議員（堀内文藏君） 

発議第１号  

平成１９年３月２０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 

賛同者   〃     小林 始 

笛吹市議会会議規則の一部改正について 

笛吹市議会会議規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

提案理由 

 地方自治法の一部を改正する法律は、平成１８年６月７日に公布され、議会関係の見直し

については、経過措置として平成１９年４月１日より施行されることから、必要な改正を行う

ものである。 

改正内容については、お手元に配布した資料のとおりでございます。 

以上です。 

○議長（中村善次君） 

提案説明が終わりました。 

お諮りします。 

本件については、質疑・討論および、会議規則第３６条第２項の規定により委員会付託を省

略したいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

これより、発議第１号について採決を行います。 

本件について、原案に賛成の方の挙手を求めます。 

（ 挙 手 全 員 ） 

挙手全員です。 

よって、本件は原案のとおり決しました。 

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

○議長（中村善次君） 

次に、追加日程第２９ 発議第２号を議題とします。 

提出者より、提案理由の説明を求めます。 

堀内文藏君。 

○１０番議員（堀内文藏君） 

発議第２号  

平成１９年３月２０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 
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賛同者   〃     小林 始 

笛吹市議会委員会条例の一部改正について 

笛吹市議会委員会条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

提案理由 

 地方自治法の一部を改正する法律は、平成１８年６月７日に公布され、議会関係の見直し

については、経過措置として平成１９年４月１日より施行されることから、必要な改正を行う

ものであります。 

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） 

提案説明が終わりました。 

お諮りします。 

本件については、質疑・討論および、会議規則第３６条第２項の規定により委員会付託を省

略したいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

これより、発議第２号について採決を行います。 

本件について、原案に賛成の方の挙手を求めます。 

（ 挙 手 全 員 ） 

挙手全員です。 

よって、本件は原案のとおり決しました。 

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

○議長（中村善次君） 

次に、追加日程第３０ 発議第３号を議題とします。 

提出者より、提案理由の説明を求めます。 

小林始君。 

○１６番議員（小林始君） 

発議第３号 

平成１９年３月２０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 

公営企業部水道工事発注に係る代金未払い問題に対する意見書の提出について 

笛吹市議会会議規則第１３条の規定により、別紙のとおり提出いたします。 

提案理由 

 昨年１２月に発覚した公営企業部水道工事の不適切な事務処理に対する再発防止を求める

ため、意見書を提出する。 

以上でございます。 
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○議長（中村善次君） 

提案説明が終わりました。 

お諮りします。 

本件については、質疑・討論および、会議規則第３６条第２項の規定により委員会付託を省

略したいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

これより、発議第３号について採決を行います。 

本件について、原案に賛成の方の挙手を求めます。 

（ 挙 手 全 員 ） 

挙手全員です。 

よって、本件は原案のとおり決しました。 

追って、意見書を当局に送付いたします。 

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

○議長（中村善次君） 

日程第３１ 「閉会中の継続審査について」を議題とします｡ 

各常任委員長、議会運営委員長、リニア対策特別委員長より、閉会中の継続審査の件が提出

されております｡ 

お諮りします｡ 

本件については、お手元に配布のとおり、閉会中の継続審査とすることにご異議ありません

か｡ 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

よって、本件については､各委員長からの申し出のとおり閉会中の継続審査と決定しました｡ 

以上で、本定例会に付議された案件はすべて終了いたしました。 

ここで、市長より閉会に際しあいさつの申し出がありますので、これを許します｡ 

市長、荻野正直君。 

○市長（荻野正直君） 

平成１９年第１回定例会の閉会にあたりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 

本市議会は３月２日から本日までの１９日間に及ぶ日程で開催されました。 

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、本日ここに総額２５７億円の平成１９年度一般会計予算が成立いたしました。 

正副議長さまをはじめ議員各位におかれましては、本会議ならびに各委員会を通じ、慎重か

つ熱心にご審議に努めていただき、感謝を申し上げます。 

さて、ご議決いただきました予算をもとに、新年度早々、さまざまな施策を進めてまいりま

す。 

まず、４月１日の日曜日より、市役所の窓口業務の日曜サービスを開始いたします。平日、

市役所に来庁することができない方に配慮し、毎週日曜日に本庁窓口を開庁することといたし

ました。当面は、納税や住民票の移し、市税証明書の交付業務など、一部の業務に限らせて実
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施させていただくことになります。 

また、新年度は、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が具体化して

まいります。４月には、現在、笛吹市ふれあいの家となっている、旧石和保健所の一部を笛吹

市ファミリーサポートセンターとして活用し、アドバイザーを配置して、育児の援助を受けた

い方と育児の援助を行いたい人等コーディネートする、ファミリーサポート事業を開始いたし

ます。 

また、４月からは、児童手当の支給額が拡大するほか、市内４カ所の公立保育所で一時保育

サービスがスタートいたします。 

さらに、平成１９年度には御坂町内に、放課後、子どもたちが安心して過ごせる児童センター

を建設いたします。児童センターの中には学童保育と子育て支援センターを併設して、地域に

おける子育てを総合的に支援してまいります。 

その後も次々に保育サービスが実施され、子育て環境はますます充実し、安心して健やかに

暮らせる、やすらぎのある都市づくりが具現化してまいります。 

さて、市内は桃やスモモの果樹や桜の木が植えられております。既に桜の開花が始まってお

り、予定では日本一の桃が満開になるころ、市内随所で桃の花まつりや各種イベントが開催さ

れます。ピンクの花びらが舞う中を３，５００人が走る「いちのみや桃の里マラソン」、

２００チームが参加する御坂町の「全国ゲートボール大会」、戦国時代さながらに再現される石

和町の「川中島合戦絵巻」、八代町「永井天神社の神楽」、境川町の「金刀比羅神社祭典」、春日

居町の「笈形焼き」など、盛りたくさんのイベントが開催され、市内は祭りムード一色に染ま

ります。 

議員各位のご参加もよろしくお願い申し上げます。 

新年度からは、副市長制度の発足にあわせて新体制をスタートします。 

秘書政策室を経営政策室に名称を変更し、「市長と部長のマニフェスト」に掲げた目標の推進

に向けて、進捗状況を管理してまいります。 

また、市民環境部に新たに市民活動支援課を設置し、ボランティアやＮＰＯ法人などの活動

を支援してまいります。 

さらに、桃・ぶどう日本一の郷、笛吹市の農業と林業の振興、観光産業の振興を図るために、

産業経済部を産業観光部に名称変更をいたします。 

また、窓口業務のワンストップ化を図るため、支所の３課体制を住民課と地域課の２課に再

編します。 

その他、組織のスリム化を図るために、ごみ減量課と環境課を統合するなど、時代のニーズ

に応えて市役所の組織構築を柔軟に見直し、効果的な事務事業が執行できる体制を整備いたし

ます。 

これからも、「躍動するふれあい文化都市」建設に向けて渾身の力を傾注し、まい進してまい

りたいと考えておりますので、議員各位の絶大なるご理解とご協力をお願い申し上げ、閉会の

あいさつとさせていただきます。 

ありがとうございました。 

○議長（中村善次君） 

これをもちまして、平成１９年第１回笛吹市議会定例会を閉会いたします。 

大変ご苦労さまでした。 
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

閉会  午後 ３時１５分 
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